＞＞＞

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

■例会の様子

経済と地域社会の発展月間・米山月間
＊＊＊

第２３８７回

（２０１７年１０月４日）

例会報告

＊＊＊

■例会プログラム

■ニコニコの趣旨

司
会 ：富田 真理子
開 会 点 鐘 ：永山会長
ゲストビジター紹介 ：新垣 裕輝
斉
唱 ：君が代・四つのテスト
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ ：東恩納 弘美
ｴｺ思想推進宣言 ：新垣 義夫
会 長 挨 拶 ：永山 雄一
幹 事 報 告 ：富田 真理子
委 員 会 報 告 ：新垣 義夫
斉
唱 ：平仲絢子
ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：新垣 義夫
出 席 報 告 ：伊禮 文雄

■本日の平仲絢子氏の卓話大変興味深く拝聴しまし
た。どうも有難度う御座います。（比嘉 盛吉）

■会長挨拶
■永山会長

皆さんこんにちは。去った日曜日、カチャーシー大
会に参加して参りました。会員だけでは２０名のメ
ンバーは作れず、福岡城西ＲＣ二宮さん、平仲会員
にはご家族総出で参加して頂き大変ありがとうござ
いました。今回は参加する事に意義があったと思い
ますが、もし来年も出場するのであればクラブ会員
メンバーで20名を揃えて優勝出来るくらいまで
もっていきたいと思います。皆さんのご協力をお願
いします。

■幹事報告

茂宮幹事

【幹事報告】
①中華民国１０６年国慶双十節のご案内
日時：2017年10月6日（金）6：30～
場所：沖縄ハーバービューホテル２Ｆ
【回 覧】
①ハイライトよねやま210号のご案内
②コーディネーターニュース10月号のご案内
③経済と地域社会の発展月間ﾘｿｰｽのご案内
④ロータリー財団補助金委員会監査報告書
⑤青少年奉仕情報25号のご案内
⑥飢餓対策ニュース9月号のご案内
⑦財団設立50周年記念グッズのご案内
⑧薬物乱用防止運動の実施について（依頼）

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介

新垣裕輝会員会員

☆ゲスト
・城間こころ様（城間幹夫会員お子様）
★ビジター
・二宮徹様（福岡城西ＲＣ）

■平仲さん卓話有難う御座居ました。
はごろも祭りでは御主人に大変お世話に成りまし
た。（柏田吉美）

新垣義夫会員
カチャーシー大会参加へのお礼

■平仲さん当たり前の大切さを再認識できました。
良いお話をありがとうございます。誕生日もお祝い
頂き有難うございます。（城間 幹夫）
■絢子さんを日本一のマネージャーにしましょう。
（天願 勇、茂宮 隆次）
■平仲さん卓話ありがとうございす。日本一のマ
ネージャーです！
はごろもカチャーシー大会下手な踊りでも参加して
楽しかったよ～。（宮城 富夫）
■10/1のカチャーシー大会御参加ありがとうござ
いました。私としては大会が無事 大大成功裏に終
えましたのでほっとしております。来年も参加宜し
くお願い致します。平仲さん卓話ありがとうござい
ました。
（新垣 義夫）

柏田吉美会員
赤い羽根共同募金出発式のお礼

＜＜2017-18年度沖縄分区ＩＭ＞＞
ＩＭテーマ「沖縄の貧困問題について
～ロータリーにできる事・するべき事～」
日時：2017年10月19日（木）
登 録：13：30～
本会議：14：00～18：10
懇親会：18：30～20：20
場所：沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ

※ユニフォーム着用でお願いします！！
宮城富夫ロータリー情報研修委員長
規定審議会に提出する制定案について

前回累計
¥208,000
¥16,429
¥10,000
¥3,923
第2387回
¥218,000
¥20,352
累
計
《10月ロータリー為替レート ＄１＝￥109》

■出席報告
出席報告
前回
今回
例会NO.
2386
2387
例会日
9月27日 10月4日
34
会員数
34
出席者数
21
23
出席免除者欠席数
2
2
算定用会員数
32
32
出席率
65.63% 71.88%
一般会員
1
メーク
アップ
免除会員
0
0
訂正出席者数
21
24
訂正算定分母
32
32
訂正出席率
65.63% 75.00%
【メークアップ】
9/25那覇南ＲＣ例会出席 東江繁子会員

◆第２３８８回１０月１８日（水）
ガバナー公式訪問
●10月２５日振替休会（沖縄分区IM10/19）
◆第２３８９回１１月１日（水） 理事会
分区IM報告（クラブ管理運営委員会）
◆第２３９０回１１月８日（水）
卓話：ロータリー財団月間に因んで
◆第２３９１回１１月１５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：11：00集合 12：30点鐘
◆第２３９２回１１月２２日（水）
夜間例会 点鐘：19：00
場所：オーシャンエイト（アロマ温泉２階）
会員卓話：新垣裕輝会員
●１１月２９日休会
（定款第8条第1節Ｃ項適用により）

■地区・他クラブよりお知らせ

■カチャーシー大会お疲れ様でした。参加出来ずす
みませんでした。12/16（土）12/17（日）沖縄
コンベンションセンターにて大相撲沖縄場所が開催
されます。チケット販売しておりますのでよろしく
お願いします。
大相撲沖縄場所実行委員/新垣裕樹）
■４月に契約契約した比嘉盛吉先生のご実家の改修
工事を先日要約完了引渡しすることができました。
比嘉先生長い間お待たせして申し訳ありませんでし
た！そして長い間お待ち頂いてありがとうございま
した。感謝・感謝（國吉 一人）

■例会予定
<本日＞

メークアップのお知らせ
◆日時：10月2日（月 ）
白間弘造会員
那覇南ＲＣ例会出席
永山雄一会長
東江会長エレクト
◆日時：10月12日（木）コザＲＣ例会出席
柏田吉美会員
◆日時：10月13日（金）浦添ＲＣ例会出席
永山会長、東江会長エレクト
城間幹夫会員、大城英明会員

富田真理子会員
10/15沖縄マンドリン定期演奏会のご案内

お誕生月おめでとうございます！
我謝八重子会員、城間幹夫会員（中央）

茂宮隆次会員
12/23若柳仙之介素踊りの会のご案内

ワインプレゼンター
左手/平仲絢子会員
右手/アラルコン朝子会員

＊＊＊

平仲絢子会員卓話

＊＊＊

皆さんこんにちは。本日の卓話は私自身のテーマである「経
験を活かして直観力とイメージ力で行動をする」というお話
を致します。その話の前に自分の経験談をします。私の社会
人としての経験はＡＮＡ全日本空輸株式会社客室本部東京客
室部でスタートしました。そもそも何故航空会社に興味を抱
いたかというと大学２年の頃のサークルに所属している複数
名の先輩方が同時に航空会社に採用されました。身近の人が
乗務員になったことで漠然と私にもなれると思った所から興
味が沸きはじめ、当時エアラインスクールに通ってたわけで
もなく、ただ自分の頭の中で制服を着て、空港を歩いている
イメージがあり乗務員になれると思いました。たまたま航空
会社でのアルバイトをする機会がありまして、地上係員の制
服を着てお子様やお年寄りのアテンダントをするお仕事でし
たがその経験をする事で自分がここで働くというイメージが
鮮明になって、より具体的に行動しようという原動力になりました。まず語学を学ぶために一人で留学セン
ターを訪ね、ニュージーランドのオークランドに行くにはどうしたらいいのか？どこの学校に通えばいいか？
ホームステイ先は？行くまでに英会話の勉強は必要か？そうなるとどこのスクールに？ってことを親に相談せ
ず自分で決めちゃったのです。親には事後報告となり固まってましたが、当時はなりたい一心と絶対行きたい
気持ちからあるセリフを言いました。「私に投資するお金は絶対無駄にはしないから」と説得して資金を出し
てもらいました。（中略）無事ＡＮＡに就職し６年間お世話になりました。この６年間色々な教育を受けまし
た。いわゆるANA精神というものですが仕事の流儀として今の基盤になっています。沢山ある中から特に印象
に残っている、これは自分の行動指針になっていると思う２つを紹介します。１．気づいた事は気づいた瞬間
に口にする。たとえ相手が自分より立場が上の人であったとしても安全に関わる問題であったり、お客様の対
応について気づいた事があれば口に出して言う。そうすることで安全性が高まるしお客様へのサービスの質も
高まります。チームでする仕事ですからチーム力、全体の力を高め、ひいては個人の成果にも繋がるという事
です。２．小さな事ほど丁寧に、当たり前の事ほど真剣に。という言葉があります。これは私の仕事は人と対
話する、文章を作る、相手に連絡すると言った小さな作業の積み重ねで成り立っていてその積み重ねが大きな
イベントであったり、新商品開発あったりとそういった成果に繋がっていきます。その小さな事から丁寧に行
なう事が航空業界では安全運航、お客様の満足に繋がると捉えています。これはどんな仕事にも共通している
事だと思います。私は最近やりたい事を言い切るという事を意識しております。私が言葉にして言い切ってい
ることは、ボクシングで日本１のマネージャーになる。８年後に格闘技のメインアリーナを浦添市に建てる。
という事を絶対実現すると思って行動しております。以上、私の経験の下に直観とイメージ力を例にお話しし
ました。行動力を発揮しながらスポーツで沖縄を元気にしたいと思います。

＊＊＊ 会員情報 ＊＊＊
チケ ット のご 用命は新垣裕輝会員ま で！

職業宣言

７．業界の発展のために力を尽くすことも、職業奉仕だ。

２０１７年１0月1８日（第２３８８回）

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
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

