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四つのテスト 

１． 真実かどう 

２． みんなに公平か 

３． 好意と友情を 

深めるか 

４． みんなの為に 

なるかどうか 

例会報告 

第２７５６回（２０２１年１０月２７日） 

出席報告 

欠席会員  

崎原、石川、大原、松島、上原、大城（博）儀部、 

福重、久保、渡慶次、丸橋、大田、龍、比嘉（良）、 

仲本（幸）、照屋（紀）、照屋（圭）、松野下、瑞慶山会

員 

ゲスト 

谷川智哉（那覇西奨学生） 

メークアップ会員

石川正一（１０/２８那覇北）

豊村良春（１０/３１那覇北 RC ビーチクリーン）

ニコニコＢＯＸ

合計￥３４，０００ 累計￥１６６，０００ 

高田和泰 県立博物館に於いて沖縄県芸術文化祭の 

写真展に多数の会員皆様がご来場ご鑑賞 

を頂き、誠に有難うございました。 

 

 

 

 

 

大城純市 谷川さん（那覇西奨学生）にもリアルでお

会いできて嬉しい限りです。コロナ禍に

負けないで頑張りましょう。 

石垣 伸 お誕生日祝いを頂いて 

水城利治 〃 

糸洲 昇 〃 

関根貴弘 〃 

中野 昇     〃 

南風原利行 〃 

名幸俊海 皆勤バッジを頂いて 

糸洲 昇     〃 

 会長報告        慶佐次 操 

皆様こんにちは、本日 2 件のご報告を申し上げます。 

Ⅰ．10 月 25 日（月）に今年度沖縄分区第 2 回会長幹

事会が、当クラブの大庭分区幹事の進行で zoom 会議

が行われました。「2021～2022 年度沖縄分区 I M」の

件についてご報告致します。日時：2021 年 12 月 15

日（水）14:00～17:00 ／ 場所：ホテルゆがふいん

おきなわ ２F あけみおの間です。 

尚、コロナ渦感染対策により会場の収容人員を 50 名

とし（各クラブ 3 名）、他の会員の方は You Tube 配信

にて参加となりました。（当クラブは当日集合か否かは

理事会にて決定致します。）沖縄分区 11 クラブが各８

分間の持ち時間で活動報告を発表し、それらを３月の

地区大会のアワードエントリーに繋いでゆきます。そ

してお互いが他クラブの発表を受け、各クラブの活性

化と発展強化に向けてゆきます。 

Ⅱ.１０月２４日（日）に第 50 回沖縄県芸術文化祭

に行って参りました。高田会員の 2 作品を拝見致し

ました。「県民の足」：走行するモノレールと周辺風

景との（動と静の対比をとらえた）マッチングで

す。「四畳半画家」：17 世紀オランダの画家レイブラ

ントの一筋の光明に浮かぶ人物像が連想されまし

た。加えて安里清榮会員の令夫人、涼子さんの 2 作

品です。書道（楷書）安身為楽（みをやすらかにし

てたのしむ）・無憂為福（むゆうをふくとなす）+写

会員数 出席数 欠席数 出席率 
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那覇西ロータリークラブ 
国際ﾛｰﾀﾘｰ 2580 地区 創立 1962 年 6 月 4 日 

本日のプログラム 

１１月１０日（水） 

・点鐘

・ロータリーソング

奉仕の理想

・会長報告

・幹事報告

・会員卓話 高田和泰会員

「写真入選の数々」と 

「陶器人間国宝金城次郎につい

て」 

・次回予定

１１月１７日豊村良春会員 

「ロータリーの友」を学ぶ 

プログラム案内 

会 長 慶佐次 操 副会長：比嘉芳直・大庭 憲 

幹 事：平尾慎一郎 
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例会場 沖縄ハーバービューホテル 
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真（あっぷっぷ／お孫さんだそうです。）1 時間程拝

見させて頂き、久々に芸術の秋気分を堪能しまし

た。 

 

 
 

幹事報告 

・11/４コザ RC６０周年記念式典が開催 

 16:30～記念式典、18:00～祝賀会開催 

・那覇北 RC から会場変更のお知らせ 

 かりゆしアーバンから暫定会場へ変更する。 

会場が狭いため、暫くメキャップは遠慮ください。 

・11/20 会長杯ゴルフコンペ開催。 

 

 
 

ゲストスピーチ 

谷川智哉（那覇西奨学生挨拶） 

・7 月に琉球大学大学院に合格しました。 

 研究も順調に進んでおり 8 月、9 月に学会でも発表 

 致しました。今後も邁進して行きたいと思います。 

 

 

 2021-22年度ロータリー国際大会（ヒューストン）と 

国際ロータリー第2580地区ガバナーズランチョンのご案内 

拝啓時下益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて先般ご案内いたしました通り、2022年6月4日～8日にア

メリカ・ヒューストンにおいて国際大会が開催されます。現在、

コロナ禍の中大変厳しい状況であるとは存じますが、国際ロ

ータリーは3年ぶりの国際大会を開催する方向で準備に入っ

ております。2021年12月15日までは早期登録割引適用と

なり、登録料は$475でございます。多くの皆様のご登録をお

待ちしております。 

また2022年6月5日（日）、午前の開会式と午後の開会式

の合間の昼食時に、当地区主催「ガバナーズランチョ

ン」を開催いたします。会場は国際大会本会議場から徒

歩で行ける、地元で有名なステーキレストランです。 

ぜひお仲間とお誘い合わせの上、ご参加いただきたくお願

い申し上げます。敬具 

記 

１．時間2022年6月5日（日）昼食タイム（12:00～15:00） 

２．会場ヴィック・アンド・アンゾニーズステーキハウス 

Vic & Anthony’s Steak House  (1510 Texas Ave, 

Houston, TX 77002) 

https://www.vicandanthonys.com/location/houston/ 

３．会費お一人15,000円（乾杯用のシャンペン、ワイン、ソフト

ドリンクを含む） 

【注】なお会場の設営上席に限りがございますので120名の

先着順とさせていただきます。 

４．登録・お申込み 

下記にて2022年1月31日までにクラブ毎にご参加人数をお

知らせ下さい。 

お支払い先は3月末までに別途ご案内させていただきます。 

またお支払い後のキャンセルはできませんので、ご承知おきく

ださい。以上 

申込先E-Mail :rotary@splanner.com Fax : 03-5830-

6421 酒井宛申込期限2022年1月31日 

米山月間の由来 

. 国際ロータリー理事会が指定したロータリー の特

別月間に加え、日本独自の月間テーマとし て、10 月

は米山月間となっています。なぜ、10 月なのでしょう

か？ 1975 年 8 月、米山梅吉翁が逝去した 4 月 2 8 

日までの 1 週間を「米山週間」とすることが決 定し

ました。ある地区ですでに行われていた強 化活動を全

国へ広げ、米山奨学事業を促進する ことが目的でし

た。しかし 1980 年度になると、 米山週間は 4 月か

ら 10 月 1 日～7 日へと変更さ れました。その理由

はいくつかあります。一つ には「ロータリー雑誌週

間」が 1978 年度から 4 月となり、重なってしまっ

たこと。また、4 月で は各クラブへ送付される事業 

報告書などの資料数字が約 1 年前のものとなること

や、採用 されたばかりの奨学生に卓話 を依頼するこ

とに無理がある、 交通機関のストライキが多い、 な

ど現実的な支障があったた めです。そして何よりも、

東京ＲＣによる米山 基金から日本全地区クラブの共同

事業とする決 議や合意が行われた地区大会が、いずれ

も 10 月 だったこと、これが大きな理由とされていま

す。 1983 年からは週間制度が「月間」となり、10 

月が米山月間として定着し、今に至っています。 


