
＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜～言行はｋこれに照らしてから～

３．行為と友情を深めるか ■大城副幹事 <本日＞
４．みんなのためになるかどうか ◆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

：外間 宏 【幹事報告】 ◆第２３８１回８月２３日（水）

：永山会長 移動例会（社会奉仕活動）

：平仲 絢子 場所：宜野湾市いこいの市民パーク

：日も風も星も・四つのテスト ②「第16回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 時間：11：30集合　12：30点鐘

：池田 彩織 ◆第２３８２回８月３０日（水）

：新垣 義夫 夜間例会（ロータリー情報研修卓話）

：大城 英明（副幹事） 場所：オーシャンエイト（アロマ２階）

：城間 幹夫、宮城 富夫 点鐘：19：00

：友利敏子ガバナー補佐 【回　覧】

：宮城 富夫 ①浦添ＲＣ50周年記念誌「50年のあゆみ」 ・コザロータリークラブ

：富田 真理子 ②飢餓対策ニュース7月号 ＜例会変更のお知らせ＞

：永山会長 日時：8月10日（木）点鐘19：00

場所：オキゴルクラブ（沖縄市中央2-6-43）

☆ゲスト ビジター費：5,000円　夜間例会に変更

・アルフォンソーＪＲアラルコン様 【メークアップ】

　　　　　　（アラルコン朝子会員ご子息）

・座間味正子様（アラルコン朝子会員紹介） 名護ＲＣ夜間例会出席

・仲程達司様（柏田吉美会員紹介） 　永山雄一会長、東江繁子会長エレクト

・菊池徹哉様（天願勇会員紹介）

★ビジター 那覇ＲＣ帰国報告会出席

・友利敏子ガバナー補佐様（那覇南ＲＣ） 城間幹夫会員、白間弘造会員

・新垣勲分区幹事（那覇南ＲＣ） 茂宮隆次会員、大城英明会員

・與那城圭様（那覇東ＲＣ/会長） 池田彩織会員、平仲絢子会員

・大城真也様（那覇東ＲＣ/幹事）

・二宮徹様（福岡城西ＲＣ）

■会長挨拶
■永山会長

委 員 会 報 告

出 席 報 告

閉 会 点 鐘

7月19日例会日

¥1,873

前 回 累 計 ¥146,000

第2377回

¥6,457

¥26,000

出席報告

¥8,330

■昨日は歓迎会ありがとうございました。
今後共宜しくお願い致します。（新垣裕輝）

■7/25歓迎会はとても楽しかったです。私も入っ
たばかりですが新入会員の皆さま一緒にロータリー
ライフを楽しみましょう。（阿嘉よね子）
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＊＊＊　第２３７７回　（２０１７年７月２６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

会員増強・新クラブ結成推進月間

 　 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

■那覇東から遊びに参りました。よろしくお願い致
します。（與那城 圭）

■１年間分区幹事頑張ります。皆様よろしくお願い
致します。（新垣 勲）

■楽しいロータリー活動を！女性会員の活躍に期待
して！（友利 敏子）
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皆さんこんにちは。会長の永山です。
本日は友利ガバナー補佐にご訪問頂いており
ます。新垣分区幹事もようこそ宜野湾クラブ
へおいで下さいました。
昨日は新入会員の歓迎会と言うことで大いに
盛り上がりまして今後のロータリーの活性化
になります。
本日の友利ガバナー補佐の卓話、「ロータ
リーとの出会い」となっておりますが、皆さ
んしっかり聞いて、ロータリーの思いを共有
したいと思います。
よろしくお願い致します。

出席者数

■ニコニコの趣旨

前回

累 計

33会員数

例会NO.

7月26日

■友利ガバナー補佐ご就任おめでとう。向こう１年
沖縄県のリーダーとしての御活躍を期待していま
す。共に頑張りましょう。（許田 英子）

■友利ガバナー補佐一年間がいよいよスタートいた
しました。ご健康にご留意されて頑張って下さい。
（白間 弘造）

■友利敏子ガバナー補佐様、ようこそ宜野湾RCへ
お越しくださいました。「ロータリーとの出会い」
卓話ありがとうございました。（新垣 義夫）

■友利ガバナー補佐、卓話ありがとうございまし
た。本日は大勢のお客さんをお迎えして楽しい例会
となりました。（田中 旨夫）

■友利敏子ガバナー補佐、新垣分区幹事ようこそ我
がクラブ、宜野湾ロータリーにお越し下さいまし
た。ありがとうございます。（永山 雄一）
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卓 話

◇日時：7月26日（水）
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3

23

■出席報告

《8月ロータリー為替レート　＄１＝￥１11》

21

¥172,000

■宜野湾市社会福祉協議会よりお知らせ

■地区・他クラブよりお知らせ
ﾆｺﾆｺＢＯＸ

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介　平仲絢子会員

出席免除者欠席数

①熊本・大分地震義援金の一部を九州北部豪
　雨に活用する件

③宜野湾はごろも祭りボランティア派遣につ
　いて（お願い）

③宜社協チャリティーボウリング
　（職場対抗）の参加呼びかけについて

■委員会報告

帰国報告会のご案内

クラブ研修リーダー研修会の報告

城間幹夫地区青少年交換副委員長

宮城富夫ロータリー情報研修委員長

■例会予定■幹事報告

◇日時：8月1日（火）

【総勢6名の参加。お疲れ様でした(^^♪】

チャリティーボウリングのチケット販売依頼

宜野湾市社会福祉協議会　仲程達司主任富田真理子直前幹事

在沖米国海軍病院司令官交代式について

30

８月誕生月
おめでとうございます！
宮城富夫会員（３日）

仲吉サダ子会員（１０日）



■卓話

職業宣言　３．どんな仕事でも有用で、それを継続する事が、職業奉仕だ。

皆さんこんにちは。本日は太田元知事の県民葬
がお隣のコンベンションセンターで執り行われる
ため騒がしいですね。太田知事はご存知の通り平
和の礎を作られた方、鉄血勤皇隊の生き残りで平
和問題を沖縄に定着させた方、提案された方で
す。平和を目指すと言うことは我々ロータリーの
目的であります。世界平和をつくる事がロータ
リーの大きな目的であります。

私は主人が宮古のロータリークラブ会員だった
ため、ガバナー公式訪問、ロータアクト大会等に
家族として参加しておりました。カナダからの留
学生を一週間お預かりし、家族ぐるみで

その子を歓迎し、カナダの事をよく知ろうと勉強しました。子供達と色々と勉強しておりましたら、
子供達の世界観が広がって行きました。留学生には居合とお茶の体験をさせて楽しい一週間を過ごし
子供達も凄く成長しました。その国の事情を知り、その国の人たちを知り、その国の文化を知り若い
うちに経験することが平和実現への確実な第一歩だと考えています。そのためにロータリーは色んな
活動を行っています。財団は交換留学生を毎年沢山送っています。私ども那覇南クラブも米山ホスト
クラブとしてアメリカからの留学生をお世話しております。彼女は大変日本語が上手で、大学を卒業
し、今大学院に通っておりますが、卒業後は沖縄で働きたいと言っております。このように沖縄に来
て勉強し色々な人と交流する事によって沖縄を好きになる。それこそが個人的な世界平和を作ること
の第一歩と考えております。そういう事がロータリーの大切な役割だと思っています。奉仕活動する
為には財源が必要ですから寄付金は大切だと思います。一人一人の寄付金は少ないかもしれません
が、これが沖縄分区、日本、世界と沢山のお金に広がっていき、その財源をもって沢山の学生さん達
を日本に招いてしっかりと理解してもらう。そして日本を理解することによって、日本はとても大事
な国なんだ、だから戦争してはいけないと言う事の確実な第一歩だと思います。私達はそういう浄財
を喜んで出すためにはやはり自分の会社をしっかりと、自分の職業をしっかりと邁進する必要があり
ます。職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕というロータリーの大きな活動奉仕をしっかりと実践すること
によって自分の会社を、そして自分自身に誇りを持って邁進することによって社会奉仕に繋がる。自
分がロータリアンである誇りを持ってロータリアンとしての活動を行って行く。私のロータリーとの
出会いは20年前に宮古から那覇の「女性総合センターてぃるる」で勤務することになったときで
す。そこでは女性の社会的進出、男女共同参画社会作りのため色々なトレーニングをしたり勉強をし
ました。「幸運の女神は前髪だけ」と言われてますね。後ろにあると掴むことが出来ない、向かって
いる時にしか掴む事は出来ないということです。だから、少々出来なくても、少々足りなくてもこれ
を機会に勉強していく。そうすることで自分に磨きをかける事ができる。沖縄に初めての女性ガバ
ナー補佐をだそうじゃないか！と私に話が回って来ました。先ほどのてぃるるでのお話にもあったよ
うに、積極的に手を挙げるという観念から「イエス」としか答えがありませでした。内心熟知たるも
のがあって大丈夫かなーって心配をしておりましたが、引き受けたら大変なんですね。大変だからこ
そ今まで勉強しなかった分ロータリーの勉強を今こそしないといけないと自分自身に宿題を課してい
ます。皆さん、ロータリーの友を読んでいますか？ロータリーの友は最も読まれないベストセラーと
言われてますが、ロータリーの友を読めば立派なロータリアンになると思います。ロータリーの研修
会、勉強会と色々と開催されますが是非参加してください。分かれば分かる程ロータリーってすごい
なぁと思うと思います。そういう風にロータリーの良さや、楽しさや、凄さが分かるようになり自分
の好奇心が広がって行く、好奇心が広がって行くことによって行動が積極的になります。そうするこ
とであなたも立派なロータリアンになります。
ところで、宜野湾ロータリークラブの女性会員は１３名と先ほど会長さんからお聞きしました。凄い
ですね。恐らく第2580地区ではナンバーワンです。とても素晴らしいことです。女性が沢山いる宜
野湾クラブこそ世界平和への第一歩を確実に広げていく素晴らしいクラブだと思います。宜野湾ロー
タリークラブの皆さんが沖縄分区を積極的に引っ張って頂いて、是非とも楽しいロータリー活動をし
ましょう。今年は「変化をもたらす」「MAKING A DIFFRENCE」となっております。そして
吉田ガバナーはおしゃってます「感動と調和」感動する事によってロータリーを楽しくやって行きま
しょう。研修と実践という事でこの一年間共に学びましょう。

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８月２日（第２３７８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


