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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

■例会予定
<本日＞
◆第２４１４回６月６日（水）

ロータリー親睦活動月間
＊＊＊

第２４１３回

（２０１８年５月２３日）

■例会プログラム

■幹事報告

司
会 ：仲吉 サダ子
開 会 点 鐘 ：永山会長
ゲストビジター紹介 ：新垣 裕輝
斉
唱 ：奉仕の理想・四つのテスト
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ ：大城 英明
ｴｺ思想推進宣言 ：宮城 富夫
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、宮城富夫、東江繁子

■茂宮幹事

：我謝八重子、永山雄一、新垣裕輝

ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：伊禮 文雄
出 席 報 告 ：伊禮 文雄

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介

新垣裕輝会員

☆ゲスト
・遠藤町子様（遠藤茂敏様令夫人）
・又吉宏美様（東江繁子会員紹介）
★ビジター
・遠藤茂敏様（台北城東ＲＣ）
・宮内一郎（那覇西ＲＣ）
・渡慶次薫様（那覇東ＲＣ）
・二宮徹様（福岡城西ＲＣ）

例会報告

＊＊＊

白間友好委員長
圓通ＲＣの14周年式典は素晴らしものでし
た。正式に友好クラブとして締結出来るよう
に今後も友好を深めて行きたいと思います。
【幹事報告】
本日の週報にも載っておりますが、吉田健二地
区研修リーダーより地区研修協議会欠席者対象
研 修 会 開 催 の ご 案 内 が あ り ま す。 6月 11日
（月）ホテルロイヤルオリオンにて午後2時か
ら2時間程度です。該当の方には文書をお渡し
しますので参加方よろしくお願いします。
【回 覧】
①青少年奉仕情報第29号のご案内
②「地区青少年奉仕包括成果発表会」議事録の
ご案内
③飢餓対策ニュース5月号のご案内
④「不正大麻・けし撲滅運動」の広報及び啓発
活動へのご協力のお願い

■会長挨拶

■ニコニコの趣旨

■永山会長

■今日の例会に出席されたゲスト・ビジターの皆様
大変お世話になっております。ありがとうございま
した。今後ともよろしくお願い致します。
（茂宮 隆次）

宮城ロータリー情報研修委員長
2020年日本のロータリーが100周年を迎え
るに当たり、記念ピンバッチのデザインを募
集しております。皆さん応募して下さい。因
みに私もひとつデザインしてみました。

前回累計
¥493,000
¥53,167
¥1,000
¥3,000
第2413回
累
計
¥494,000
¥56,167
《6月ロータリー為替レート ＄１＝￥110》

■出席報告

永山雄一会長
皆さんこんにちは。
私事でありますが、来月から旅行に行きます
のでしばらく留守にします。その間宮城副会
長にお任せしておりますので宜しくお願い致
します。6/27の最終例会には出席致します。
本日も大勢のゲスト・ビジターの方が宜野湾
ＲＣにお越し下さいましてありがとうござい
ます。遠藤さんご夫妻とは台湾でもご一緒さ
せて頂き大変お世話になりました。台湾の報
告は白間友好委員長から後ほどなされると思
いますので宜しくお願い致します。

出席報告
前回
今回
例会NO.
2412
2413
例会日
5月16日 5月23日
会員数
35
35
出席者数
18
21
出席免除者欠席数
3
4
算定用会員数
32
31
出席率
56.25% 67.74%
一般会員
3
1
メーク
アップ
免除会員
0
0
訂正出席者数
21
22
訂正算定分母
32
31
訂正出席率
65.63% 70.97%
【メークアップ】5/24出席5/16算入
◆圓通ＲＣ例会出席 田中旨夫会員
◆コザＲＣ例会出席 新垣真由美、平仲絢子

友利敏子ガバナー補佐

東江会長エレクト
圓通ＲＣとの友好クラブ締結に向けて次年度
は前向きに検討したいと思います。

■報告

理事会

◆第２４１５回６月１３日（水）
クラブ協議会
◆第２４１６回６月２０日（水）
移動例会（社会奉仕活動）慰霊の日に因んで
場所：宜野湾市いこいの市民パーク
時間：10：30集合 11：00放蝶
◆第２４１７回６月２７日（水）
夜間例会（永山年度最終例会）19：00点鐘
場所：ラグナガーデンホテル

■地区・他クラブよりお知らせ
地区研修協議会（松阪順一年度）
欠席者対象研修会のご案内
日時：6月11日（月）13：30受付
14：00開始～2時間程度
場所：ホテルロイヤルオリオン
各委員会の会場は当日確認の事
登録料：3,000円/1人（当日払い）
対象者：東江会長（出席）
永山職業奉仕委員長（欠席）
アラルコン国際奉仕委員長（出席）
吉田ロータリー財団委員長（出席）
茂宮米山奨学委員長（出席）
國吉クラブ研修リーダー（出席）
仲吉地区社会奉仕委員（出席）
白間希望の風奨学会委員（出席）
講師陣：吉田健二研修リーダー
：土居岩生研修サブリーダー
：田中久光社会奉仕委員長
※役職＝次年度役職
第５５回インターアクト年次大会
第５５回年次大会テーマ 未来への道
開催日：2018年8月5日（日）
場 所：昭和薬科大学付属高校
登録料：3,000円
【メークアップのお知らせ】
・コザＲＣ5/24（木）例会出席
仲吉サダ子会員、城間幹夫会員
新垣真由美会員、平仲絢子会員
・浦添ＲＣ6/1（金）例会出席
柏田吉美会員

誕生月おめでとうございます！
新垣利江子会員 （３日）
渡慶次薫会長エレクト（那覇東）
7/12（木）かりゆしアーバンリゾートナハに
て合同例会及び帰国報告会の開催を企画して
おります。

会員情報

２０１８年6月６日（第２４１４回）

２０１７－１８年度

■スピーチ

「MAKING A DIFFRENCE」

青少年交換派遣学生募集の件で沖縄尚学高校を表敬訪問しました。（5/17）
名城政次郎理事長を囲んで記念撮影 （情報提供：城間青少年交換副委員長）

赤
い
羽
根
共
同
沖募
縄金
タの
イ記
ム
事

柏ス
田五
吉月
美二
会十
員日
提掲
供載

クラブテーマ：変化をもたらす

オキナワグラフ６月号掲載記事

職業宣言

国際ロータリー会⻑テーマ

柏田吉美会員情報提供

３．どんな仕事でも有用で、それを継続する事が、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

