
■活動計画発表 ■例会予定
<本日＞
◆第２４２３回８月８日（水）
ユンタク会
◆第２４２４回８月１５日（水）
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

■例会プログラム ■幹事報告 ◆第２４２5回８月22日（水）
：富田 真理子 ■大城幹事 卓話：地区RYLA委員会によるRYLA
：東江 繁子 （ロータリー青少年指導者養成プログラム）

：新垣 裕輝 ◆8月29日（水）　休会
：君が代・四つのテスト （定款第8条第1節Ｃ項により）
：許田 英子 ◆第２４２６回９月５日（水）理事会

：岡江 保彦 　委員長：宮城 富夫　　副委員長：東江 繁子 会員卓話：比嘉虹水会員
：東江 繁子 　委　員：新垣 裕樹 ◆第２４２７回９月１２日（水）

：大城 英明 ■活動計画 移動例会（社会奉仕活動）
：岡江 保彦、吉田 明正 【理事会報告】 場所：宜野湾市いこいの市民パーク

：宮城 富夫、高橋 清一郎 ①カチャーシー大会への参加について 時間：11：30集合　12：30点鐘
：新垣 義夫、國吉 一人 ②9/26日開催の観月会について ◆第２４２８回９月１９日（水）
：茂宮 隆次 ③週報表紙印刷について 外部卓話

：新垣 義夫 ◆第2429回９月２６日
：新垣 真由美 夜間例会（観月会）　点鐘：19：00

■ゲスト・ビジター紹介　新垣裕輝会員 【幹事報告】 場所：ラグナガーデンホテルプールサイド
☆ゲスト ①那覇東ＲＣから夜間例会のご案内
・今井亨様（天願勇会員紹介） <例会変更のお知らせ＞
★ビジター ・那覇北ロータリークラブ
・山里将様（パストガバナー補佐/浦添ＲＣ） 日時：8月9日（木）19：00～21：00
・田中久光様（地区社会奉仕委員長/浦添ＲＣ） 場所：沖縄かりゆしアーバンリゾートナハ

■会長挨拶 【回覧】①コーディネーターニュース8月号 　　　8階レストラン横シーズ
■東江会長 ②秋のワイン同好会のご案内 ビジター費：4,000円

③ポリオのない世界のための奉仕賞のご案内 ※お食事の都合上、要事前連絡(^^♪
④ポリオプラス・パイオニア賞のご案内 <例会休会のお知らせ＞

・那覇西ロータリークラブ
日時：8月15日（水）　休会
　　　　定款第8条第1節Ｃ項
・那覇北ロータリークラブ
日時：8月23日（木）　旧盆の為休会

■メークアップのお知らせ
★8月2日（木）コザＲＣ例会

　委員長：高橋 清一郎　　副委員長：天願 勇 　白間弘造会員出席
　委　員：新垣 義夫 ★8月3日（金）浦添ＲＣ例会

　柏田吉美会員出席
★8月6日（月）第1回分区連絡会
　大城英明幹事
　城間幹夫地区青少年交換副委員長
　仲吉サダ子地区社会奉仕委員
　白間弘造地区ロータリー希望の風委員

1）友好クラブである東京東村山ロータリークラ
ブとの情報交換を密にし交流推進を図る。地区
大会時に宜野湾から大いなる参加者を募り、年
に１度の大きな交流パーティーを盛り上げる。

2）台湾中和圓通扶輪社（ＲＣ）との交流につい
て、国際奉仕委員会の活動を支援する。

3）名古屋守山ロータリークラブとの交流も継続
的に対応する。

１．推薦された入会候補者を個人的（人物的）
な面で厳格に入会資格を審査選考する。

２．選考委員は審査チェック項目に沿って、そ
れぞれの立場からの審査を行い適正な選考を
行っていく。

３．上記の１と２を厳格に行う為に事前に十分
な審査準備期間を取って行う。（入会審査前に
最低２回は例会又はその他の集まりに参加して
もらう）

４．審査内容及び審査結果については会員選考
委員会の書面を理事会に速やかに上程する。

会員選考委員会　高橋委員長

＞＞＞　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

2,421 2,422

＊＊＊　第２４２２回　（２０１８年８月１日）　例会報告　＊＊＊
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ロータリーの友月間

¥11,097

ｴｺ思想推進宣言

《8月ロータリー為替レート　＄１＝￥112》

友好クラブ委員会　宮城委員長

■地区・他クラブよりお知らせ

会 長 挨 拶
幹 事 報 告
委 員 会 報 告

67.74%

■ニコニコの趣旨

32 31

出席者数 21 21
35

例会日 2018/7/25 2018/8/1
会員数

算定用会員数

35

65.63%

¥8,000 ¥0
累 計 ¥30,000 ¥11,097

前 回 累 計

出席免除者欠席 3 4

訂正出席率 71.88% 74.19%

訂正出席者数 23 23
訂正算定分母 32

0 0

出席率

31
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■飛衣羽衣カチャーシー大会ガンバロー❣
　　　　　　　　　�ありっ!!（宮城 富夫）

■田中久光様本日はありがとうございました。
（東江 繁子、大城 英明、茂宮 隆次）

■本日は遅れての例会参加申し訳ありません。
（山里将/浦添ＲＣ）

■「行動する社会奉仕委員会」を目指して貴ク
ラブの仲吉サダ子地区委員、岡江クラブ社会奉
仕委員長と頑張って行きます。よろしくお願い
します。（田中久光/浦添ＲＣ）

④新旧理事慰労・激励会及び阿嘉会員支部長就
任祝いの会開催について

②2018-19ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ
研修会）のご紹介

③東京江戸川ＲＣ創立50周年記念式典・祝賀会
開催のご案内

皆さんこんにちは。私、先月70歳の誕生日を迎
え、運転免許の切替に行って参りました。75歳
からは後期高齢者という事で大変厳しい検査が
行われると聞かされましたが、やはり私達人生
100年と言われている中で、どうしたら現状を
維持し長生きしていけるかと考えます。やはり
一番良いのはいっぱい好きなものを頂いて、く
よくよせずに運動、睡眠と自分でバランスを取
り健康管理に気を付けていつまでもこの仲間が
ロータリーライフを楽しんで行けたらと思いま
す。さて、本日理事会がありまして、後程、岡
江職業奉仕委員長より報告がなされると思いま
すが、飛衣カチャーシー大会に参加する事にな
りました。今回は新垣宮司がカチャーシー大会
実行委員長30年目の節目ですのでぜひ皆さんで
盛り上げて20名集めて参加しましょう。
それから、皆さんロータリーの友を読んでいる
と思いますが、それを見ますと、各クラブ、各
地域の活動などを投稿しておりますので私達宜
野湾も積極的に広報を利用してＰＲしていきた
いと思います。以上、宜しくお願い致します。

メーク
アップ

2
免除会員

¥22,000

一般会員 2

第2422回

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

出 席 報 告

ご協力ありがとうございました。

西日本豪雨災害支援金
総額７万円の募金を頂きました。
ＲＩ第2580地区を通して被災地へ

送金されます。
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　　委員長：新垣 義夫　副委員長：白間 弘造 　　委員長：茂宮 隆次　副委員長：平仲 絢子
　　委　員：アラルコン朝子   　 委　員：阿嘉 よね子
■活動計画 ■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

2018年8月8日号

（ 第 2423 回 )

職業宣言　９．常に相手の身になって共存共栄を図ることが、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！

会員情報

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7/27（金）沖縄タイムス掲載記事　柏田会員情報提供

会員増強委員会　新垣委員長 米山奨学委員会　茂宮委員長

①東江会長方針の通り、会員増強５人以上を目
標とする

②入会候補者の発掘はクラブ会員全員で総力を
上げて行う

③宜野湾市を始めテリトリーである北谷町、中
城村、北中城村の商工会等に積極的にロータ
リー活動の告知を行い、入会候補者の発掘に繋
げる努力をする

１．2018-19年度も米山奨学生の受け入れはあ
りませんが、近隣の大学に通う留学生がサポー
トを必要とする場合はいつでも協力出来るよう
努めて参ります。

２．米山学友や地区委員の方々へ卓話を依頼し
て米山奨学事業の意義と理解をもう少し徹底し
て広めていくよう努めて参ります。


