
＞＞＞　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 <本日＞
４．みんなのためになるかどうか ◆第２４０６回４月４日（水）　理事会

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

：岡江 保彦 ☆ゲスト ◆第２４０８回４月１８日（水）　

：永山会長 ・宮城規眞先生（柏田吉美会員紹介） ・地区協議会報告会

：新垣 裕輝 ・又吉幸子様（ラウンジ涼） ◆第２４０９回４月２５日（水）

：奉仕の理想・四つのテスト ★ビジター 卓話：平仲明信氏（リングネーム）

：池田 彩織 ・大宜見民子様（浦添ＲＣ） 講師　宮城規眞氏プロフィール 　　（平仲ボクシングスクールジム会長）

：吉田 明正 ・山里将様（浦添ＲＣ） ・宜野湾市大山在住 演題：未定（夜間例会から通常例会に変更）

：永山 雄一 ・二宮徹様（福岡城西ＲＣ） ・陸軍士官学校５７期 ◆第２４１０回５月２日（水）　

：茂宮 隆次 ・米国オレゴン州立大卒 卓話：上地武昭氏（沖縄大学教授）

：東江 繁子、柏田 吉美 ・琉球政府立知念高等学校教諭 演題：未定（地域福祉論、地域福祉計画論）

：宮城 富夫、城間 幹夫 ・「琉球歴史年代対照表」作成

：宮城規眞先生 　「琉球歴代の王統」作成（ｺﾋﾟｰ有り） ◆新ロータリークラブ創立のお知らせ

：新垣 義夫 新クラブ名：東京丸の内ＲＣ

：伊禮 文雄 RI加盟認証日：2018年2月26日

：永山会長 スポンサークラブ：東京お茶の水ＲＣ

■会長挨拶 所属分区：中央分区

■永山会長 【メークアップのお知らせ】

・コザロータリークラブ例会

日時：3月22日（木）東江繁子会員出席

琉球歴代の王統 （宮城規眞先生資料から抜粋）

（一）天　孫　氏　（１１８７年前）

（二）源　為　朝　

（五）昭和２１年４月２４日戦後の初代知事に志喜屋孝信が就任した。

①3月カラカラ会開催のご案内

②第2580地区収支予算書（案）通知書

③東京丸の内ＲＣ創立のお知らせ

【回　覧】

①ロータリー・リーダーシップ研究会からＲＬＩとは 【メークアップ3/7算入】

②My Rotaryの登録方法について 3/1日台親善会議出席　新垣裕輝会員

③戦略計画立案ガイドのご案内 3/2圓通ＲＣ例会出席　田中旨夫会員

④ハイライトよねやま216号のご案内 【メークアップ3/14算入】

⑤飢餓対策ニュース3月号のご案内 3/9浦添ＲＣ出席　茂宮隆次会員

■地区・他クラブよりお知らせ

訂正出席率

3月7日

今回

例会NO. 2403

訂正出席者数 21

63.64% 69.70%
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0 0

33 33
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琉球最初の国王は天帝子の子、天孫氏という伝説がある。王府の編集した「球陽」にも「天孫氏は
乃ち天帝の長子にして、初めて国君となり、天孫氏と称す」と記されている。天孫氏王統は２５代、
「１万７千８百２年」もつづく。天孫氏は２５代目になって、利勇（１１８０年）という家臣に滅ば
された。

保元の乱に敗れた源為朝は伊豆大島に流されたが、平清盛を討つため肥後より舟を出した源為朝
は、１１６５年今帰仁間切りの運天港に流れ着いた。南部の大里按司の妹を妻にして尊敦が生まれ
た。尊敦は舜天と改め、２１才で王位についた。

※明治５年（１８７２年）琉球藩に変わり、明治１２年（１８７９年）３月31日琉球藩を廃し４
月４日より沖縄県になる。

（三）〔沖縄県知事〕初代県令鍋島直彬より代２７代県知事島田叡。
　　　明治１２年（１８７９年）４月４日～昭和２０年（１９４５年）６月２３日

（四）昭和２０年８月～昭和２１年４月２３日まで沖縄諮詢会を設置し委員長に志喜屋孝信が就任し
た。

■卓　話

・琉球歴史、民族史、習俗と信仰、沖縄の
年中行事、祭り等を専門とし、沖縄県教育
委員会、各市町村教育委員会、本県及び他
県大学、教職員研修、各地域の公民館等で
ご講演。

・中央公民館で琉球の歴史を学ぶサークル
「さつき会」の指導者

幹 事 報 告

委 員 会 報 告

¥40,475

出席報告 前回

《4月ロータリー為替レート　＄１＝￥104》

■出席報告

前 回 累 計 ¥365,000

算定用会員数

出席者数 19 22

出席免除者欠席数

■今日もよろしくお願いします。（山里将）

出 席 報 告

出席率

メーク
アップ

一般会員

会員数 35

累 計

ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介

■ニコニコの趣旨

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
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¥40,475¥369,000
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■幹事報告　　茂宮幹事　　

皆さんこんにちは。二か月ぶりの例会出席で
す。宮城副会長、会長代理をして頂きありが
とうございました。残りの三か月一生懸命頑
張りたいと思います。
今回の比嘉直子さんの入会、誠におめでとう
ございます。
今日は浦添ＲＣから山里パストガバナー補佐
そして大宜見さん当クラブの例会にご出席頂
きありがとうございます。
今日の卓話は、琉球歴史の専門家、宮城規眞
先生のご講話です。琉球の歴史を知識を広め
たいと思います。どうぞよろしくお願い致し
ます。

■宮城規眞先生、貴重なお話ありがとうござい
ました。先生の素晴らしさに感動致しておりま
す。（アラルコン朝子）

2

1

33

63.33% 66.67%

ｴｺ思想推進宣言

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

卓 話

斉 唱

会 長 挨 拶

閉 会 点 鐘

■宮城先生、卓話ありがとうございます。
９９才、すごい！すごい。後１０年は大丈夫、
いや１２０才までよろしく、我々をご指導願い
ます。１２５代（皇期２６７８年）
　　　　　　　　　　　　（新垣 義夫）

■永山会長長期海外出張お疲れ様です。あと
３ヶ月間頑張って下さい。
宮城先生素晴らしい卓話有難う御座居ました。
今後も健康に留意され社会の為に貢献して下さ
い。（柏田 吉美）

■例会予定

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介　　新垣裕輝会員

開 会 点 鐘

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

＊＊＊　第２４０４回　（２０１８年３月１４日）　例会報告　＊＊＊

■例会プログラム

母子の健康月間

司 会

■宮城規眞先生プロフィール紹介

第2404回 ¥4,000

3月14日

2404

例会日

¥0

免除会員

訂正算定分母



：許田 英子

：永山会長

：我らが生業・四つのテスト

：東江 繁子

：宮城 富夫

：永山 雄一

：新垣 義夫、宮城 富夫

：新垣 義夫

：永山会長

■会長挨拶
■永山会長

◆コザロータリークラブ

＜例会休会のお知らせ＞

日時：4月12日（木）

　　（定款第8条第1節Ｃ項適用）

＜例会変更のお知らせ＞

日時：4月19日（木）点鐘19：00

場所：和食樂（北中城村島袋1251）

ビジター費：5,000円

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。

＊＊＊　第２４０５回　（２０１８年３月２８日）　例会報告　＊＊＊

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

ｴｺ思想推進宣言

会 長 挨 拶

委 員 会 報 告

司 会

斉 唱

開 会 点 鐘

■出席報告
出席報告 前回 今回

■地区・他クラブよりお知らせ

■報告

34.38%

例会NO. 2404 2405

出 席 報 告

閉 会 点 鐘

出席者数 22 11

出席免除者欠席数 2 3

例会日 3月14日 3月28日

会員数 35 35

皆さんご出席ありがとうございます。非常に
寂しい夜間例会になりました。本来なら昼間
来れない会員の為にこの夜間例会を設けまし
たが、やはり出席出来ない様で残念です。夜
間例会のあり方としてはこれからの課題とし
ますが、欠席からは何の親睦も生まれないで
す。是非皆で盛り上げて頂きたいと思いま
す。来月25日の夜間例会ですが、平仲元チャ
ンピオンの卓話が予定されておりますが、平
仲元チャンピオンのスケジュールの都合によ
り昼間の例会に変更致します。4/25の例会は
ラグナガーデンホテルにての通常例会となり
ます。

例会の様子

天皇皇后両陛下の
沖縄県ご訪問にあ
たり、お出迎えと
提灯行列の様子に
ついて

台湾東部（花蓮地
区）地震災害への
義援金の贈呈式に
ついて

訂正出席率 69.70% 34.38%

訂正出席者数 23 11

訂正算定分母 33 32

メーク
アップ

一般会員 1 0

免除会員 0 0

算定用会員数 33 32

出席率 66.67%

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

２０１８年３月２８日（第２４０５回）
２０１８年 ４月 ４日（第２４０６回）

合併号

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

誕生月おめでとうございます！

吉満光徳会員（2日）

池田沙織会員（7日）

新垣義夫会員（20日）


