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石川正一
本学園の卒業生、バギオ留学生が参加し
会 長 慶佐次
操 副会長：比嘉芳直・大庭 憲
ています。宜しくお願いします。
幹 事：平尾慎一郎
例会日 毎週水曜日 12 時 30 分
例会場 沖縄ハーバービューホテル
事務局 那覇市松山 1-1-14

那覇共同ビル 6 階

ＴＥＬ：861-7824 ＦＡＸ：861-7825

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

4 月 6 日（水）

照屋俊幸 お誕生日祝いを頂いて
城間 一
〃
慶佐次 操
〃
大庭 憲 TEL : 098-861-7824
〃
FAX : 098-861大城純市
〃
7825
名幸俊海
〃
豊村良春
〃
安里清榮 皆勤バッジを頂いて
石川正一
〃
豊村良春
〃
大庭 憲
〃

２． みんなに公平か ・点鐘
３． 好意と友情を
深めるか
４． みんなの為に

TEL：861-7824 FAX ：861-7825
大城純市 ようこそ例会へ。皆様の御活躍ぶりが確認
できてとてもうれしいです。

・ロータリーソング
奉仕の理想
・会長報告

なるかどうか ・幹事報告
・会員卓話
小豆澤卓也会員

会長報告

慶佐次

操

・次回予定
会員卓話

中野

昇会員

例会報告
第２７６６回（２０２２年３月３０日）
出席報告
会員数

出席数

欠席数

出席率

前々回
訂正出席率

５４名

２９名

２１名

５８％

６６％

欠席会員
崎原、高田、上原、大城（博）宮内、福重、久保、
渡慶次、城間（久）
、三浦、平尾、城間（巌）
、中村、
大田、
、水城、仲本（幸）
、照屋（紀）
、照屋（圭）
松野下、瑞慶山、小豆澤会員
ゲスト
チオクニッキティロン（元バギオ留学生）
アリストドナメイ(
〃
)
ガッタンジェイル（
〃
）
神谷孝彦（学校法人石川学園）
ニコニコＢＯＸ
合計￥３８，０００ 累計￥２７３，０００
田畑静夫

例会には参加できませんが次年度は宜し
くお願いします。
（ガバナー補佐エレクト）

皆様こんにちは、本日のお弁当は春の彩りを感じさ
せます。そして、添えてある桜の蕾はどこから持っ
てきたのか気になる処です。さて本日 3 件ご報告を
申し上げます。
１.3 年振りの「沖展」に行ってきました。春の彩り
「沖展」についてご紹介します。沖縄タイムス社
が 1949 年 7 月、創刊 1 周年を記念して「沖縄美
術展覧会」
（第 4 回から「沖展」と改称）を開催
しました。戦後の焦土と化した沖縄で「郷土再建
には文化振興が県民の支えになる」という思いか
ら、県内の美術関係者の賛同を得て発足させまし
た。当初は毎年、会場を転々としたことから「ジ
プシー展」とも呼ばれ、第 40 回展（1988 年）か
ら浦添市民体育館を会場としました。
２.「60 周年記念事業」の活動報告です。
①3/23(水)14:00～琉球新報にて「おきなわこども
未来ラインサポート」へ 20 万円寄付贈呈を行い
3/24(木)の朝刊に掲載されました。
②3/23(水)18:30～「那覇青年会議所」の理事会訪
問にて、4/13(水)「第 2 回献血デー」の協力依
頼、5/25(水)「オープン例会」・6/18(土)「60 周
年式典・祝賀会」の案内及び当クラブの入会へ
の PR を行いました。

③本日 10:00～10:15 照屋副知事を表敬訪問し、
6/18(土)60 周年のご案内と、「街角ピアノ」を県
庁ロビーに演奏時間限定の上、試験的に設置す
る回答を頂きました。
３.再び当クラブ「会報委員会」の 3/23 の週報につ
いてです。ジョンソン美枝会員の卓話「沖縄を国
際機関の先進地に、そして目指せ世界ランキング
トップ 10 入り」をボイスレコーダーから根気強
く拾い上げ、文章にまとめた力量に再び敬服し、
拍手を贈ります。
4.委嘱状（奨学生カウンセラー）授与 大城純市会員

幹事報告

照屋俊幸 副幹事

1. 地区大会が 5/31 ホテルニューオータニで開催され
ます。参加申し込みは 4/7(木)までに那覇西 RC 事
務局まで(厳守)。
2. 本日バギオ留学生の紹介。

て子孫を残した。困窮状態にあったこの子孫がを
ロータリーで支援できないかということで始まり
ました。古くから活動されていて一般社団法人化
しているのでロータリーの委員会の中には入れな
いが、バギオ資金は現地の学生に支援をし、日本
への留学支援もしています。
2. バギオ留学生の挨拶
・チオク ニッキ ティロンさん
2015 年に沖縄に来て調理を勉強し、今はかりゆ
しホテルで働いています。皆さんお陰で自分の
夢を叶えることができました。
・アリスト ドナメイさん
2016 年に沖縄に来て調理を勉強し、今はかりゆ
しホテルで働いています。皆さんお陰でこの実
績を作ることができました。
・ガッタン ジュイルさん
日本に来て調理を勉強し、今はダブルツリーby
ヒルトンで働いています。いろいろ勉強できて
成長できたことは皆さんのお陰と感謝していま
す。
・担当教員 神谷さん
彼らが大育の調理学生として初めての留学生
で、後に続く調理希望の留学生の道を拓いた先
駆者でした。調理師として資格も取得し働いて
います。彼らの今後活躍を期待しています。

誕生祝い（1 月、2 月、3 月生まれ）

比嘉芳直 副会長より

皆勤賞

1. 4/13 献血の案内。現在 10 名の申し込み（目標は
50 名）
。
2. 4/16 会長ヤング杯ゴルフコンペの紹介。沖縄カン
トリーにて 4 組 16 名の予定。現在 9 名の申し込
み。申し込みは比嘉副会長まで。
バギオ留学生の紹介
1. 石川会長の話
今日は 3 名の留学生と担当の先生 4 名で伺いまし
た。バギオとはマニラから北にあり標高 1,500m～
2,000m の所。大戦で生き残った日本兵が住み着い

