＞＞＞

■年間活動計画発表

四つのテスト ＜＜＜～言行はｋこれに照らしてから～
１．真実かどうか
３．行為と友情を深めるか
２．みんなに公平か
４．みんなのためになるかどうか

会員増強・新クラブ結成推進月間
＊＊＊

第２３７８回

（２０１７年８月２日）

■例会プログラム

■幹事報告

司
会 ：仲吉 サダ子
開 会 点 鐘 ：永山会長
ゲストビジター紹介 ：池田 彩織
斉
唱 ：君が代・四つのテスト
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ ：大城 英明
ｴｺ思想推進宣言 ：新垣 義夫
幹 事 報 告 ：茂宮 隆次
委 員 会 報 告 ：富田 真理子、城間 幹夫
活 動 計 画 発 表 ：新垣 真由美、天願 勇
國吉 一人、アラルコン朝子、白間 弘造
ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：國吉 一人
出 席 報 告 ：富田 真理子
閉 会 点 鐘 ：永山会長

■茂宮幹事

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介

池田彩織会員

例会報告

＊＊＊

新世代奉仕委員会 新垣真由美委員長
副委員長 吉満 光徳
委員：許田 英子、城間 幹夫
基本方針
【理事会報告】
①バナーについて
②九州北部豪雨災害支援金について
③「ポリオのない世界のための奉仕賞」推薦
について
④「ポリオプラス・パイオニア賞」推薦につ
いて
⑤宜野湾市社会福祉大会における被表彰者の
推薦について

☆ゲスト
・菊池徹哉様（天願勇会員紹介）
・平安座唯寛様（アラルコン朝子会員紹介）
・喜田裕一郎様（天願勇会員紹介）
・新垣梨枝子様（アラルコン朝子会員紹介）
★ビジター
・二宮徹様（福岡城西ＲＣ）

【幹事報告】
①沖縄分区名簿作成に係る変更事項の届け出
②8/8（火）那覇ＲＣ例会休会のお知らせ
【回覧】コーディネーターニュース8月号

■会長挨拶

■ニコニコの趣旨

■永山会長

■久々 に初 孫が 南大 東島 から 来ま した (^^♪
（宮城 富夫）

⑥「興南高校野球部を甲子園に送る会」への
支援について

■本日も大勢のゲスト・ビジターをお迎えして
楽しい例会でした。（田中 旨夫）

皆さんこんにちは。
２.３日前のニュースで、普天間飛行場の一部
４ヘクタールの土地が返還されるという
ニュースがありました。その４ヘクタールと
いうのは佐真下から上原までで宜野湾市の市
道になるそうです。３３０号線は非常に混む
し事故も多い道路だそうです。そこでバイパ
スを通して交通混雑と事後防止に繋げるとい
うことで、宜野湾市民にとっては非常に良い
ことだと思います。基地の分布からするとわ
ずか０.８％の返還とという数字になるらしい
ですが、こういう風に部分的にでもいいから
返還して頂くと非常に助かるなと思いまし
た。宜野湾市も少しずつですが良くなって行
きます。皆さんも期待して下さい。
どうもありがとうございました。

■例会が盛り上がって良かったです。
（新垣 義夫、白間 弘造）
前回累計
¥172,000
¥8,330
¥6,000
¥3,147
第2378回
累
計
¥178,000
¥11,477
《8月ロータリー為替レート ＄１＝￥１11》

■出席報告
出席報告
例会NO.
例会日
会員数
出席者数
出席免除者欠席数
算定用会員数
出席率
一般会員
メーク
アップ
免除会員
訂正出席者数
訂正算定分母
訂正出席率

前回
2377
7月26日
32
21
3
29
72.41%
0
0
21
29
72.41%

今回
2378
8月2日
32
25
3
29
86.21%
0
0
25
29
86.21%

ロータリー活動を通して地域青少年の育成
を図り将来のリーダーとなってもらうよう
支援を行います。
活動計画
1.地域の各団体や学校と連携して青少年と
の交流を積極的に行い、ロータリー活動を
広く知ってもらうよう努めてまいります。
また、新世代奉仕月間には交換留学生や地
区委員の方々へ卓話を依頼して新世代奉仕
の意義と理解を深めていくよう努めてまい
ります。
2.これまでホストクラブとして受け入れた
交換留学生を通じて大変貴重な経験が出来
ました。今年度の受け入れはありませんが
引き続き交換留学生のサポートを行ってい
きたいと思います。

■例会予定
<本日＞
◆第２３７９回８月９日（水）
会員卓話：池田彩織会員
演題：弁護士としての私のスタイル
◆第２３８０回８月１６日（水）
会員卓話：阿嘉よね子会員
演題：未定
◆第２３８１回８月２３日（水）
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）
夜間例会（ロータリー情報研修卓話）
場所：オーシャンエイト（アロマ２階）
点鐘：19：00
◆第２３８３回９月６日（水） 理事会
卓話：宮城麻里子様（アナウンサー）
演題：未定
◆第２３８４回９月１３日（水）
会員卓話：東恩納弘美会員
◆第２３８５回９月２０日（水）
移動例会（環境保全）道路美化清掃
◆第２３８６回９月２７日（水）
夜間例会（観月会）
場所：オーシャンエイト（アロマ２階）
点鐘：19：00

■地区・他クラブよりお知らせ

＜例会変更のお知らせ＞
・那覇北ロータリークラブ
日時：8月24日（木）点鐘19：00
場所：沖縄かりゆしアーバンリゾートナハ
ビジター費：5,000円 夜間例会に変更
・那覇東ロータリークラブ
日時：8月31日（木）点鐘18：30
場所：パレット久茂地ビアガーデン
ビジター費：5,000円 夜間例会に変更
＜例会休会のお知らせ＞
社会奉仕委員会 國吉一人委員長
・石垣ロータリークラブ
副委員長 山城 源治
日時：8月9日（水）
委員：新垣 義夫、宮城 仲健、宮城 富夫
定款第6条第1節による特別休会
日時：9月6日（水 ）9/3～5日 旧盆の為
活動計画
・那覇東ロータリークラブ
●例年に引き続き地域と連携、交流を深めな
がら年３回の清掃活動や植樹活動を行う。
日時：8月10日（木）
●蝶々ハウスの維持管理を実施する。
定款第8条第1節Ｃ項による休会
・那覇北ロータリークラブ
●車いすマラソンマラソン大会・花いっぱい
日時：8月31日（木）
運動・はごろも祭り・カチャーシー大会等の
市町村及び各種公共団体が主催する事業への
定款第6条第1節による特別休会
ボランティア活動への参加を促す。
日時：9月7日（木） 9/3～5日 旧盆の為
日時：9月23日（土）12：00～
「新老人の会」沖縄支部創立９周年フォーラムのご案内
場所：ラグナガーデンホテル
ブルーゾーン（世界の健康長寿地域）のパイオニア沖縄
参加費：2,000円（前売り）
特別講演
演題１ 「１００歳の生と性」
演題２「ブルーゾーン沖縄」
講 師 田中 旨夫（１００歳、医師） 講 師 鈴木 信（琉球大学名誉教授）

■年間活動計画発表

２０１７年８月９日（第２３７９回）

プログラム委員会 天願勇委員長
副委員長 柏田 吉美
委員：山城 源治、新垣 義夫
活動計画

会員増強委員会 アラルコン朝子委員長
副委員長 新垣 義夫
委員：外間 宏、宮城 仲健
活動計画

1. イ ア ン 、 ラ イ ズ リ ー Ｒ Ｉ 会 長 の 『 Making a
difference：変化をもたらす』、吉田ガバナーの
『感動と調和』（研修と実践）のテーマを掲げ、会
員、家族、会社職員が健康で幸せになるようなプロ
グラムづくりりを心がけます。

①昨年同様、クラブ会員増強に対する意識向上と問
題意識の共有

2.永山会長の方針に従って外部からの卓話者・人材
を募る

③メンバー相互のコミュニケーションを図ると共に
クラブへの積極的な参加を促すことによる会員維持

3.夜間例会にも友人を招待して楽しい出会いの会を
開く。

④入会候補者の発掘と会員増強。会員数３５名を目
標とする

２０１７－１８年度

国際ロータリー会⻑テーマ

「MAKING A DIFFRENCE」

②退会者を出さないような興味あるプログラムを提
供してもらう

4.会員卓話を重点的に取り入れる
※プログラム委員会として卓話希望事項
1）まず、どんな出会いがきっかけでこの場所にい
るのか
2）自分が歩んできた道程（出生、学生時代、職
業、座右の銘、趣味）
3）ロータリーに望むこと
5.2580地区で会員増強が最も著しいクラブ：新会
員が積極的に交流できる環境づくりを行う

国際奉仕委員会 白間弘造委員長
副委員長 新垣 真由美
委員：アラルコン朝子、池田 彩織
活動計画
①宜野湾市国際交流協会への支援
宜野湾RCは理事の一員であり、積極的に行事に
参加する

ロータリー財団委員会 田中旨夫委員長
副委員長：大城 英明 委員：岡江 保彦
基本方針
ロータリー財団は1917年に基金として発足したも
ので、主旨は世界理解と親善、平和に貢献する事を
目的とするものです。
①RI財団への理解と協力を促進し、その存在意義を
理解してもらう
②ロータリー財団月間に財団学友又は地区ロータ
リー財団委員の卓話を行う

②国際協力機構沖縄国際センターとの交流
世界各国から勉学に勤しむ学生達への支援交流
③在沖米国海軍病院新司令官シンシア キューナー
大佐に引き続き名誉会員をお願いし、海軍病院への
職場訪問を実施する
④オンツーカナダ・トロント世界大会への参加奨励
（2018年6月24日～27日）
お詫び
友好クラブ委員会の活動計画発表は次回に掲載いた
します。

③財団の存在意義を深めポールハリスフェロー・ベ
ネファクターの新しい誕生を促進する

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。

クラブテーマ：変化をもたらす
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

