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３．行為と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

：伊禮 文雄 ■大城副幹事

：永山会長
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：我謝 八重子 委員：富田真理子、仲吉サダ子、新垣真由美 　　　　　：副委員長　外間宏

：天願 勇 　　：外間宏、許田英子、田中旨夫 　　　　　：委員　東江繁子
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：富田 真理子 活動計画
：永山会長

☆ゲスト

・大野春香様（天願勇会員紹介）

・新倉亜希様（アラルコン朝子会員紹介）

・田川昌史様（東江繁子会員紹介）

・宮城吉昭様（東江繁子会員紹介）

★ビジター

・喜納朝勝様（浦添ＲＣ） 活動計画
・宮内一郎様（那覇西ＲＣ）

・二宮徹様（福岡城西ＲＣ）

■会長挨拶
■永山会長

副委員長　我謝八重子

活動計画

活 動 計 画 発 表

■新倉さん本日はありがとうございました。多
くの方々にアーユルヴェーダの良さを知っても
らうといいですね！ゲストの皆様ようこそおい
で下さいました。（アラルコン朝子）

■お誕生日ありがとうございます。
㈱エナジックは43周年、㈱アロマは7周年を
迎えました。皆様には大変お世話になっており
ます。今後共よろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　（東江 繁子）

■東江さん誕生日おめでとう！貴女に感謝！
　　　　　　　（阿嘉 よね子、城間 幹夫）

■人生もベンチャーだ！！
人生は一度きり！　　　　（二宮 徹）

■今後ともよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　（㈱アロマ/田川昌史）

■幹事報告

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介　大城親睦委員長

委 員 会 報 告

出 席 報 告

閉 会 点 鐘

7月12日例会日

¥2,389

前 回 累 計 ¥138,000

第2376回

¥4,068

¥8,000

出席報告

＊＊＊　第２３７６回　（２０１７年７月１９日）　例会報告　＊＊＊

幹 事 報 告

ｴｺ思想推進宣言

司 会

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

■例会プログラム

開 会 点 鐘

斉 唱

ゲストビジター紹介

30

0

訂正出席率 75.86% 76.67%

出席率

免除会員

0

23

訂正算定分母 30

76.67%

0メーク
アップ

29

75.86%

訂正出席者数

一般会員

22

算定用会員数

0

皆さんこんにちは。
最近の例会はゲスト・ビジターの皆様も多い
し、会員数も増えた事で大勢の皆さんで食事
を取ると非常に楽しくてとても良い例会に
なっていると思います。
私が常に思うことは、このロータリーの集ま
りで何が目的かと言うと情報収集と発信する
事が大きな目的だと思います。その意味で
は、皆さんがこうして集い情報を交換して一
時間を過ごして頂ければと思います。

¥6,457¥146,000

■ニコニコの趣旨

■エナジックさんにはお世話になっておりま
す。　　　　　　　　（宮内 一郎）

前回

累 計

33会員数

例会NO.

7月19日

3

今回

4

22

■出席報告

《7月ロータリー為替レート　＄１＝￥１11》

出席者数

2375

29

出席免除者欠席数

2376

33

23

3）週報を地域の公共団体に毎週送付する。さ
らにクラブのメールマガジンの発行も検討す
る。

4）全員がロータリー徽章の襟ピンを常に着用
するよう呼びかける。

■年間活動計画発表

4.司会は事前に定めた順番によって担当する。
都合によって交替することもありますが、
各々の個性が現れて楽しい例会になるものと
考えます。

5.夜間例会について、会場、飲食の出し物等に
より設営を考慮する必要あります。楽しさと
親睦を深める夜間例会の意義を高めたいもの
です。

親睦活動委員会

大城英明委員長

委　　員　比嘉盛吉、城間幹夫、阿嘉よね子、池田彩織
　　　　　東恩納弘美、平仲絢子、新垣裕輝

我々親睦委員会メンバーは例会時にゲスト・ビジターを気持
ちよく出迎えて一日楽しんで頂きたいと思う気持ちでご案内し
ます。

ゲスト・ビジター、メンバーに積極的に声をかけ、参加しや
すい例会になるよう心がけます。

会員間の親睦を図り、楽しい例会になるよう、環境づくりを
していきます。

■年間活動計画発表

広報・会報委員会　富田真理子委員長

1）地域社会でロータリーの情報を多くの人に
広め、活動内容を知ってもらうことでロータ
リーが地域社会のニーズに積極的に取り組む
信頼できる組織であることを理解してもらえ
るよう努める。

2）ロータリークラブについて好ましい公共イ
メージを広めることで、会員が積極的に活動
しようとする意欲を高めるとともに会員増強
につなげる。

1）積極的に地域のイベントに参加しロータ
リークラブの活動を広める。

■年間活動計画発表

1.現在の円卓形式及び会式に当り、会員相互の
握手のあいさつは会場の雰囲気を和らげ心が
暖まります。この方式は継続に値すると考え
ます。

2.卓話は「親睦から奉仕へ」の出発点でありま
す。当委員会としては、誕生月を迎えた会員
全員に当月の週の例会時に卓話の機会を与え
て頂くことをプログラム委員会に提案し協議
をして実現出来るように努めたいと考えてお
ります。

3.当ロータリーの例会は品格ある会員によって
構成されているので風紀維持の問題はありま
せんが、私語、食事等はスピーチ時に礼を失
しないよう心がけたいものです。

2）話題性のあるプロジェクトを企画するなど
地域メディア（新聞、雑誌、テレビ局、ラジ
オ局、インターネット）に取り上げられるよ
うクラブの活動を充実させる。

出席・会場監督委員会　岡江保彦委員長

ＳＡＡは例会場の気品と風紀を守り、リ
ラックスした親睦ムードを作ることがその使
命であるとの観点から次の計画を実施する。



■卓話
<本日＞
◆第２３７７回７月２６日（水）

友利ガバナー補佐訪問（卓話）

演題：ロータリーとの出会い

◆第２３７８回８月２日（水）理事会

各小委員会　年活動計画発表

◆第２３７９回８月９日（水）

会員増強月間に因んで卓話

◆第２３８０回８月１６日（水）

会員卓話　池田彩織会員

◆第２３８１回８月２３日（水）

<肩　書> 移動例会（社会奉仕活動）

場所：宜野湾市いこいの市民パーク

時間：11：30集合　12：30点鐘

◆第２３８２回８月３０日（水）

・日本アーユルヴェーダ協会　理事 夜間例会（ロータリー情報研修卓話）

<演　題> 場所：オーシャンエイト（アロマ２階）

沖縄アーユルヴェーダ健康長寿プロジェクト 点鐘：19：00

■アーユルヴェーダとは・・・

・地区青少年交換委員会

日時：8月1日（火）12：30～13：30

場所：パシフィックホテル沖縄2階「ﾜｲｹﾚ」

会費：2,000円

クラブ内参加案内：永山会長、茂宮幹事

白間国際奉仕委員長、新垣新世代奉仕委員長

■アーユルヴェーダの３本柱 ・名護ロータリークラブ

・体質別の食事療法 ＜例会変更のお知らせ＞

期日：8月9日（水）➡8月4日（金）に変更

北部地区中学校新人野球大会抽選会へ振替

・体質別の運動法 期日：8月16日（水）

　　　　　➡　8月10日（金）～13日（日）

北部地区中学校新人野球大会へ振替

＜例会休会のお知らせ＞

期日：8月30日（水）（定款第6条第1節C項）

【メークアップ】

① クラブ研修リーダー研修会

　宮城富夫クラブ研修リーダー出席

④おばあの知恵の復活！ ② IT実務担当者勉強会

　富田真理子担当者出席

③ 新入会員（3年以内）勉強会への出席

　新垣裕輝親睦活動委員

　岡江保彦会場・監督委員長

　平仲絢子親睦活動委員

　大城英明親睦活動委員長

■地区・他クラブよりお知らせ

職業宣言　２．天与の職業を愛情をもって育てることが、職業奉仕だ。

■例会予定

2016-2017年度「帰国報告会」及び
「歓送会」のご案内

◇日時：7月21日（金）

【総勢6名の参加。お疲れ様でした(^^♪】

・日本アンチエンジング＆
　　　　　　　　ヘルスデザイン協会理事長

卓話者　　　　　新倉亜希様

 ・アーユルヴェーダビューティーガレッジ学長

・アーユル（長寿）ヴェーダ（知恵）という
　和訳があり、”長寿の知恵”と言われてい
　る。

・インド5000年の伝統医学で自然療法で抗
　加齢を目指す医学

・実は沖縄の”おばあの知恵”はインドでは
　アーユルヴェーダとなり、医学として病院
　にて行われています

・沖縄薬草を使用したハーブオイルでのオイ
　ルケアやハーブティー

■アーユルヴェーダを沖縄で発信するべき最
大の理由

①インドの病院で処方される薬は沖縄の野菜
　やスパイスである

②インドと同じ気候のため、病院で処方され
　る薬が沖縄にて生産できる

③沖縄は糖尿病が全国1位になってしまった
　が、実は沖縄では全国でも糖尿病を直す薬
　草が一番取れる

以 上 の 観 点 か ら も 、 ア ー ユ ル ヴ ェ ー ダ
ビューティーカレッジは沖縄の健康長寿第1位
を取り戻すとともに、沖縄健康ツーリズム、
沖縄式ウェルネスをこれからも他県やインバ
ウンドを始め、発信していきたい。

例会場：ラグナガーデンホテル ｔｅｌ：098-897-2121 会長：永山 雄一
例会日：毎週水曜日 12：30～13：30 幹事：茂宮 隆次
事務所：宜野湾市大山2-9-25-2Ｆ 会報委員長：仲吉 サダ子
TEL：098-898-9000 FAX：098-898-0003 E-mail：info@ginowan-rc.org

２０１７年７月２６日（第２３７７回）

クラブテーマ：変化をもたらす

「MAKING A DIFFRENCE」
２０１７－１８年度 国際ロータリー会⻑テーマ


