＞＞＞

四つのテスト ＜＜＜～言行は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

■委員会報告

青少年奉仕月間
＊＊＊

第２４０９回

（２０１８年４月２４日）

■例会プログラム

■会長挨拶

司
会 ：新垣 真由美
開 会 点 鐘 ：永山会長
ゲストビジター紹介 ：新垣 裕輝
斉
唱 ：日も風も星も・四つのテスト
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ ：池田 彩織
ｴｺ思想推進宣言 ：富田 真理子
会 長 挨 拶 ：永山 雄一
幹 事 報 告 ：茂宮 隆次
委 員 会 報 告 ：白間 弘造
卓
話 ：横江崇氏
ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：伊禮 文雄
出 席 報 告 ：伊禮 文雄

■永山会長

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介
■新垣裕輝会員

☆ゲスト
・横江崇様（平仲絢子会員紹介）
★ビジター
・渡慶次薫様（那覇東ＲＣ）
・二宮徹様（福岡城西ＲＣ）

例会報告

＊＊＊

皆さんこんにちは。
ここ沖縄では麻疹の感染が広がっておりまして
82名の感染者が発生しているとの新聞記事を
みましたが、麻疹は小さい子供がかかるものだ
と思っておりましたが、そうではなく成人の人
にも感染するんですね。感染力凄く強くて沖縄
観光のキャンセル、イベントの中止など色々な
面で影響が出ており、非常に深刻な状況だと思
います。さて、本日も準会員の二宮徹様、那覇
東ＲＣ次年度会長渡慶次様、本日の卓話の横江
様、ようこそいらしゃいました。本日もよろし
くお願いします。

■ニコニコの趣旨

■ロータリーソング
♫
♬

■横江様貴重な卓話大変勉強になりました。あ
りがとうございます。（茂宮 隆次）
前回累計
¥452,000
¥45,470
¥1,000
¥2,047
第2409回
累
計
¥453,000
¥47,517
《5月ロータリー為替レート ＄１＝￥108》

■出席報告
♪
(^^♪
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

池田沙織会員

■エコ思想思想推進推進宣言

富田真理子会員

出席報告
前回
今回
例会NO.
2408
2409
例会日
4月18日 4月25日
会員数
35
35
出席者数
25
18
出席免除者欠席数
2
5
算定用会員数
33
30
出席率
75.76% 60.00%
一般会員
1
1
メーク
アップ
免除会員
0
1
訂正出席者数
26
20
訂正算定分母
33
31
訂正出席率
78.79% 64.52%
【メークアップ4/25算入】
4/26 圓通ＲＣ例会出席 田中旨夫会員
4/26 コザＲＣ例会出席 柏田吉美会員

白間国際奉仕委員長
圓通ＲＣ14周年記念式典への参加の呼びかけ
旅程案内
10:00
那覇空港国際線カウンター搭乗手続き
11:45
チャイナエアライン121便➡台湾へ
12:25
台湾着【入国手続き】
専用車にて新北市内ホテルへ
5/17 15:00
ホテルにて休息
17:00
専用車にて圓通ＲＣ記念式典会場へ
17:30
式典受付（中和華漾大飯店）
18:00
式典開宴
20:00
終了後各自タクシーにてホテルへ
8:00
ホテルにて朝食
9:00
新北市淡水地区歴史地区散策
12:30
ホテルにて昼食
5/18 14:00
桃園国際空港へ出発
15:00
桃園国際空港搭乗手続き
17:10
チャイナエアライン122便➡沖縄へ
19:45
那覇空港着【入国手続き】
※旅費お一人様５９､０００円

■緊急草刈り作業（社会奉仕委員会）

4/28（土）16：00～蝶々ハウス周辺の草刈
り作業を行いました。皆様大変お疲れ様でし
た。(^^♪

■例会予定
<本日＞
◆第２４１０回５月２日（水） 理事会
卓話：上地武昭氏（沖縄大学教授）
演題：未定（地域福祉論、地域福祉計画論）
◆第２４１１回５月９日（水）
卓話：櫻井権司パストガバナー
演題：「クラブ戦略計画について」
◆第２４１２回５月１６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（第２話）
◆第２４１３回５月２３日（水）
※夜間例会から昼例会（ラグナ）に変更
●５月３０日（水）休会
（定款第8条第1節Ｃ項適用）

■地区・他クラブよりお知らせ
＜例会変更のお知らせ＞
・コザロータリークラブ
日時：5月10日（木）➡下記に変更
5月8日（火）5時8分ゴーヤー祭り
場所：沖縄市一番街コザBOX
主催：コザロータリークラブ
＜例会変更のお知らせ＞
・コザロータリークラブ
日時：5月3日（木）憲法記念日につき
第6回1017-18年度地区社会奉仕委員会・希
望の風奨学金支援特別委員会合同会議
日時：5月10日（木）18：00～20：00
会場：讃アプローズ（帝国ホテル本館中2階）
東京都千代田区内幸1-1-1
会費：10,000円
出席者：白間弘造希望の風奨学金委員
沖縄分区次年度会長・幹事会
日時：5月14日（月）14：30～16：30
場所：沖縄かりゆしアーバンリゾートナハ6階
会費：2,000円
議題：1.次年度沖縄分区の活動方針について
2.分区予算案について
出席者：東江繁子次年度会長
出席者：大城英明次年度幹事
会長エレクト＋次年度米山委員長
セミナー開催のお知らせ
日時：6月5日（火）15：30～19：00
場所：ロワジールホテル那覇「北殿の間」
登録料：10,000円
出席該当者：東江会長エレクト
出席該当者：茂宮米山奨学委員長
【メークアップのお知らせ】
・那覇南ロータリークラブ例会
日時：4月23日 城間幹夫会員出席
・コザロータリークラブ例会
日時：4月26日 柏田吉美会員出席

卓話：横江崇氏（子どもシェルターおきなわ 理事長）
演題：子どもシェルターおきなわの活動について

■横江崇氏プロフィール紹介

平仲絢子会員
【略歴】
1976年東京生まれ
中央大学法学部卒業後、2000年司法試験合格
2002年 司法修習生として来沖
2003年 沖縄弁護士会に弁護士登録
2006年 美ら島法律事務所開業
2016年 ＮＰＯ法人子どもシェルターおきなわ設立
現在、少年非行、児童虐待、いじめ等の子どもの人権課
題に取り組んでいる。

２０１８年５月２日（第２４１０回）

２０１７－１８年度

国際ロータリー会⻑テーマ

「MAKING A DIFFRENCE」
【役職】
・沖縄弁護士会子どもの権利に
関する特別委員会委員長

・日本弁護士連合会子ども
の権利委員会副委員長
・沖縄県社会福祉審議会委
員
・沖縄県子どもの貧困対策
に関する有識者会議構成員
・ NPO 法 人 子 ど も シ ェ ル
ターおきなわ理事長

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
職業宣言

１１．例会に出席して多くの人と職業上の理解を深めることも職業奉仕だ。

