
那覇ロータリークラブ　会員一覧（2022.8 現在）

No. 会員名 会社名 役職

1 亀川 榮一 亀川法律事務所 所長
2 親泊 一郎 一般社団法人沖縄総合無線センター 会長
3 新本 博司 (株)ドリームサポート沖縄（DSO） 代表取締役
4 宮城 和博 宮城和博法律事務所 所長
5 新垣 淑典 沖縄ビル管理(株) 代表取締役社長
6 安里 政晃 社会福祉法人　偕生会 理事長
7 名嘉 義明 (株)総合葬祭那覇 取締役副会長
8 上原 義信 弁護士法人プラザ法律事務所 弁護士
9 當間 卓 (株)泉設計 代表取締役
10 中村 聡 那覇セントラルホテル 代表取締役社長
11 比嘉 孝明 比嘉孝明税理士事務所 所長
12 山城 博美 琉球海運(株) 相談役
13 亀川 偉作 亀川法律事務所 弁護士
14 新垣 淑豊 (有)みくり 代表取締役
15 長山 宏 (株)オリジン建設 代表取締役社長
16 与儀 達樹 大同火災海上保険(株) 代表取締役社長
17 平良 修一 大鏡建設(株) 代表取締役社長
18 金城 智誉 こころ法律事務所 代表
19 鈴木 康友 (株)ジーセットメディカル 代表取締役社長
20 松島 寛和 三協電気工事(株) 代表取締役社長
21 新里 哲郎 (株)オキジム 代表取締役
22 三反園 修 (株)きんでん九州支社 沖縄営業所 所長
23 長嶺 善憲 (有)沖縄ゼネラル 代表取締役
24 保田盛 清士 弁護士法人保田盛法律事務所 代表弁護士
25 喜屋武 尚 (株)きゃん電研 代表取締役社長
26 許田 洋 (株)沖縄ヤマハ 代表取締役
27 津嘉山 伸 (株)プランニングオフィス那覇支店 支店長
28 國吉 健 (学)成道学園 常務理事
29 伊志嶺 匡 (株)七和 代表取締役
30 具志堅 興一 (有)浦添電材 代表取締役
31 渡辺 英昭 (株)ベイスオブスポーツ 代表取締役社長
32 下石 衛 みかさリアルエステート(株) 取締役
33 新垣 安仁 学校法人沖縄中央学園 理事長
34 朱 蘇建 (株)沖華産業 代表取締役



35 宜保 文雄 (株)レキオスホールディングス 代表取締役社長
36 白石 武博 (株)カヌチャベイリゾート 代表取締役社長
37 与那覇 正明 丸正印刷(株) 代表取締役社長
38 上原 修 司法書士 上原修事務所 所長
39 新垣 竜也 和光アクシス(株) 代表取締役社長
40 安里 繁信 シンバホールディングス株式会社 代表取締役会長
41 米須 義明 (株)北谷スポーツセンター 代表者
42 赤嶺 太介 街クリーン株式会社 代表取締役
43 堀川 剛 沖縄トヨタ自動車(株) 取締役副社長
44 下地 浩之 (有)西原農園 代表取締役
45 川畑 盛一 パシフィックホテル沖縄 宿泊統括支配人
46 佐久本 学 瑞泉酒造(株) 代表取締役社長
47 松元 剛 (株)琉球新報社 常務取締役広告事業局長
48 義元 大蔵 (株)ディーズプランニング 代表取締役
49 中野 豪 日本たばこ産業(株)沖縄支店 支店長
50 小川 秀樹 株式会社フジタ沖縄支店 支店長
51 喜納 健 日本トランスオーシャン航空 執行役員・路線事業部門長
52 宮里 洋介 野村證券(株)那覇支店 支店長
53 吉野 宏明 沖縄サントリー(株) 代表取締役社長
54 佐藤 秀樹 カメイ株式会社 沖縄オフィス ゼネラルマネージャー
55 金森 充弘 ホテルモントレ㈱ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート 常務取締役総支配人
56 芝垣 知明 エステックアセットマネジメント(株) 代表取締役社長
57 秋吉 満澄 第一生命保険(株)那覇支社 支社長
58 古江 健太郎 西日本電信電話株式会社　沖縄支店 支店長
59 首藤 丈司 日本生命保険相互支社　那覇支社 支社長
60 飯島 浩太 日本銀行那覇支店　 支店長
61 二宮 徹 ATMAアジア観光外国語学院(株)ティスコジャパン 代表取締役
62 河井 耕治 河井耕治法律事務所 所長
63 杉本 健次 株式会社JTB沖縄 代表取締役社長執行役員
64 赤岩 勇二 ＮＨＫ沖縄放送局 局長
65 新垣直哉 炭火焼肉BISTRO山城牛 代表者
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