
■活動計画発表 ■例会予定
<本日＞
◆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
各小委員会活動計画発表
◆第２４２３回８月８日（水）

■例会プログラム ■幹事報告 ユンタク会
：柏田 吉美 ■大城幹事 ◆第２４２４回８月１５日（水）
：東江 繁子 卓話：仲宗根快さん（第50期派遣学生）

： 演題：Rotary青少年交換の5年間ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版
：我らが生業・四つのテスト ◆第２４２5回８月22日（水）
：池田 彩織 委員長：新垣 真由美　　副委員長：仲吉 サダ子 卓話：地区RYLA委員会によるRYLA

：新垣 義夫 委　員：大城 英明、吉田 明正 （ロータリー青少年指導者養成プログラム）
：東江 繁子 基本方針 ◆8月29日（水）　休会

：大城 英明 （定款第8条第1節Ｃ項により）
：新垣 真由美、永山 雄一 【幹事報告】
：岡江 保彦、アラルコン朝子 ①7月豪雨災害支援金のお願い <例会変更のお知らせ＞
：富田 真理子、岡江 保彦 　募金箱を回覧しますのでご協力をお願いします。 ・名護ロータリークラブ

：新垣 義夫 【回　覧】 日時：7月25日（水）19：00～
：伊禮 文雄 ①7月豪雨災害支援金の募金箱 場所：焼肉乃我那覇本店

活動計画 ビジター費：5,000円

■会長挨拶 ※ロータリー花壇清掃（名護市役所前）
■東江会長 　16：00～清掃終了後焼肉店にて移動例会

・浦添ロータリークラブ
日時：8月10日（金）➡8月5日（日）に変更
　　「インターアクト年次大会」
　日時：8/5（日）受付8：30　開会9：00
　会場：昭和薬科大学付属高校 多目的ホール
<例会振替のお知らせ＞
・名護ロータリークラブ
日時：8月8日（水）➡8月3日（金）へ振替

③青少年奉仕情報第30号のご案内 ※北部地区中学校新人野球大会組合せ抽選会
④飢餓対策ニュース7月号のご案内 日時：8月15日（水）➡8月10日～12日へ
⑤第17回ロータリー全国囲碁大会のご案内 ※北部地区中学校新人野球大会の為振替

<例会休会のお知らせ＞
・浦添ロータリークラブ
日時：8月24日（金）　祝日扱い：盆休み
　　　（定款第8条第1節Ｃ項）
・名護ロータリークラブ
日時：8月29日（水）　休会
　　（定款第8条第1節Ｃ項適用）

■沖縄分区よりお知らせ
　　委員長：岡江 保彦　副委員長：新垣 義夫 ・第1回分区連絡会のご案内
　　委　員：國吉 一人、宮城 仲健 日時：8月6日（月）14：00～16：00
　　　　　：天願 勇、比嘉 直子 場所：沖縄かりゆしアーバンリゾートナハ
■活動計画 出席対象者：会長、幹事、地区委員

■第2580地区よりお知らせ
・第1回地区研修会のご案内
日時：8月9日（木）15：00登録開始
場所：ホテルグランドパレス（東京都千代田）
出席対象者：
　　東江会長、大城幹事、地区委員
　　國吉クラブ研修リーダー
　　五大奉仕委員会各委員長
　　吉田ロータリー財団委員長
　　茂宮米山奨学委員長
登録費：研修会のみ4,000円
　　　：研修会＋懇親会で10,000円

出席免除者欠席 3 3

訂正出席率 65.63% 78.13%

訂正出席者数 21 25
訂正算定分母 32
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1地域の諸団体が実施する福祉事業に積極的に参
画し協力する。本年度も、はごろも祭りや清掃
作業に参加協力する。

会 長 挨 拶
幹 事 報 告
計 画 発 表
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■ニコニコの趣旨
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例会日 2018/7/11 2018/7/18

会員数

算定用会員数

35

65.63%

※82円切手10枚あります（欲しい方は事務局まで）

＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

クラブ管理運営委員会　新垣委員長

委 員 会 報 告

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

2,419 2,420

＊＊＊　第２４２０回　（２０１８年７月１８日）　例会報告　＊＊＊

司 会
開 会 点 鐘
ゲストビジター紹介

斉 唱
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会員増強・新クラブ結成推進月間

¥5,693

ｴｺ思想推進宣言

地域環境を保全し、地域の人々が快楽に生活で
きる活動を支援する。

《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

皆さん改めましてこんにちは。先週は所用で欠
席でしたが、仲吉副会長か立派に会長代行をし
て頂き感謝申し上げます。
さて、先週会長方針をお配りした所ですが、五
大奉仕委員会及び小委員会の委員長はそれぞれ
の担当を理解して頂き役割を果たして頂きたい
と思います。バリーラシンＲＩ会長のメッセー
ジに「インスピレーションになろう」という抽
象的な表現がありますが、一番分かりやすいも
のを紹介します。「一番大切なのは前向きな変
化を生み出し、私達が今日直面する課題に勇気
と希望そして創造性を持って正面から立ち向か
う意欲をクラブ、地域社会そして組織全体から
引き出すための（インスピレーションになろ
う）となる必要がある」【ロータリーの友7月号
21Pより抜粋】という風に言っておられます。
とにかく、お互いに気を使い、気配り、目配り
しながら楽しくやっていこうという意味ではな
かろうかと思います。
この後、大城幹事の方からもお願いがあるかと
思いますが、西日本豪雨災害は甚大なものであ
り、最近の異様な暑さの中、被災地では大変な
苦労があるかと思います。どうぞ皆さん支援金
へのご協力よろしくお願いします。

■今年も社会奉仕委員となり、又々ニコニコ担
当です。ということは皆様のニコニコへの支援
があればあるほどニコニコとなります。
　　　　　　　　　　　　　　（新垣 義夫）

第2420回 ¥2,000 ¥2,134

1
免除会員

今年は平成最後の年となります。クラブ運営の
基本原則を理解して、宜野湾ロータリークラブ
の会員であることに自覚と誇りを持ち、東江会
長の方針である”ひとりひとりが元気で活力あ
るクラブ”作りを会員一丸となり実践して有意
義な一年になるよう努めて参ります。

1.会員を中心にロータリー活動に活かせる卓話を
企画します。

2.会員同士の親睦を図ると共に、ゲスト・ビジ
ターの皆様との交流を深める楽しい中にも品位
ある例会運営に努めて参ります。

3.東江会長、大城幹事をはじめ各委員長と連携し
て”オンリーワン”で”魅力的”なクラブ作り
を実践して、更なる出席率向上に繋がるよう努
めて参ります。

②東京麴町ＲＣより「END POLIO NOW」記念
切手のご案内

累 計 ¥13,000 ¥7,827

■新垣会員の苦しそうな顔を拝見して可哀想な
ので私はニコニコ致しました。皆様もご協力ゆ
たしくお願い致します。（茂宮 隆次）

前 回 累 計 ¥11,000
社会奉仕委員会　岡江委員長

32

2.動植物に対する愛護精神を高揚し、地域環境の
改善に寄与する事業を推進する。年に数回実施
する「オオゴマダラ放蝶」事業は本年度も維持
管理する。

3高齢化の進展、若年層の減少による社会構造の
変化に対応する教育プログラムを作成し実行す
る。その分野の専門家を招き、講話、卓話の機
会を設ける。



■活動計画発表 ■活動計画発表

委員長：アラルコン朝子　副委員長：平仲 絢子
　　委員長：永山 雄一　 副委員長：池田 彩織 委　員：白間 弘造、新垣 利江子
　　委　員：我謝 八重子、柏田 吉美 ■活動計画
　　　　　：高橋 清一郎、伊禮 文雄
■活動計画

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

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。

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

2018-19年度クラブ会長テーマ：　キラリ輝こう！

2018年7月25日号

（ 第 2421 回 )

国際奉仕委員会　アラルコン委員長

1.宜野湾市国際交流協会への支援
宜野湾ロータリークラブは理事の一員であり、積極的
に行事に参加する

2.国際協力機構沖縄国際センターとの交流
世界各国から勉学に勤しむ若い学生達への支援交流を
図る

職業宣言　８．
職業倫理を高める事は、職業奉仕の大切な一面だ。

会員情報＆広告

3.台湾圓通ロータリークラブとの友好については、昨
年同様、会員の皆様と相談しながら推し進める

4.地域の外国の方々との交流も国際奉仕の一環として
取り組んで行く

　　写真左から2人目アラルコン朝子会員
　　　　7/18　沖縄タイムス掲載記事（我謝八重子会員情報提供）

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

職業奉仕委員会　永山委員長

1.会員の職場並びに企業の職場訪問を行う

2.各会員の職業を生かして社会に貢献して行く

3.職業宣言の12ヶ条を例会で唱和し、会員全体
で理解してもらう


