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プログラム案内

四つのテスト

本日のプログラム

１． 真実かどう

３月９日（水）

２． みんなに公平か

・点鐘

３． 好意と友情を

・ロータリーソング

深めるか
４． みんなの為に
なるかどうか

会長報告
TEL : 098-861-7824

それでこそロータリー
・会長報告
・幹事報告
・卓話

大城純市
今年初例会開催できて良かったです。
TEL：861-7824 FAX ：861-7825
あらためまして明けましておめでとうご
ざいます!
今年も宜しくお願い申し上げます。
比嘉芳直 コロナに負けず楽しんでください

那覇西 RC 奨学生

谷川智哉さん
・次回予定

日本赤十字社 参事 久高政彦様
沖縄県赤十字血液センター
献血推進課 課長 眞喜志淳様
「日本赤十字社の取り組み」
について

例会報告

慶佐次 操
FAX : 098-861-

皆様こんにちは、本日が今年度の初
例会になります。1/12～2/16まで急激
7825
なコロナ感染拡大を受け、6連続の休
会を強いられ本日の開催に至ります。
遅ればせながら「今年も宜しくお願い
致します」
さて、本日の理事会承認事項を私から
2件、そして平尾幹事から3件リレーにてご報告させて頂き
ます。
①「那覇西RC60周年記念式典・祝賀会」日程変更の件で
す。
令和4年4月13日（水）から6月18日（土）に変更いたしま
した。コロナ禍の影響に依る処で、沖縄ハーバービューホ
テル及び若林地区ガバナーの日程予約は頂きました。
②「オープン例会」の日程変更の件です。
令和４年２月１６日（水）から５月２５日（水）に変更
いたしました。記念式典の日程変更に伴い、その約３週間
前とし、記念式典の事業を那覇青年会議所、那覇商工会議
所青年部など、他団体に広くアピールし会員増強に繋げる
を目的とします。
以上２件のご報告致します。

第２７６３回（２０２２年３月２日）
幹事報告
皆様、こんにちはお久しぶりです。

出席報告
会員数

出席数

欠席数

出席率

前々回
訂正出席率

５６名

２７名

２５名

５２％

７２％

欠席会員
名幸、高田、上原、大城（博）儀部、宮内、大嶺、
大庭、福重、久保、渡慶次、城間（久）丸橋、
城間（一）堀井、龍、水城、比嘉（良）
、仲本（幸）
照屋（紀）
、中野、照屋（圭）
、松野下、瑞慶山
小豆澤会員
ゲスト 大城駿希（那覇西奨学生）
ニコニコＢＯＸ
合計￥１０，０００ 累計￥２２３，０００
伊野波盛求 初例会 今年も宜しくお願いします。
糸洲 昇
立春も過ぎてやっと例会が開かれるよう
になりました。嬉しい限りです。
石垣 伸
あけましておめでとうございます。
久方ぶりの例会開催を祝って

それでは、私から3件の理事会報告をさせ
て頂きます。
①第2回「献血DAY」実施の件です。「60
周年記念事業」の予定日でした4月13日
（水）に第２回「献血DAY」を実施しま
す。コロナ禍による血液不足の状況を鑑
み、血液センターより再度依頼を受けた
ことによります。今回は那覇西RC・糸満白銀堂ライオンズ
クラブ・那覇青年会議所、三団体の共催事業とする事で公
共イメージの向上を図ります。
②「トンガ王国海底火山大規模噴火」への支援金の件で
す。第2580地区・若林ガバナーより支援依頼を受けまし
て、￥1,000以上／会員、当クラブ￥60,000の支援金と
し、国際奉仕委員会からの拠出とします。
③3月2日以後のクラブ例会開催の件です。再度、コロナ
感染拡大の兆候も伺えますが、3月9日～の例会にあって
は、感染対応策を万全に確保し、加えて各自にて体調管理
に十分留意なさった上で、例会を開催してゆきます。そこ
で、熱が37.5°以上の方、咳、喉の痛み、味覚・嗅覚に異
常がある方、体調不良の方 etc…は出欠を自己判断して下
さる様、宜しくお願い致します。
以上、3件ご報告致します。

那覇西RC奨学生大城さんご挨拶
今年1年間奨学金でご支援頂きありがとうございました。
以前は講義が終わるとほぼ毎日バイトを
していましたが、奨学金を頂いてからは
学費や生活費などに活かすことができ講
義の予習時間や挑戦したい資格の対策の
時間をとれる様になりました。その結果3
年生の後期の履修している全ての講義を
「秀」という一番いい成績で締めること
ができ狙っていた資格も合格することが
できました。来月からは4年生となり最後の学生生活とな
ります。初心を忘れずに皆様のお陰でできた勉学と言う習
慣を途切らすことなく卒業後の進路を踏まえながら今まで
以上に様々な事に挑戦していけたらと考えています。最後
に繰り返しにはなりますが皆様に心から感謝を申し上げま
す。本当にありがとうございました。

ポールハリスソサエティ表彰

大城純市会員

予想もしておらず受賞することになり驚
いといますが、できるだけ寄付を心掛けて
続けてきましたが、みなさんと一緒にみん
なのために小遣いを少し節約しながら続け
ていきたいと思っています。ポールハリス
は弁護士出身で私も大いに共感するところ
もあってこの会に入ったと言う事もあるんですが、みなさ
んと一緒に頑張っていければと思っています。ありがとう
ございました。

ショートスピーチ

仲本榮章会員

私は携帯電話会社の社長を８年間やっていた時に感じて
いたことがありまして、何を感じたかと言うと「地域って
何だろう」携帯電話のビジネスはグロ
ーバルですから世界中どこでも繋がら
なくてはならないですが、ビジネスを
するときに我々はどこを向いてビジネ
スをすれば良いのかなぁといつも考え
ていた訳ですが、世界に目を向けてビ
ジネスをするのと地域を見つめてビジ
ネスをするのとのと 8 年間ずっと考えて到達した結論は目
の前の人たちを大切にすることに気が付きました。グロー
バルな時代だからこそグローカルな時代を大切にする。や
はりこういう風にビジネスを展開した方が良いんじゃない
かと言う気がします。オリオンビールが外資系に吸収され
てしまいましたが、元々ビールはあんまり好きではなかっ
たですが宮里さんがいるからオリオンビールを愛好して飲
んでいましたが宮里さんがいなくなったオリオンビールに
全く興味が無くなってオリオンビールは飲まなくなったん
ですが、これってどういう事かと言うとグローバルなもの
と言うのは今時どこでも手に入る訳で、おいしいビールを
手に入れようと思えばフランスからでもドイツからでもど
こかららでも手に入れられます。でもそんなに味に差があ
るかと言うとそれほど大きな差はない。となるとやっぱり
意思かなあと言う事が言える気がします。今日の沖縄タイ
ムスのコラムでも人情ということを見当てていました。地
域と言うのはやっぱり人ですよね!宮里さんが残した功績
は非常に大きいと今更ながら関心しています。

60 周年事業でのネットワークづくり

慶佐次会長

実行委員長、私、新里会員、松島会員、比嘉会員、平尾
幹事とで 60 周年式に備えて新しいネッ
トワークを作るべき他団体へアプローチ
しています。それは那覇青年会議所、那
覇商工会議所青年部です。歳を重ねるに
つれてなかなか若い人とのネットワーク
というのが職場環境だけでは難しいで
す。年代的に 40 代 50 代との人材ネット
ワークは個人的な付き合いだけでは限度
があるとの会話もありましたので、それではどうしようか
と言う事で、松島会員、比嘉会員、新里会員、私、豊村会

員が那覇青年会議所の OB であります。比嘉広明会員は浦
添青年会議所で地区会長もされてキャリアもあります。折
角そういう環境にいたので後輩たちとネットワークを創ろ
うと考えました。新里会員の息子さんも那覇 JC で委員長
をされているのでそこからネットワークをつくろうと言う
事で、那覇 JC は伊藤理事長、大城専務理事、玉城副理
事、新里委員長の４名と那覇西 RC は慶佐次会長、新里会
員、比嘉会員、松島会員の４対４で面談をし JCOB として
那覇青年会議所とネットワークをつくりたいと申し入れ受
けて頂けるか話し合いを持ちました。先方も復帰 50 周年
に備えて 3 月 25 日に男子、女子、シニアの 3 部門でプロ
ゴルフトーナメントを喜瀬カントリー行うとのことだった
ので、丁度いいなと我々も何か協力できないかと持ち掛け
たところ協賛頂けるならと言う事で那覇西ロータリークラ
ブ 60 周年記念事業として那覇 JC に 10 万の寄付をしまし
た。彼らも非常に喜んでくれて伊藤理事長からお礼の連絡
があり本来那覇 JC の OB は金は出さんけど口は出すという
ところで我々は見直したという風なお言葉を頂きました。
ひいては那覇 JC の卒業生には那覇西 RC に入る様にネット
ワークをつくりたいねとお願いをして 3 月 23 日の先方の
例会に我々がお邪魔して献血運動と 60 周年等をコラボす
る様申し上げるつもりです。彼らも献血はお安い御用です
と快い話を頂いたので、 4 月の献血は那覇西 RC と那覇
JC と糸満白銀堂ライオンズクラブの 3 つのコラボで出来
れば話題も広がるというところで今企画をしています。那
覇商工会議所青年部にも話は通してあり近々面談をして同
様の流れで献血に合流頂けないかと持ち掛ける予定です。
この様に那覇西 RC と横の団体とのか関わりネットワーク
を 60 周年を題材としてつくっていきたい今日この頃の活
動です。

60 周年事業について

新里順一副実行委員長

60 周年事業事業について皆さんにご理解と認識を共通し
たいポイントをお話しします。
まず分区及び地区役員の参加登録費は
15,000 円に決定しました。料理も食事
だけで 10,000 円のフルコース飲み物も
泡盛、ワイン、ウイスキーフリードリン
ク制で予算を組んでいます。食事と飲み
物ともに申し分ないグレードで設定をし
ています。それから余興ですが石垣にか
なりのインパクトがあってあれに匹敵するものは何だろう
と言う事で色々議論した結果ジョンソンさんの取っ掛かり
もあってディアマンテスをお呼びする事にしました。もう
一つはオープニングで琉球交響楽団の弦楽アンサンブルを
予定しています。記念事業ですが 50 周年に比べるとかな
りパワーアップしています。米山ロータリー財団パビリオ
ン、タイムス子供未来、新報のこどもランチサポート、愛
隣園、県と那覇市に街角ピアノを申請しており、那覇市は
なはーとの正面玄関の一番目立つところに置くことが決定
しました。県もおそらく県立博物館に落ち着くかなあと思
っており両方とも申し分ない所でできそうです。それから
ロータリー希望の風会長から話がありました那覇青年会議
所の沖縄オープンゴルフ、総額 1190 万円予定していま
す。最後になりますが今議論しているのは 60 周年の記念
誌をどうゆう風にもっていこうか、紙ベースでやることも
あるんですが、昨今ペーパーレスで紙で作っても自分たち
は興味あるんですが、他のクラブとか紙はどこかに置かれ
てしまうんではないか?それよりもオープニングに確りし
た動画の CD を創って流して記憶に残して、それを編集し
た記念誌を記録として作れば予算削減にもなるし社会奉仕
にも回せるんではないかと考えています。最終的には出来
るだけ特別基金を使わずに、また今例会も少なくなってい
るので費用を掛けずに内部留保したお金は出来るだけ外部
にして基金はさわらず残していくような予算段取りを組ん
でいます。今のところこの形で進んでいます。委員のメン
バーも知恵を絞って皆さんに満足頂ける様に取り組んでい
ますので乞うご期待ください。

