
■活動計画発表 ■例会予定
<本日＞
◆第２４２０回７月１８日（水）
各小委員会活動計画発表
◆第２４２１回７月２５日（水）
仲田ガバナー補佐訪問挨拶（卓話）
◆第２４２２回８月１日（水）理事会

■例会プログラム ■幹事報告 各小委員会活動計画発表
：柏田 吉美 ■大城幹事 ◆第２４２３回８月８日（水）
：仲吉副会長 卓話：仲宗根快さん（第50期派遣学生）

：新垣 裕輝 演題：Rotary青少年交換の5年間ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版
：奉仕の理想・四つのテスト ◆第２４２４回８月15日（水）
：池田 彩織 委員長：富田 真理子　　　副委員長：許田 英子 ユンタク会

：城間 幹夫 委　員：城間 幹夫、平仲 絢子、外間 宏 ◆第２４２5回８月22日（水）
：仲吉 サダ子 活動方針 卓話：地区RYLA委員会によるRYLA

：大城 英明 （ロータリー青少年指導者養成プログラム）
：富田 真理子、吉田 明正 ◆8月29日（水）　休会

：天願 勇 （定款第8条第1節Ｃ項により）
：伊禮 文雄 【幹事報告】

■ゲスト・ビジター紹介　新垣裕輝親睦委員長 ①会長方針の配布のご案内 活動計画
◆ビジター ②例会休会のお知らせ 日時：8月6（月））14：00～16：00
・飯盛尚子様（会津若松中央ＲＣ） 7月17日（火）那覇ＲＣ 会場：沖縄かりゆしｱｰﾊﾞﾝﾘｿﾞｰﾄﾅﾊ　6階

■会長代行挨拶 出席予定者：会長、幹事と地区委員
■仲吉副会長

④5クラブ合同例会及び帰国報告会について 日時：8月9（水））15：00登録開始
　 会場：ホテルグランドパレス

　　　東京都千代田区飯田橋1-1-1
登録料：研修会4,000円　懇親会6,000円
（RI第2500地区パストガバナー）釧路ＲＣ　　　　
出席予定者：会長幹事、主要委員長

■活動計画発表

　　委員長：吉田 明正　副委員長：比嘉 盛吉
　　委　員：仲吉 サダ子、山城 源治
■活動計画

　　委員長：吉田 明正　副委員長：比嘉 盛吉
　　委　員：東恩納 弘美
■活動計画

1.1917年（アーチ・クランフ会長）に「世界で
良いことをするための」基金として発足した
ロータリー財団の意義や目的を理解し、寄付や
プログラムへの参加協力を推進するため、ロー
タリー財団月間に地区ロータリー財団委員の卓
話を行います。

2.補助金プロジェクトの計画・申請のため「地区
補助金カウンセリング」やクラブ社会奉仕委員
会等各委員会及び行政、福祉団体等と連携し、
その実現に向け取り組みます。

3.財団の存在意義や寄付への理解を深めながら、
ポール・ハリス・フェローやベネファクター等
への新しい寄付者の誕生を促進します。

1
免除会員

《7月ロータリー為替レート　＄１＝￥110》

■地区・他クラブよりお知らせ

■新年度のニコニコの予算が決定致しましたの
で皆様の協力をよろしくお願いします。
会津若松中央ＲＣの飯盛さん本日は大変有難う
御座いました。（柏田 吉美）

③宜野湾市観光振興協会より会長退任と就任の
案内状が届いております。

明日は約130名位の参加者が予定されており
混雑が予想されるので事前に登録料を事務局
に納めて下さい。又、地区青少年交換副委員
長が当クラブの城間会員ですので多くの方が
参加されて宜野湾ＲＣは凄いなとＰＲになる
ので是非これからでも登録して下さるようお
願いします。

⑤本日のビジター飯盛尚子様から会津若松市戊
辰戦争150周年記念バッジとお菓子のお土産を
頂きました。

第2419回 ¥2,000 ¥0
累 計 ¥11,000 ¥2,714

■大自然の暴雨、暴風による人間への被害が少
しでも復興に向けて地球環境が穏やかになりま
すように祈りをこめて・・・。（天願 勇）

前 回 累 計 ¥9,000

例会№

　　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか
　　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか

2,418 2,419

＊＊＊　第２４１9回　（２０１８年７月１１日）　例会報告　＊＊＊

司 会
開 会 点 鐘
ゲストビジター紹介

斉 唱
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

次世代を担う青少年のより良い未来のために、
ロータリー活動を通して新世代の育成をはかり
将来のリーダーとなってもらえるよう支援を行
う。

1）ロータリー青少年指導者養成プログラム
（RYLA）へ参加協力し、研修プログラムに参加
を希望する青少年を積極的に支援する。

2）次年度に派遣予定の第55期青少年交換派遣
学生（砂川夏海さん）のスポンサークラブとし
て派遣までの準備や事前研修などすべての面に
おいてサポートする。。

ロータリー財団委員会・プログラム委員会
両委員会委員長　吉田 明正

プログラム委員会

＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

会員増強・新クラブ結成推進月間

32 32

出席者数 24 21
35

例会日 2018/7/4 2018/7/11

会員数

算定用会員数

¥2,714

皆さん、こんにちは。本日はガバナー月信から抜粋し
てお話しします。バリーラシンＲＩ会長のテーマは
「BE THE INSPIRATION」」インスピレーションに
なろうという事ですが、なかなか理解しにくく、どう
いう風に訳すればよいものかと、インスピレーション
というと私達は”ひらめき”とか”霊感”という言葉
が浮かんできますが皆さんはどう思われるのでしょう
か？さて、本年度、松坂ガバナーのテーマは「研修と
活性化」を掲げておられます。2016～17年上山ガ
バナー年度は「親睦と研修」、2017～18年吉田ガ
バナー年度は「研修と実践」がテーマでございまし
た。地区としましては会員の資質向上を図る為、敢え
て単年度ではなく３年間に渡り「研修」をメインに行
動を起こしている訳でございます。奉仕活動を効果的
に実践する為にはロータリーを良く理解する事が本当
に重要な事でございます。退会者の多くはロータリー
活動を理解せずに辞めて行くという現状を踏まえて研
修によって会員の資質向上を図りつつ退会防止に繋げ
て行くという事がクラブの活性化の第一歩だとして松
坂ガバナーは研修の重要性を提唱しておられます。幸
いな事に沖縄分区では地区の研修サブリーダー根路銘
敦さんが一生懸命研修会を開催していて、すごい力の
入れようでございます。これを機会にロータリーの
「入りて学び、出でて奉仕せよ」の精神で私達会員が
一つでも多くの研修会に出席しお互いに切磋琢磨し
あって良い学習をしていけたらと思っております。東
江会長のクラブテーマは「キラリ輝こう」となってお
ります。一人一人が元気で活力あるクラブにしたいと
いう会長の気持が表れております。どうぞ皆様キラリ
輝いて元気でこの一年間を楽しく過ごしていけたらと
思います。簡単でございますが挨拶に代えさせて頂き
ます。ありがとうございました。

ｴｺ思想推進宣言
副 会 長 挨 拶
幹 事 報 告
計 画 発 表
ﾆｺﾆｺＢＯＸ

35

65.63%

出 席 報 告

■ニコニコの趣旨

3）地域の学校や団体と連携して青少年との交流
を積極的に行い、ロータリー活動を広く知って
もらうよう努める。

第１回分区連絡会

2018-19年度第1回地区研修会

新世代奉仕委員会　富田委員長

ロータリー財団委員会

1.バリーラシン会長は、会長就任メッセージで
ロータリアン自身のより良い変化を生み出しな
がら、力を合わせて、より良い、より健全な地
域社会や世界にするための「インスピレーショ
ンになろう」と述べ、特にロータアクトの強化
や環境問題への取り組みを強調しています。

当クラブでも、例会の卓話等を通して理解を
深め、実践していくためのプログラムづくりに
努めます。

2.理事会や各委員会の計画が円滑に実行されるよ
う、また、会員相互の親睦が図られ、タイム
リーな情報提供がなされ、楽しく参加できるよ
うなプログラム編成に努めます。

3例会においては、会員卓話やユンタク会、外部
卓話をバランスよく配し、クラブでの自分の役
割や地域社会におけるロータリーの役割等につ
いて理解を深め、クラブ活動への積極的な参加
に繋がるようなプログラムづくりに努めます。

4.例会に数回「ユンタク会」を設け、クラブの活
性化や会員増強、環境問題等について自由闊達
に意見を述べ合う場づくりを行います。

出席免除者欠席 3 3

訂正出席率 78.13% 68.75%

訂正出席者数 25 22
訂正算定分母 32

0 0
メーク
アップ

一般会員 1
出席率 75.00%

32



例会場： ラグナガーデンホテル　TEL: 098-897-2121 2018-19年度

例会日： 毎週水曜日　12:30～13:30 会長： 東江 繁子

事務所： 宜野湾市大山 2-9-25-2F 幹事： 大城 英明

TEL： 098-898-9000 会報委員長： 我謝 八重子

FAX： 098-898-0003

E-mail： info@ginowan-rc.org

地区青少年交換副委員長　城間 幹夫挨拶

地区青少年交換委員長　内田祐輔氏ご挨拶

　　7/17沖縄タイムス掲載記事
　　　　　　　　　　宮城富夫会員提供

青少年交換派遣学生帰国・来日学生
帰国前合同報告会

報告会を終えて(^^♪
皆様お疲れ様でした。

「義」の心を重ん
じた戊辰戦争150
年についてスピー
チをなさる会津若
松中央ＲＣの飯盛
尚子様

2018-19年度クラブ会長テーマ：　キラリ輝こう！

主なテリトリー：宜野湾市、北谷町、中城村、北中城村
創立：1966年1月10日

2018年7月18日号

（ 第 2420 回 )

職業宣言　６．社員の福祉を図り幸福を希求することも、職業奉仕だ。

国際ロータリー 第2580地区 宜野湾ロータリークラブ

Rotary Intenational District 2580 Rotary Club of Ginowan


