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2021-22年度国際ロータリーのテーマ

『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』
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SERVE TO CHANGE LIVES
2021-22年度ＲＩ会長 シェカール メータ

第2620号

カルカッタ-マハナガル・ロータリークラブ所属（インド、西ベンガル州）

◎本日（10/14)のプログラム

親泊 元八 会員

卓話者 飯島 浩太様（日本銀行那覇支店 支店長）
演 題
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「内外及び沖縄経済の動向」

・久しぶりに皆さんにお会いできて大変嬉しいです。
遠藤茂敏様・町子様
・思いがけない花束のサプライズ！有難うございます。

第261９回 例会報告 2021年10月07日（木）
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【出席報告】

（会員数３5名）

出席者数
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ゲスト

合計

18名

0名
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19名

※10/7（木）の例会にて。久しぶりの対面例会を開催！

当日出席者率

64.28%

遠藤様ご夫妻も参加していただき賑やかに開催でき

訂正出席率（ 9/16）

70.37%

ました。９月に喜寿を迎えられた遠藤様に花束の贈呈！

クラブの行事・予定

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）

〈10月の予定〉

メイクアップ適応期間は通年です

【ビジター】

２1日（木） 通常例会

松島 寛行 様

（沖縄分区ガバナー補佐）

田畑 静夫 様

（那覇南ロータリークラブ）

２5日（月） ポリオ根絶に関するワークショップ

遠藤 茂敏 様

（台北城東ロータリークラブ）

２８日（木） 通常例会 卓話者 喜納 兼功会員

遠藤 町子 様

（

〃

〃

卓話者 カドカ・サロズ様（米山奨学生）

）

【ゲスト】

〈11月の予定〉
04日（木） 通常例会（予定）

眞喜志 淳 様 （沖縄県赤十字血液センター課長）
【ニコニコボックス】

11日（木） 通常例会／理事会 卓話者未定
18日（木） 通常例会

田名 毅会長・古川 浩司幹事・大城 真也会員・
有松 秀行会員・大城 強会員・駒木根 澄子会員・

卓話者未定

25日（木） 通常例会 卓話者未定
〈12月の予定〉

池間 守会員・渡慶次 薫会員・喜納 兼功会員・

0２日（木） クラブ総会／理事会

茂津目 孝文会員・緑間 禎会員・宮平 良哲会員・

09日（木） ポリオ撲滅啓発を兼ねた献血活動

西村 眞一会員

10:00～ サンエー那覇メインプレイス前広場

・皆様お久しぶりです。いよいよ今月から対面での例

15日（水） 沖縄分区オンラインIM（ホスト 名護RC)

会が始まり大変うれしく思います。引き続きコロナ対

16日（木） 例会振替休会（ＩMに振替）

策をしっかり行い、安全に例会が開催できるよう、お

23日（木） 夜間例会（忘年会） 場所未定

互いに気を付けていきましょう！

30日（木） 例会休会（年末のため）

事務局／〒900-0014
電話 098-861-3021

沖縄県那覇市松尾2-6-24 ルクソール松尾203号
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URL／http://nahahigashirc.jimdo.com/ e-mail／nahahigashi-rc@nahaeast.org
例会場／ホテルコレクティブ 2階 宴会場
電話 098-860-8366

会 長／田名 毅
幹 事／古川 浩司
副会長／池間 守

+
四つのテスト（言行はこれに照らしてから）

1.真実かどうか
☺☺☺☺☺
ニ コ ニ コＢＯＸ
前 年 度目 標 額

2.みんなに公平か
日計
16,000
600,000

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのためになるかどうか

累計
49,000
達成率 8.1％

大学学長に就任した米山学友
現在、京都精華大学の学長を務める米山学友のウ
スビ・サコさん（マリ／1992-94／京都北ＲＣ、現在
同クラブ会員）。 高校卒業後、中国の北京語言大学、
南京東南大学を経て来日した経歴の持ち主で、専門
は空間人類学。 2001 年に同大教員として着任し、
2018 年 4 月より学長に就任しました。
最近は、著書や新聞寄稿、ニュース番組のコメンテ
ーターとして、日本社会や若者へ多様性や共生の在り
方を問うメッセージを発信しています。
今年 6 月 24 日の日経新聞「交遊抄」で、ウスビ・サ
コさんの寄稿が掲載されました。タイトルは「低姿勢な
父」。 父とは、ウスビ・サコさんの奨学生時代のカウ
ンセラー、小野内会員のことです。
「お金をもらいにクラブに行くと“世話人”なる男性
が現れた。家まで送ると言い、車の後部座席のドアを
開けてくれる。この奨学金は運転手までつくのかと感
心した」。後に日本人女性と結婚する際も、小野内会
員が実父かのように口添えしてくれたエピソードを経
て、 「マリでは企業の重役は車の後部座席のドアを
開けたりはしない。でも、地元の名士である小野内さ
んは院生の私にそうしてくれた」 「私も今は学長とい
う職にあるが、誰に対しても低姿勢でフラットに接した
い」という文で結ばれています。
サコさんのように、多くの米山奨学生はカウンセラー
やロータリアンの振る舞いから学びます。コロナ禍が
落ち着き、この事業の真髄である交流が各地で再開
されることを願わずにはいられません。
（ハイライトよねやまより）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
【ポリオ根絶活動に関するワークショップのご案内】
日時 ２０２１年１０月２５日（月）15：00～17：00
場所 Zoom 開催
ミーティング ID 858 7952 9500
パスコード 2580
登録 クラブでまとめて申し込みします。 参加希望
の方は事務局喜瀬までご連絡お願いいたし
ます。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
10 月は【経済と地域社会の発展月間・
米山月間】です。

※10/7（木）の卓話者、沖縄県赤十字血液センター、献血
推進課課長眞喜志淳様。演題は「コロナ禍の献血の現状」。
１２月に予定している当クラブの献血活動に大変参考にな
る貴重なお話が聴けました。

※８月、９月１０月の誕生日の合同祝いを行いました。
右から仲本清弘会員、緑間禎会員、園美恵会員、田名毅
会長。 “皆様おめでとうございます！”

※緑間禎会員、遅くなりましたが２１年目の皆出席、誠にお
めでとうございます。大きな笑い声が健康の秘訣（？）これ
からも３０年、４０年と皆出席頑張ってください(^^)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
10/7 収益金 4,000 円

今年度累計 10,000 円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

