
■卓話 ■例会予定
<本日＞
◆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）
ユンタク会
◆第２４２４回８月１５日（水）

■例会プログラム ■ゲスト・ビジター紹介　新垣裕輝会員 卓話：仲宗根快さん（第50期派遣学生）
：柏田 吉美 ☆ゲスト 演題：Rotary青少年交換の5年間ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版
：東江 繁子 ・今井亨様（天願勇会員紹介） ◆第２４２5回８月22日（水）

：新垣 裕輝 ★ビジター 卓話：地区RYLA委員会によるRYLA
：日も風も星も・四つのテスト ・仲田憲仁様（分区ガバナー補佐/那覇北ＲＣ） （ロータリー青少年指導者養成プログラム）
：許田 英子 ・新崎康幸様（分区幹事/那覇北ＲＣ） ◆8月29日（水）　休会

：岡江 保彦 ・喜納朝勝様（浦添ＲＣ） （定款第8条第1節Ｃ項により）
：東江 繁子 ・二宮徹様（福岡城西ＲＣ） ◆第２４２６回９月５日（水）理事会

：大城 英明 会員卓話：比嘉虹水会員
：池田 彩織、宮城 富夫 ◆第２４２７回９月１２日（水）

：仲田憲仁沖縄分区ガバナー補佐 移動例会（社会奉仕活動）
：新垣 義夫 場所：宜野湾市いこいの市民パーク
：伊禮 文雄 時間：11：30集合　12：30点鐘

■会長挨拶
■東江会長 <例会変更のお知らせ＞

・那覇南ロータリークラブ
「夏休み子どもの居場所合同ランチ会」に変更

日時：8月　6日（月）11：30～15：00
日時：8月 20日（月）11：30～15：00
場所：国際ビジネス専門学校壷川本校
※会場の都合上当クラブ会員のみの例会です。

■那覇東ＲＣ夜間例会へのお誘い

■幹事報告
■大城幹事

【幹事報告】
1.首長表敬訪問日程について
・7/26（木）14：30 ■メークアップのお知らせ

台北駐日経済文化代表処那覇范処長表敬 ★7月26日（木）コザＲＣ例会
・8/8（水）14：00宜野湾佐喜眞市長表敬 　　　宮城富夫会員（3日） 　仲吉サダ子会員出席
・8/17（金）10：00中城浜田京介村長表敬 　　　仲吉サダ子会員（10日） ★7月27日（金）浦添ＲＣ例会
・8/17（金）11：00北中城新垣邦男村長表敬 　白間弘造会員出席
・8/21（火）14：00北谷野国昌春町長表敬

■地区・他クラブよりお知らせ

会 長 挨 拶

¥9,000 ¥3,270

2
免除会員

■仲田ガバナー補佐、本日の卓話ありがとうご
ざいました。１年間頑張って下さい。
　　　　　　　　　　　　　　（新垣 義夫）

■仲田ガバナー補佐、新崎分区幹事お疲れ様で
す。年度中頑張って下さい。「END POLIO
NOW」撲滅記念切手頂きました。ありがとうご
ざいます。（アラルコン朝子）

累 計 ¥22,000 ¥11,097

前 回 累 計 ¥13,000

32

一般会員 2

宜野湾ＲＣの皆さんこんにちは。今年度2580
地区ガバナー補佐を仰せつかりました那覇北Ｒ
Ｃの仲田憲仁と申します。。コザＲＣの柴田先
輩は凄いアグレッシブで非常に行動力のある
突っ走るタイプですが、私はストッパー役でい
きたいと思いますので宜しくお願い致します。
先ずは、東江会長、無事船出をきったというこ
とをお慶び申し上げます。私はロータリー歴10
年ですが、諸先輩方を前にして私なりに感じた
事をお話ししたいと思います。ロータリーの位
置づけは重要なものであります。それは四つの
テストの言葉です。「真実かどうか」「みんな
に公平か」「好意と友情を深めるか」「みんな
のためになるかどうか」ロータリアンの根源は
そこにあり存在価値を高めるロータリーの考え
方を基にあると思います。ＲＩ会長のテーマ
「インスピレーションになろう」ですが。ご覧
になって皆さんどう感じられましたか？非常に
解釈が難しいと思いますが、私なりの考えで
は、この世の中、個体、物体がゆえの決まりご
とがうごめいて、その決まりがこの世の中を悪
くしている流れがある、そんな中でインスピ
レーション、感覚的なもの、人としてどうか？
まさしく四つのテストのもとになりますが、決
まりの前に世の中生きやすいかどうか？感覚的
に考えていこうじゃないかという発信でははな
いかと受け止めています。その中で、決まりに
こだわることなく各クラブの特色を発揮したら
良いかと思います。松坂ガバナーのテーマは
「研修と活性化」ですが、日本の組織が中々ま
とまって行かないという理由の中にトップの単
年度制の問題が成熟させられない理由の一つで
はないかと考えていて、まさしくロータリーも
ガバナーをはじめ単年度制です。その中で、実
は今の2580地区というのは3年前から研修を
テーマとして立上げ、3年目の今年もしっかりと
継続してきたという流れです。現在20地区で実
施されているＲＬＹ（リーダーシップ研修会）
の準備委員会を立上げ、ロータリアンの研修を
豊かにする事が目的となっております。このよ
うに今年度も「研修と活性化」のテーマに沿っ
て、私も始め皆さんもロータリーの一員として
この１年間頑張って行けたらと思いますので皆
さん宜しくお願い致します。

■仲田沖縄分区ＡＧ、新崎分区幹事ようこそ宜
野湾ＲＣへ！一年間よろしくお願いします。
※会員の皆様へ、カチャーシー大会で『キラリ
輝こう！』宮城 富夫

■仲田ガバナー補佐、卓話ありがとうございま
した。　　　　　　　　　　（茂宮 隆次）

第2421回

＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

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

2,420 2,421

＊＊＊　第２４２１回　（２０１８年７月２５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

ロータリーの友月間

¥7,827

ｴｺ思想推進宣言

《8月ロータリー為替レート　＄１＝￥112》

仲田憲仁沖縄分区ガバナー補佐

■仲田ガバナー補佐、新崎分区幹事ようこそ下
さいました。素晴らしいご講話をありがとうご
ざいました。ゲスト・ビジターの皆様、本日は
ありがとうございます。（仲吉 サダ子）

■仲田憲仁ガバナー補佐を歓迎して。本日の卓
話どうも有難度う御座いました。又、池田会員
の新人賞お目出渡う御座います。（比嘉 盛吉）

幹 事 報 告
委 員 会 報 告

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

65.63%

出 席 報 告
■ニコニコの趣旨

32 32

出席者数 24 21
35

例会日 2018/7/18 2018/7/25

会員数

算定用会員数

35

75.00%

卓 話

メーク
アップ

昨年の那覇北ＲＣ設営のインターシティミー
ティングにご協力頂き誠に感謝申し上げます。
今年度、分区幹事として一年間よろしくお願い
します。（新崎康幸/那覇北ＲＣ）

皆さん改めましてこんにちは。
本日は那覇北ＲＣから仲田ガバナー補佐、新崎
分区幹事ようこそいらっしゃいました。沖縄分
区は柴田ガバナー補佐、仲田ガバナー補佐、島
分区幹事、新崎分区幹事体制のもとスタートし
ました。私達は沖縄分区をもっともっと盛り上
げて、活気あるロータリーの輪を広げながら、
私達宜野湾ＲＣも一緒に頑張って参りたいと
思っています。昨今、連日の猛暑の中、興南高
校が県大会において優勝し甲子園出場となって
おりますが、大変暑いので水分補給、熱中症対
策に注意してほしいと思います。私達も各人の
健康管理を大事にして頑張って頂きたいと思い
ます。さて、本日の仲田ガバナー補佐の卓話
「ハナシクワッチー」させて下さい。宜しくお
願い致します。

出席免除者欠席 3 3

訂正出席率 81.25% 71.88%

訂正出席者数 26 23
訂正算定分母 32

0 0

８月誕生月おめでとうございます！
出席率



■表敬訪問

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

台北駐那覇経済文化代表処（総領事）范処長を表敬訪問
左から　東江会長、范処長、大城幹事、柏田パスト会長

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

ＮＰＯ法人全国認定こども園協会県支部の設立を記念した講演会で挨拶する阿嘉よね子支部長

2018年8月1日号

（ 第 2422 回 )

職業宣言　８．職業倫理を高めることは、職業奉仕の大切な一面だ。

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！

会員情報


