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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
糸洲 昇 入会予定の大勢のお客様をお迎えして。
TEL：861-7824 FAX ：861-7825
入会すると楽しい事が沢山ありますよ！
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

６月８日（水）

大城純市 オープン例会の盛況を祝して

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

比嘉広明 ゲストの皆様 ロータリークラブの例会
を楽しんで下さい！

TEL : 098-861-7824
５月度お誕生日祝い
7825

FAX : 098-861-

伊野波盛求（５月１０日）江夏正弘（５月２４日）

奉仕の理想
・会長報告

４月度皆勤バッジ

・幹事報告

豊村良春（２２年）大城純市（８年）

次回予定
6月8日

会長報告

慶佐次

操

例会報告
第２７７２回（２０２２年５月１８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

３３名

１８名

６４％

６８％

欠席会員
崎原、高田、上原、大城（博）
、儀部、福重、久保、
渡慶次、照屋（俊）
、丸橋、大田、龍、水城、照屋
（紀）
、照屋（圭）
、松野下、瑞慶山、小豆澤会員
ゲスト
伊藤貴庸・親泊元隆・屋良雄一・新里亮太・新崎仁美
大城佑斗・平良真裕・岸本直也・和田敏雄・大城陽菜
与儀喜一郎・外間元三・望月 毅・吉濱功佑・
上原幹士・又吉正弘様
メークアップ会員
江夏正浩（５/１６鹿児島中央 RC）
松島寛行（５/１８名護 RC）
仲本榮章（５/１９那覇東 RC）

皆様こんにちは、本日は足元の悪い中「オープン例会」に

18 名のゲスト誠にありがとうございます。本日の主旨
を申しあげます。
那覇西 RC は 6/4 に「創立 60 周年」を迎え、6/18 に
その記念式典・祝賀会が予定されています。そこで、
60 周年記念事業の一環として、日頃の例会状況を広く
地域の皆様にご紹介致したく、今回の開催となりまし
た。どうぞ皆様お楽しみ下さい。それでは、2 件のご報
告を致します。

ニコニコＢＯＸ
合計￥６，０００ 累計￥３３６，０００

１．一週間の新聞記事からです。
①5/18（水）沖縄タイムス、
「三井住友海上火災、
復帰 50 周年でかりゆしウェア着用」沖縄支店は

沖縄日本復帰 50 年に合わせ、同支店、九州支店
や本社の役職員に「OKINAWA 50th
ANNIVAERSARY」と刺繍したかりゆしウェアを送
り、着用する取組をしていました。
②5/25（水）沖縄タイムス、
「三井住友海上火災、
戦略会議でかりゆし着用」同社は 23 日、那覇
市内で九州沖縄地域戦略会議を開催し、①のか
りゆしウェアを着用して集まった。
③5/19（木）琉球新報「オンリーワンの医療を大仲
医師、半生を振り返る」第 96 期「新報女性サロ
ン」第 5 回講座が 18 日、泉崎の新報ホールで開
かれた。（医）寿仁会沖縄セントラル病院の大仲
良一理事長（当会員）が「幼少期の思い出から現
在に至る小生の人生」と題して講演した。他の病
院ではできない「オンリーワン」を目指す医療な
ど自身の半生を振り返った。
5 月 18 日に「那覇文化芸術劇場なは～と」にて
「みんなのピアノ」の贈呈式を行いました。
6 月 8 日もしくは 19 日には県への贈呈式も予定し
ています。
幹事報告
来週 30 日は地区大会のため、翌日 6 月 1 日は休
会となります。各クラブも休会となりますので、
お気をつけください。
委員会報告
青少年委員会 糸洲会員
慰霊の日平和学習クリーン奉仕活動について
日時
6 月 19 日 10 時
場所
宜野湾市 嘉数高台公園
注意事項
当日は事前検温必須
動きやすい服装
マスク・帽子着用
水分を取るなど熱中症に注意

強になると先輩に諭されて入会いたしました。皆
さんが素晴らしいメンバーであり、非常に勉強に
なっています。メリットとしては相互理解と親睦
が一番だと感じています。人的ネットワークを広
げるのに最良のシステムだと思っています。
ロータリークラブの真の姿は「ESS」で表され
ると思っています。これは「ENJOY STUDY
SERVICE」の頭文字です。
「ENJOY」は職場を代表
する会員同士がクラブを楽しむこと。「STUDY」は
職業理解・自己研鑽を行い、自分自身を高めるこ
と。「SERVICE」は人の役に立ちたいという思いや
りの心のことです。
人的ネットワークは経営においても非常に重要
なことです。ロータリークラブに入って気づいた
ことは、会に出席することが大切だと思います。
義務としての出席ではなく、積極的に参加してい
ただきたい。生涯の友を作る場としてほしいで
す。本田宗一郎氏も松下幸之助氏も人の話を聞く
ことの大切さを説いています。
ロータリークラブの奉仕活動を紹介いたしま
す。ロータリー米山奨学事業は 1957 年に財団法
人化されています。年間の奨学生は約 800 人、累
計では 20,000 人となっております。
バギオ基金については、太平洋戦争後のフィリ
ピンの復興などを目的に 1980 年に創設されまし
た。当クラブでは松島寛容氏を中心に資金集めさ
れました。
カンボジアプロジェクトは地雷の撤去に関して
のものです。これまでに 36 万坪ほどの土地を活
用できるようにしています。
世界には 120 万人のロータリアンがいます。皆
さん一緒に知恵を出し合い頑張っていければいい
と思っています。

名幸会員

卓話
石川会員

1983 年に那覇西ロータリークラブに入会して、3
9 年が経過いたしました。ロータリークラブは勉

那覇青年会議所を卒業して 40 年近くになりま
す。地区会長に就任していた際に、当時の鈴木善幸
首相から復帰 10 周年事業の一環で総理官邸に招待
されたことがあります。非常に感銘を受けました。
私は教誨師という役目をしております。これは刑
務所で収容されている人に対して指導をする役目で
す。37 年前、42 歳の時から行っています。最少は
抵抗感が強かったです。沖縄刑務所・那覇拘置所・
少年鑑別所が担当となっています。沖縄の教誨師は
23,4 名で各宗教の代表的な位置付けの人が参加され

ています。指導の種類は特別講話、グループ教誨、
個人教誨、釈放前教育などがあります。
初めての経験として、5 人ほど我々のところにお
礼にいらっしゃいました。最初は「お礼に参る」と
いわれて、
「いよいよか」とびくびくしたことがあ
ります。
時々、残念なのは新任者教習の時に、再犯者とし
て戻ってきた受刑者に会うときです。
昔は、私たちのお寺の近くに刑務所がありまし
た。刑務所が知念の方にうつり、縁は切れたかと思
いましたが、このように再び関わることになりまし
た。
まさか、叙勲まで受けられるようになるとは思い
ませんでしたが、自分の力が続く限りは大事な役目
だと思い、これからも邁進したいと思います。

花束贈呈

オープン例会の様子

