
   

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点 鐘  ： 具志頭朝一 会長  

司 会  ： 奥 平  一 

斉 唱  ： 『それでこそロータリー』  

ソングリーダー ： 東  和 波 

唱 和  ： 『四つのテスト』 高橋 誠一 

職業奉仕 12 章 ： 松田 賢基 

ビジター紹介 ： 大城 裕美 

出席報告 ： 榊  京 子 

ニコニコＢＯＸ ： 上谷みち代 

ミ ニ研修 ： 山 里  将 

＜委員会報告＞ 

 クラブ奉仕委員会  委員長 比嘉 弘二 

 国際奉仕委員会 副委員長 保坂アイヴァー 

【出席報告】 （会員数 29名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ビジター】 

 芝田 祐蔵 君      ゲストスピーカー（コ  ザ） 

【 ゲスト 】 

 プトゥ アグス,エリック マヘンドラ 君（米山奨学生） 

 神保 慎一郎 様                    （大城会員ゲスト） 
 

【Ｍａｋｅ Ｕｐ】 

5/26 新城 恵子 ・ 大城 裕美       （コ  ザ） 

6/1  具志頭朝一               （新潟南） 

6/2  知花なおみ  （次年度地区ＲＹＬＡ委員会Ⓩ） 

6/4  新城 恵子 ・ 保坂アイヴァー 

（ＲＩ国際大会・ヒューストン） 

6/5 新城 恵子 ・ 保坂アイヴァー 

（日本人親善朝食会） 

6/8  松田 賢基    （次年度地区ＩＡ委員会・東京） 

6/9  山 里  将 ・ 田中 久光       （コ  ザ） 
 

※ 地区委員会ＺＯＯＭ会議・リモート催事等へご参加された方

は事務局にご報告下さい。 

※ 他クラブへメークアップ訪問の際には事前にご連絡下さい 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RI会長  シェカール・メータ 

 

 

第 2522 回 例会報告 

- 2022年 5月 27 日 – 

出席者数 ビジター ゲスト 合 計 

17 Ⓩ 2 1 2 22 

当日出席率 （5/27） 67.86％（19/28） 

訂正出席率 （5/13） 70.37％（19/27） 

訂正出席率 （5/20） 70.37％（19/27） 

出席規定での免除会員数     3名（6月現在） 

今週 6 月 10 日例会のメークアップ期間 5/27～6/24 

 

第 2524 回 例会 

本日（6/10）のプログラム  

「クラブ協議会」 

 

国際ロータリー第 2580 地区 浦添ロータリークラブ       例会日：毎週金曜日 12:30～13:30 

創  立: 1967 年 4 月 14 日                      例会場：那覇市首里山川町 1-132-1 ダブルツリーｂｙヒルトン那覇首里城 

会  長： 具志頭 朝一                           事務局：〒901-2131 浦添市牧港 5-6-3 南海ビル 3 階 

幹  事： 平良 友美                                        Tel 098-875-4040 Fax 098-875-5809 

                                          Ｅ：ｍａｉｌ ｕｒａｓｏｅｒｃ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ   httpｓ://ｗｗｗ.urasoerc.com/                                   

 

6月 10日 第 2524回例会 

No.2454 10 June 2022 

 

★ 浦添ＲＣ ＺＯＯＭサロン 

毎週土曜日 14：00～15：00 

（自由参加） 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
【ニコニコＢＯＸ】 

 芝田 祐蔵 君（コザ） 

・ 「枯れ木に花を咲かせましょう」 

田中さん、もっと柔らかくね♡ 

 具志頭朝一 

・ 今日はコザＲＣ芝田様、卓話を宜しくお願い

します。 

 平良 友美 

・ 毎日 大雨ですが恵の雨と感謝し、洗濯と犬

の散歩は難儀しながら頑張っています。 

・ 芝田御住職、卓話よろしくお願いします。 

 高橋 誠一 

・ コザＲＣで 5回も会長をやった芝田さんの話

術が楽しみです。 

・ 沖縄でのコロナ感染者が一向に減らない。 

直近 1週間の感染者数が人口 10万人あた

り 840.6人は全国 1位。本当に「万事休す」 

一日でも早くコロナ禍が終息して元の生活に

戻れることを祈念します。 

 山 里  将 

・ コザの住職様。本日はお引き受け頂きありが

とうございます。ちょー楽しみ♡ 

 松田 賢基 

・ 芝田さん、卓話よろしくお願いします。どのよ

うにお花を咲かせるか楽しみです。 

 大城 裕美 

・ 本日の卓話 芝田和尚楽しみにしています。 

昨日は、コザの例会で神保さんの件の呼び

かけをありがとうございました。 

 田中 久光 

・ 芝田先生 卓話よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5/27 卓話 

 

「枯れ木に花を咲かせましょう」 

芝田 祐蔵 氏 （コザＲＣ） 

本願寺派 城徳寺 住職 
 

 

   ＜2022-23 年度 ロータリー国際大会のご案内＞ 

開  催 地 ： メルボルン（オーストラリア） 

開催期間 ： 2023年5月27日（土）～31日（水） 

※登録は各自にて「Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ」よりお申込みく

ださい。 

◎登録申込日によって登録料が異なります。 

○上記は全て一人あたりの金額です。 

  同行するゲストは年齢に応じ登録料がちがいま

す。未成年についてはお申込みの際にご確認く

ださい。 

○登録料は申込月のロータリーレートにて円換算い

たします。 （6月レート換算＄475＝60,325円） 

 

 

 

 

 

 

大会登録料 
2022年 

12/15迄 

2023年 

3/31迄 

2023年 

4/1以降 

31歳以上の 

ロータリアン・ゲスト 
＄475 ＄575 ＄675 

30歳以下の 

ロータリアン・ゲスト 
＄125 ＄175 ＄225 

職業奉仕 12章 

第 12 章） 「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」の三方よし それは職業奉仕そのものだ 

  ハーバード．Ｊ．テーラー（1954-55年度ＲＩ会長）は事業の再建に「四つのテスト」を提唱、実行した 

  真実かどうか？（嘘偽りはないか？）       みんなに公平か？（公平な取引か？） 

  好意と友情を深めるか？（信用を高めるか？） みんなのためになるかどうか？（相互の利益をもたらすか？） 

 

☺☺☺☺☺ 日計 累計 

ニコニコＢＯＸ 16，000 324,050 

コ イ ンＢＯＸ 0 4,475 

合  計 16，000 328,525 

 



 

 

 

 

【出席報告】（会員数 29名） 

 

 

 

＜参加者(本会議)＞ 

 具志頭朝一 ・ 平良 友美 ・ 山 里  将 

 新城 恵子 ・ 松田 賢基 ・ 大城 裕美 

 田中 久光 ・ 比嘉 弘二 ・ 榊  京 子 

 西里 直樹 ・ 保坂アイヴァー 

 

 
本会議 地区内全クラブの会長が登壇し各クラブの

紹介が担当ガバナー補佐より行われました。 

 

「浦添ＲＣの皆さん！」の呼びかけ待ち。  

 

 

 
新城ガバナー補佐より各担当クラブのご紹介 

 

会長・幹事晩餐会にて若林ガバナーと 

 

【青少年奉仕委員会/インターアクト】 

◎ 慰霊の日平和学習クリーン奉仕活動のご案内 

  日 時 ： 6月 19日（日） 午前 10時集合 

          開会式  10：15 ～ 12：30 解散 

  場 所 ： 宜野湾嘉数高台公園  

   ・ 開会式後、公園内を 1時間ほど清掃、 

    清掃終了後に献花、黙祷、講話 

 

◎ 第 57回インターアクト年次大会開催のご案内  

 大会テーマ：「誰も置き去りにしない世界  

～私達にできること～」 

開催日 ： 8月 7日（日）  受付 12：30 

開催場所 ： 城西大学附属城西中学・高等学校 

（東京都豊島区千早 1-10-26）  

登 録 料 ： ロータリアン 参加  ￥10,000- 

                  登録のみ   ￥3,000- 

  ホスト ： 城西大学附属城西中学・高等学校ＩＡＣ 

  スポンサークラブ ： 東京池袋西ロータリークラブ 

登録締切 ： 6月 15日（水）期日厳守 

※インターアクト提唱クラブは参加もしくは登録の依

頼がきております。ご協力の程よろしくお願いいたし

ます。 

第 2523 回 例会報告 

- 2022年 5月 31 日 – 

「地区大会」 

 

出席者数 当日出席率 

11 40.74％（11/27） 

 



会員・ご家族 -------------------- 12,000円
9日RI会長代理歓迎晩餐会 -------- 20,000円
10日入会3年未満研修セミナー------ 6,000円
PHSとMDの集い------------------ 8,000円

登録料

第１日 2022年9月9日（火）

大会事務局
RI2580地区 東京新都心ロータリークラブ
〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-7-2

ハイアットリージェンシー東京11階
Tel:03-3340-3555 FAX:03-3340-3554
Email:shintoshin-rc@par.odn.ne.jp

2日目会場 (グランドプリンスホテル新高輪「飛天の間」)

19:00 開宴

20:00 閉会

会員懇親会

12:00 受付開始

13:00 開会
特別講演「ポリオ根絶」
関場 慶博 パストガバナー
特別講演「夢はかなう」
東京パラリンピック マラソン金メダリスト
道下美里様

本会議

10:00 受付開始

10:30 開会

12:40 閉会

PHSとメジャードナーの集い

10:00 受付開始

10:30 開会
講師︓RID2690 松本祐二PG（益田西RC）
昼食

12:40 閉会

入会3年未満会員セミナー
(グランドプリンスホテル新高輪「飛天の間」)
第2日 2022年9月10日（土）

(セルリアンタワー東急ホテル)

17:30 受付開始

18:00 開会

21:00 閉会

RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
（ポリオチャリティディナー）

1日目会場 (セルリアンタワー東急ホテル)

14:00 受付開始

14:30 開会

16:00 指導者育成セミナー

17:30 閉会

会長・幹事会

第１日 2022年9月9日（金）

地区大会プログラム案
2022-23年度国際ロータリー第2580地区



＜河口選手プロフィール＞
河口恵（かわぐち めぐみ）
1995年、久留米市出身。
北九州市立高等学校卒業後、三井住友海上女子陸上競技部入部。
2016年に陸上部を退部、福岡で道下選手の伴走パートナーを始める。
東京2020視覚障がい女子マラソン5位入賞の藤井由美子選手の伴走を務める。
直近の主な戦績︓第４０回大阪国際女子マラソン ２時間４８分３１秒（自己ベスト）
※HP記事︓https://www.ms-ins.com/special/interview/story09.html

<道下選手プロフィール>
道下美里（みちした みさと）
1977年1月19日、山口県下関市出身。
2004年盲学校在学中に陸上競技と出会い、2008年からフルマラソンに挑戦する。
144ｃｍと小柄だが、「あきらめない心」「挑戦する心」で次々と各地の大会へ出場。
2016年にはリオパラリンピック視覚障がい女子マラソンで銀メダルを獲得。
2017年防府読売マラソンで世界記録を樹立し、その後自ら二度更新。
東京2020パラリンピックでは念願の金メダルを獲得した。

【記念講演 ともに輝くために私たちができること】

2022年9月9日、伝説の料理人達がポリオ根絶活動に立ち上がる。
日本のイタリア料理を牽引し続ける、西麻布 アルポルト片岡護
シェフ、お馴染み中華の鉄人、四川飯店グループ 陳建一シェフ、
日本料理に伝統と革新を与え続ける、新宿割烹中嶋中嶋貞治
シェフ、そして日本フランス料理界を牽引する、東急ホテルグループ
総料理長福田順彦シェフの4人がボランティアで料理を作ります。
お一人の参加費20,000円より、3,000円が寄付に充てられます。
その他、お料理にあわせてシャンパーニュやワイン、日本酒などとの
マリアージュもお楽しみ下さい。

東急ホテルグループ
総料理長

福田順彦シェフ

新宿割烹中嶋
中嶋貞治シェフ

四川飯店グループ
陳建一シェフ

西麻布 アルポルト
片岡護シェフ

17:30 受付開始

18:00 開会
ガバナー挨拶、RI会長代理ご紹介
Opening VTR、シェフ紹介

18:30 食事スタート

21:00 閉会

スケジュール

2022 RID2580 地区大会 RI会長代理歓迎晩餐会

4 Great Chefs Charity
Dinner for END POLIO



＜ロータリー・ニュース＞ 

ウクライナに医療物資を届けるために大陸を越え

てロータリークラブが結束 

ロシアの軍事行為によるウクライナでの人道的危

機が続く中、北米、アルゼンチン、ヨーロッパのロー

タリー会員が、米国のウクライナ人医師会との協力

や自らのネットワークを駆使し、医療物資 100 トン超

を収集しました。 

止血帯、止血ガーゼ、血圧計など、集まった大量

の医療物資は、2機の貨物輸送機でシカゴからヨー

ロッパに運ばれました。現地で最も必要とされる物

資を特定するために、ロータリー会員が病院と毎日

連絡を取り合っています。 

国際ロータリー理事エレクトであるパット・メリーウ

ェザー-アルジェスさん（ネーパービル・ロータリーク

ラブ［米国］会員）は、「ロータリーは、ネットワークを

築き、人びとを結束させ、物事を成し遂げることに長

けている」と話します。 

必需品リストにある物資や機器を購入するため、

北米とアルゼンチンのロータリークラブがリソースを

寄せ集め、製薬会社や医療機器製造業者の知り合 

いを通じて物資を集めています。シカゴ近郊の病院

が救急車 1台を寄贈したほか、米国メーン州の会

員は「Cアーム」と呼ばれる、爆弾金属片による負傷

者のための可動式 X線装置 1台を確保しました。 

こうした物資は、北米ウクライナ医師会（UMANA）が

運営する倉庫に次々と集まっています。数百マイル

離れた他州のロータリークラブからも、大型トラック数

台分の物資が、シカゴのオヘア国際空港近くにある

この倉庫に運ばれています。 

倉庫内では、UMANA とロータリーのボランティア

が、発送前の物資の整理と仕分け、梱包を行ってい

ます。発送費は数名から寄せられた寄付で賄われ

ます。 

「ロータリアンがほかのロータリアンに声をかければ、

素晴らしいことが成し遂げられる」と話すのは、マー

ガ・ヒューコさん（シカゴ・ロータリークラブ会長）で

す。 

マーガさんの夫である国際ロータリーのジョン・ヒ

ューコ事務総長兼 CEO は、ウクライナ系米国人で、

キーウ・ロータリークラブの創立会員です。ヒューコ

夫妻は、1990年代に 5年間、ウクライナに住んでい

ました。 

今年はじめ、マーガさんとシカゴ・ロータリークラブ

は、ウクライナの都市リヴィウのがん患者のための幹

細胞保存施設の設立に向けて、シカゴとウクライナ

の医師たちと協力していました。この保存施設は、

細胞を長期間保存し、より複雑な研究を支援するこ

とが目的でした。 

戦争の勃発により、この活動の焦点は人道的支

援へと切り替わりました。 

「シカゴのウクライナ人コミュニティに連絡を取り、どう

支援できるかを尋ねました。また、ウクライナ人医師

たちとのつながりを通じて UMANAについて知りまし

た」とマーガさん。 

1950年に創設された UMANAは、会議や北米・

ウクライナ間の医師の交流を通じて教育を促進して

います。戦争勃発後、UMANAのボランティアがウク

ライナへの医療物資の発送や、医師と製薬会社との

ネットワークを通じた医療物資・機器の収集を開始。

ほどなくして、このプロジェクトにロータリークラブも加

わりました。 

アルゼンチン出身のマーガさんは、母国の知り合

いを通じてアルゼンチンのクラブからの協力を募りま

した。これらのクラブの会員も、それぞれの人脈を通

じて資金や医療機器を集めています。 

UMANAの倉庫を見学したマーガさんとメリーウェ

ザー-アンジェスさんらは、このプロジェクトの効率の

高さと規模の大きさに感心しています。 

「ただ素晴らしいとしか言いようがありません」とメリー

ウェザー-アンジェスさん。「UMANA との協力を選ん

だのは、シカゴのウクライナ人コミュニティとの強いつ



ながりがあるからです。これまでにパレット約 400 個

分の物資の仕分けと梱包を行いました」 

引き続き、ウクライナ国内の会員が医療必需品リ

ストを作成しています。外科医であるオルハ・パリイ

チェクさん（チェルカースィ・ロータリークラブ会員、ト

ルコ・ウクライナ国際共同委員会のメンバー）は、毎

晩病院に電話をかけて必要物資を確認していま

す。病院への配達の手配は、チェルカースィに住む

パリイチェクさんのほか、リヴィウやオデーサに住む

会員が行っています。 

ウクライナ国内外の会員によるこうした行動は、ロ

ータリーのネットワークがもつ力を物語るものだと、マ

ーガさんは言います。 

「戦争のただ中で、しかもロシア軍が病院を標的とす

ることもある中で、ウクライナ国内のロータリーボラン

ティアたちが国中に物資を届けているという事実は、

“超我の奉仕”以外の何ものでもありません」 

（国際ロータリーＨＰ より） 

●国際ロータリー第 2580 地区公式 twitter 

        

 ●国際ロータリー第 2580 地区 公式 Instagram  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席・親睦委員会】  

✾ 皆出席  5 月 100％ Attendance ✾ 

保坂 アイヴァー（1年） ・ 東  和 波（1年） 
 
♪♪    6月 誕生日   ♪♪  

     23日 具志頭朝一 ・ 佐久田綾子 

     27日 大城 裕美   

         1日 プトゥ,アグス エリック・マヘンドラ君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

※6月の予定 （ロータリー親睦活動月間） 
 

17日（金） 例会「ガバナー 1 年間を振り返って」 

第 2580 地区 若林 英博 ガバナー 
 

24日（金） 最終例会（夜間） 点鐘 18：30 
 

〇ＲＩレート＄1＝127円 

 

＜お願い＞ 

◎ 次年度（2022-23年度）各委員会委員長は、

「委員会活動計画書」を 6月 24日までにご

提出くださいますようお願い申し上げます。 
 

◎ 次年度 7月からの週報への企業広告掲載に

ご協力をお願いいたします。 

掲載期間 2022年 7月～2023年 6月末 

   掲載料   30,000 円（一枠） 

   ご希望の方は、事務局までご連絡下さい。 

 

※7月の予定 

1 日（金） 例会 「会長就任挨拶」 
 

8 日（金） 新旧合同理事会 11：00 

 例会「クラブ連絡会・委員会活動計画発表①」 
 

15日（金） クラブ協議会 11：00 （2Ｆ歓会の間）  

例会 「ガバナー補佐挨拶」  

田畑 静夫ＡＧ（那覇南） 
 

22日（金） 例会「委員会活動計画発表②」 
 

29日（金） ＜ガバナー公式訪問＞ 

例会 12：30～13：30 

公式訪問フォーラム 13：40～15：00 

     

 

 
◎ 2021-2022年度沖縄分区連絡会（最終） 

    日時 ： 6月 20 日（月） 15：30 

    会場 ： 沖縄ハーバービューホテル 

    要参加者：会長・幹事・地区委員 

 

※ 沖縄分区各ＲＣからのご案内 
 
〇 那覇西ロータリークラブ 

  ・ 6月 18日（土）   

創立 60周年記念式典祝賀会  

（申込は締切ました） 

・ 6月 22日（水） 上記に振替休会 

 
 
   



  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


