＞＞＞

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

■幹事報告

東江会長エレクト

会員増強・新クラブ結成推進月間
＊＊＊

第２３８０回

（２０１７年８月１６日）

例会報告

＊＊＊

■例会プログラム

■ニコニコの趣旨

司
会 ：外間 宏
開 会 点 鐘 ：永山会長
ゲストビジター紹介 ：新垣 裕輝
斉
唱 ：我らが生業・四つのテスト
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ ：我謝 八重子
ｴｺ思想推進宣言 ：新垣 義夫
幹 事 報 告 ：東江 繁子
委 員 会 報 告 ：宮城 富夫、新垣 義夫
活 動 計 画 発 表 ：高橋 清一郎
卓
話 ：阿嘉 よね子
ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：國吉 一人
出 席 報 告 ：仲吉 サダ子
閉 会 点 鐘 ：永山会長

メーキャップありがとうございました。是非東
京御苑ロータリークラブにもお出まし下さいま
せ。ニコニコ！！ （池田 節子）

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介

■新垣さん入会おめでとうございます。
阿嘉さん卓話ありがとうございます。
（アラルコン朝子）

平仲絢子会員

☆ゲスト
・遠藤町子様（田中旨夫会員紹介）
★ビジター
・二宮徹様（福岡城西ＲＣ）
・遠藤茂敏様（台北城東ＲＣ）

■会長挨拶
■永山会長

新垣利江子さんご入会おめでとうございます。
年齢が同じという事で親近感を感じます。（永
山 雄一）
■阿嘉よね子氏本日の卓話感動致しました。将
来の人材育成に頑張って下さい。感謝！
又、新垣利江子氏の入会誠にお目出度う御座い
ます。（比嘉 盛吉）

■年間活動計画発表

新垣利江子さんご入会おめでとうございます。
池田節子さんメークアップありがとうございま
す。（宮城 富夫）

■誕生日を祝って頂きありがとうございます。
一度きりの人生、楽しく生きていきたいです
ね。（仲吉 サダ子）
■カチャーシー大会への出場決定下さいまして
ありがとうございます。さすが宜野湾ロータ
リークラブ！（新垣 義夫）
前回累計
¥184,000
¥3,577
¥2,852
¥8,000
第2380回
累
計
¥6,429
¥192,000
《8月ロータリー為替レート ＄１＝￥１11》

■出席報告

皆さんこんにちは。
先週木曜日の９月１０日に在沖米国海軍病院
司令官交代式に参加致しました。ティモシー
ウェバー大佐が離任され、シンシア キ ュー
ナー大佐が新司令官として着任されました。
今回初めての参加ですが、基地内というのは
外国のような感じが致しました。芝生も綺麗
で広々とした敷地を進んでいきました。交代
式は映画館で行われました。入り口の方で
ウェバー大佐御夫妻のお出迎えを受け柏田前
会長と一緒に記念写真を撮りました。将校ク
ラブでレセプションが行われ、独特の雰囲気
の中で良い経験をさせて頂きました。感謝申
し上げます。次回も是非いきたいと思いま
す。これで会長挨拶を終わります。

【理事会報告】
①新垣利江子氏入会について
②吉田明正氏再入会について
③カチャーシー大会出場について
【幹事報告】
①8/23移動例会（社会奉仕活動）のご案内

出席報告
今回
前回
例会NO.
2379
2380
例会日
8月9日 8月16日
32
会員数
33
出席者数
23
23
出席免除者欠席数
2
2
30
算定用会員数
31
出席率
76.67% 74.19%
一般会員
1
0
メーク
アップ
免除会員
0
0
訂正出席者数
24
23
訂正算定分母
30
31
訂正出席率
80.00% 74.19%
【メイクアップ報告】
8/14日（月）那覇南ＲＣ例会城間幹夫会員出席
8/17日（木）コザＲＣ例会 柏田吉美会員出席
8/24日（木）那覇北ＲＣ夜間例会
永山会長、東江会長エレクト出席
8/25日（金）浦添ＲＣ例会 城間幹夫会員出席

■例会予定
<本日＞
◆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）
題目：「人前でうまく話せないあなたへ」
◆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
◆第２３８７回１０月４日（水） 理事会
会員卓話：平仲絢子会員
◆第２３８８回１０月１８日（水）
ガバナー公式訪問
●10月１１日（水）クラブ協議会
ガバナー公式訪問リハーサル

■入会式

会員選考・維持委員会 高橋清一郎委員長
副委員長 伊禮 文雄
委員 平安座 唯盛、比嘉 盛吉
活動計画
１ 推薦された入会候補者を、個人的（人物
的）な面で厳密に入会資格を審査選考する。

新会員 新垣利江子会員
合資会社オキ・コーポ 代表者

２ 選考委員会で審査チェック項目を作成
し、選考委員はそれぞれの立場からの審査を
行ない適正な選考を行っていく。
３ 状況１と２を厳格に行う為に事前に十分
な準備審査期間を取って行なう（入会審査前
に最低２回は例会又はその他の集まりに参加
してもらう）
４ 審査内容および審査結果については会員
選考委員会の書面を理事会に速やかに上程す
る。

新垣利江子会員ご挨拶

■バナー交換

東京御苑ＲＣ 池田節子会長エレクト
宜野湾ＲＣ 永山会長 バナー交換

東京御苑ＲＣ 池田節子会長エレクト
国際労務管理財団 ファン ゴク ツイ 様

■阿嘉よね子会員卓話

演題：子ども達の世界で心豊かに生きる

２０１７年８月２３日（第２３８１回）
２０１７年８月３０日（第２３８２回）
２０１７年９月 ６日（第２３８３回）
合併号

社会福祉法人温和会
ひだまり認定こども園 理事長
社会福祉法人温和会 絆保育園 園長

２０１７－１８年度

国際ロータリー会⻑テーマ

「MAKING A DIFFRENCE」

クラブテーマ：変化をもたらす
去った8/18（金）平仲絢子会員御夫妻が「人生もベンチャー」のラジオ収録に出演しました。
ＲＯＫラジオ沖縄８６４：8/28（月）と9/4（月）18：50オンエアー！
（宜野湾ロータリークラブ専属ビジター二宮徹）様より寄稿

職業宣言

５．社員教育に熱意を注ぐのも、立派な職業奉仕だ。

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

