＞＞＞

■幹事報告

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

■例会予定
<本日＞

■茂宮幹事

◆第２４０４回３月１４日（水）
卓話：宮城規眞氏（琉球歴史研究家）
演題：琉球の歴史について
●３月２１日（水）春分の日（祝日休会）

水と衛生月間
＊＊＊

第２４０３回

（２０１８年３月７日）

例会報告

＊＊＊

■例会プログラム

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介

司
会 ：富田 真理子
開 会 点 鐘 ：宮城副会長
ゲストビジター紹介 ：新垣 真由美
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 ：吉田 明正
副 会 長 挨 拶 ：宮城 富夫
幹 事 報 告 ：茂宮 隆次
委 員 会 報 告 ：アラルコン朝子、白間 弘造
入 会 式 ：比嘉直子氏
ス ピ ー チ ：留学生の方々
ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：新垣 真由美
出 席 報 告 ：伊禮 文雄

★ビジター
・上原慎次様（那覇南ＲＣ会長）
・當野正樹様（那覇南RC）
・大城裕美様（浦添ＲＣ会長）
・田中久光様（浦添ＲＣ幹事）
・比嘉弘二様（浦添ＲＣ）
・遠藤茂敏様（台北城東ＲＣ）
・遠藤町子様（遠藤茂敏様令夫人）
・比嘉虹水様（宮城富夫会員紹介）
・我那覇沙也様（52期派遣学生）
・クリスタル バーネット様（米山留学生）
・マリーナ チブ様（来日学生）

新垣真由美会員

■会長代理挨拶
■宮城副会長

◆第２４０５回３月２８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）
内容：ＰＥＴＳ報告会
◆第２４０６回４月４日（水）
卓話：桑江喜代子氏（沖縄県助産師会会長）
演題：母子と健康月間に因んで
◆第２４０７回４月１１日（水）
卓話：河崎充良氏（沖縄国際センター所長）
演題：提案型事業の紹介
◆第２４０８回４月１８日（水）
内容：地区協議会報告会
◆第２４０９回４月２５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）
卓話：外部卓話予定

【理事会報告】
①比嘉直子氏入会について
②台湾東部地震災害への義援金について
③東村山ＲＣへのニコニコについて
【幹事報告】
①東京御苑ＲＣ例会臨時変更のお知らせ
②春の地区ワイン同好会のご案内
③2580地区より地区大会参加のお礼
【回 覧】
①RI2580地区フェイスブック開設のご案内
②補助金カウンセリング開始のご案内
③コーディネーターニュース3月号のご案内
④ＲＩ新出版物のご案内
⑤水と衛生月間リソースのご案内
⑥ロータリー手帳お買い上げのお願い
⑦ハイライトよねやま215号のご案内

■地区・他クラブよりお知らせ

■委員会報告

皆さんこんにちは。今日は多くのゲスト・ビ
ジターにお越し頂き、当クラブ会員より多い
のではないかと思うくらいですが、１時間よ
ろしくお願いします。
先週、日台ロータリー親善会議に参加しまし
た。日台親善会議は今回６回目で２年に１度
開催されます。日本側からロータリアンとそ
の家族で６００名余、役員等で１００名余り
の参加となり台湾側は人数制限されておりま
して会場を広げてもまだ入りきれない状態で
したが活況があり素晴らし会となりました。
特に当２５８０地区と台北の３５８０地区か
らの参加者は多く、というのは３５８０地区
が３５８１地区３５８２地区の２つに分かれ
ており、今回２５８０地区と３５８２地区が
姉妹地区の締結をしておりますのでその２地
区からの参加者は特に多くなっております。
翌日は台北の中和圓通ＲＣ（扶輪社）の例会
にメークアップをしました。その後の懇親会
も盛大に行われてました。それらの合間に高
雄、台北と観光を楽しみました。私のオリジ
ナルスナップ写真をお配りしておりますので
どうぞご覧になってください。たまたま台湾
の旧正月でランタン（天燈）祭りが開催され
ておりました。本日の例会終了後に浜田修宜
野湾警察署署長が退任のご挨拶にお見えにな
ります、皆さん宜しくお願い致します。

■ニコニコの趣旨
■比嘉直子さんご入会おめでとうございます！
（アラルコン朝子）
■比嘉さん入会おめでとうございます！
大勢のゲスト・ビジターをお迎えして(^^♪
（茂宮 隆次）
前回累計
¥363,000
¥38,192
¥2,000
¥2,283
第2403回
累
計
¥365,000
¥40,475
《3月ロータリー為替レート ＄１＝￥108》

■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
2402
2月28日
34
16
4
30
53.33%
6
0
22
30
73.33%

今回
2403
3月7日
35
19
5
30
63.33%
2
0
21
30
70.00%

日台親善会議及び圓通ＲＣ訪問
の報告アラルコン朝子会員
日台親善会議参加者
全員にジャケットのプレ
ゼントがありました。白
間国際奉仕委員長

＜例会変更のお知らせ＞
・那覇南ロータリークラブ
日時：3月19日（月）18：30点鐘
場所：日本蕎麦（かふう）久茂地在
ビジター費：5,000円 夜間例会へ変更
・那覇北ロータリークラブ
日時：3月22日（木）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
（札幌南ＲＣ合同夜間例会に変更）
＜例会休会のお知らせ＞
・那覇南ロータリークラブ
日時：3月26日（月）
定款第8条第1節Ｃ項適用
・那覇東ロータリークラブ
日時：3月22日（木）
定款第6条第1節Ｃ項による
【メークアップのお知らせ】
・浦添ＲＣ3/9（金）夜間例会
出席者：白間弘造会員、東江繁子会員
茂宮隆次会員、大城英明会員、池田沙織会員

３月誕生月おめでとうございます！(^^♪
比嘉盛吉会員（８日）
白間弘造会員（１０日）
大城英明会員（１６日）
田中旨夫会員（２２日）満１００歳(^^♪

入会式

２０１８年３月１４日（第２４０４回）

推薦者宮城富夫会員による入会者
比嘉直子氏プロフィール紹介

「ロータリーの目的」読上げ、授与
会員バッチ授与

比嘉直子氏プロフィール
職

業：易の館（プラザハウス内）
project虹水代表者
東洋易学学会沖縄本部本部長
住まい：宜野湾市普天間
携 帯：090-9787-2799
学 歴：駒沢大学文学部英米文学科卒

新入会員

比嘉直子氏ご挨拶

皆さんこんにちは。今から２０年程前にロータリーに入会していま
した。それなりに年は重ねて来ましたけれども自分自身の役目、自
分の今生の役割、使命は何なのかと、もちろん日々易者を３０年余
りしておりますが、朝から晩まで人をみる仕事をしておりますけれ
ども、もっと他にやれること事はないかと思った時に改めて宜野湾
ＲＣに入会する事が出来まして、世の為、人の為に生きる心情を
もって皆様と一緒に仲良く、自分自身やって来て良かったと思える
人生を送る為に昔仲間の皆さんと一緒に手と手を取り合って頑張っ
てみたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

２０１７－１８年度

国際ロータリー会⻑テーマ

「MAKING A DIFFRENCE」

交換留学生・米山留学生のご紹介

城間地区青少年交換委員会副委員長

當野地区青少年交換委員会委員

上原慎次那覇南ＲＣ会長

職業宣言

第52期派遣学生

来日学生

米山留学生

我那覇沙也様

マリーナ チブ様

ブラジルでの留学経験
は、考え方の違う人と人
との関わりの中で、「な
んくるならない」事が
あっても色々なやり方が
あるという事を実感でき
て自分自身成長出来たと
思います。留学中にベア
とコンタクトが取れて、
彼女は沖縄に帰えりたい
と言ってました。
今日は。マリーナ です。
１８才です。ベルギーか
ら来ました。私はベル
ギーの学校を卒業して来
年大学に行きます。ベル
ギーはヨーロッパの中に
ありフランス、ロシア、
ルクセンブルクとオラン
ダの隣りにあります。住
んでる所によって言語が
変わります。

ハイターイ皆さん米山留
学生のクリスタルバー
ネット２４才です。私は
琉球大学農業学科亜熱帯
地域学部に在籍をしてお
ります。私は長命草の研
究をしており、長命草は
脂肪を防ぐ作用がありま
す。その研究が講じて海
外向けサイトを立ち上げ
クリスタル バーネット様 ました。

６．社員の福祉を図り幸福を希求することも、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

