
■報告 ■例会予定
<本日＞
◆第２４２６回９月５日（水）　理事会
会員卓話：比嘉虹水会員
演題：十二支の性格について
◆第２４２７回９月１２日（水）
移動例会（社会奉仕活動）

■例会プログラム ■幹事報告 場所：宜野湾市いこいの市民パーク
：柏田 吉美 ■大城幹事 時間：11：30集合　12：30点鐘
：仲吉副会長 ◆第２４２８回９月１９日（水）

：新垣 裕輝 ユンタク会（テーマ：会員増強について）
：日も風も星も・四つのテスト ◆第２４２９回９月２６日（水））
：池田 彩織 夜間例会（観月会）点鐘：19：00

：吉田 明正 場所：ラグナガーデンホテルプールサド
：会長代行：仲吉 サダ子 ◆第２４３０回１０月３日（水）　理事会

：大城 英明 卓話：照屋隆氏（宜野湾警察署長）
：新垣 義夫 演題：未定

：小林充氏 【幹事報告】 ◆第２４３１回１０月１０日（水）
：新垣 義夫 ①横浜金沢ＲＣからのバナーの紹介 外部卓話
：新垣 義夫 【回　覧】 ◆１０月１７日振替休会
：仲吉副会長 ①宜野湾はごろも祭り開催中止のお知らせ （10/16沖縄分区ＩＭに振替）

■ゲスト・ビジター紹介　新垣裕輝会員 ②宜野湾飛衣羽衣ｶﾁｬｰｼｰ大会中止のお知らせ ◆第２４３２回１０月１０日（水）
★ビジター ③米山梅吉記念館秋季例祭のご案内 外部卓話
・小林充様（地区RYLA副委員長/那覇西ＲＣ） ④生誕150周年・米山梅吉ものがたりのご案内 ◆１０月３１日休会
・二宮徹様（福岡城西ＲＣ） 定款第８条１節Ｃ項適用

■会長代行：仲吉副会長挨拶 ■地区・他クラブよりお知らせ
＜例会変更のお知らせ＞
・那覇南ロータリークラブ
日付：9月10日（月）点鐘：18：30
場所：パシフィックホテル沖縄2F「カネオヘ」
ビジター費：5,000円　夜間例会へ変更
＜例会ビジター費変更のお知らせ＞
・那覇ロータリークラブ

■ ビジター費現行の2,000円➡2,500円へ変更
　　　　　　　　2018年9月例会より
【メークアップのお知らせ】
8/31浦添ＲＣ例会出席
東江繁子会員、大城英明会員、宮城富夫会員

■首長表敬訪問　8/21（火）

北谷生まれ北谷育ち

誕生日206年2月7日。よろしくです！　

野国昌春北谷町長表敬訪問
新垣副幹事、池田会員、野国町長、東江会長、

大城幹事、岡江職業奉仕委員長
撮影者は新垣真由美会長エレクト

60.61%

出席免除者欠席

¥45,000

皆さん改めましてこんにちは。今月は会員増強・新ク
ラブ結成推進月間です。ガバナー月信から引用します
と、ガバナーがＲＩから与えられた使命の一つに「会
員増強・新クラブ結成推進」があります。この二つは
重要なテーマです。会員増強とはクラブ会員を増やす
ことですが、会員数は年々どのクラブも、どの地区で
も減少している状況です。そこで会員増強、又かと思
われましょうが、やはり増強しなければ年月が経つに
つれてどんどん減少しクラブの衰退に繋がる危険性が
高くなります。クラブの安定的な継続の為にも会員増
強を考えること、それと同時に退会防止も考えていか
なければならないと思います。そういうことで、ガバ
ナーも会員増強に力を入れておられます。もう一つの
新クラブ結成について、今年2月に東京丸の内に新ク
ラブが誕生しております。特徴として女性会員を中心
に門戸を開いており、約半数が女性会員でありまして
新しい風を巻き起こす事を期待されているところで
す。当地区では12：30から13：30までの伝統的な
ランチタイムの例会時間が主流ですが、他地区におき
ましては、早朝とかアフタヌーンとか夜間とか多様性
のあるクラブも見受けられるそうです。地域ごとのラ
イフスタイルに合わせた例会時間を考えて、職業分類
を見直し新たな業界の人々を入会させる事がロータ
リーの活動に活力を与える方法の一つではないかと思
われます。当クラブにおきましては女性が沖縄分区で
は一番多いクラブだと思います。多いだけでは用は足
しません。やはり積極的に色んな事にチャレンジし、
チャレンジ精神を旺盛にして私達も色んな地域のニー
ズに合ったロータリー活動をしていかなければならな
いと思います。女性の活躍は社会を明るくします。
以上でご挨拶と致します。

宮城富夫会員、仲吉サダ子会員
お誕生日おめでとうございます(^^♪

お久しぶりの例会出席
新垣利江子会員ご挨拶¥15,646

■小林地区RYLA副委員長、本日は貴重な卓話あ
りがとうございました。
　　　　　　　　（茂宮 隆次、仲吉 サダ子）

■新垣利江子さんお久しぶりです。忙しくても
ロータリーにはなるべくお顔を出されて下さ
い。小林さんRYLAのお話ありがとうございま
す。RYLAについては勉強不足でした。すみませ
ん。（アラルコン朝子）

■RYLA副委員長の小林様、卓話ありがとうござ
いました。今年の飛衣羽衣カチャーシー大会取
りやめになりました。私の力不足です。お詫び
申し上げます。（新垣 義夫）

《9月ロータリー為替レート　＄１＝￥112》
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＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

ロータリーの友月間

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

2,424 2,425

　＊＊＊　第２４２５回　　（２０1８年８月２２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

委 員 会 報 告
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出 席 報 告
閉 会 点 鐘

卓 話

■ニコニコの趣旨

前 回 累 計

ｴｺ思想推進宣言
会 長 挨 拶
幹 事 報 告

出席者数 19 20
35会員数 35

¥40,000 ¥13,877

■本日はお時間を頂きありがとうございます。
RYLA活動に是非ご協力をお願いいたします。
（小林充/那覇西ＲＣ）

第2425回 ¥5,000 ¥1,769
累 計

例会日

新垣義夫会員

皆さんこんにちは。この度色々な事情がありま
して、はごろも祭りが中止となりました。翁長
知事が亡くなられて県知事選挙が9/30日に行わ
れる為にメイン会場が使えず中止となりまし
た。しかし、カチャーシー大会は別会場で開催
したいとカチャーシー実行委員会で協議して参
りましたが、結局多数決で中止が決定されまし
た。私としては記念すべき第30回大会を節目に
委員長を退任する事を決めており、今回開催で
きなかった事は残念であります。参加者の方は
もうすでに準備をしたり、練習をしたりとなさ
れていたと思います。本当はやって終わりた
かった、やらずに終わってしまう事になって私
の力不足でした。誠に申し訳ありませんでし
た。ご勘弁ください。
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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

皆さんこんにちは。先ほどエコ思想推進宣言と言うのを初めて
聞かせて頂いて、私は運転が少し荒いものですから帰りはゆっ
くりとふんわりとアクセルを踏んで帰りたいと思います。私は
元々東京江戸川中央ＲＣに7年おりまして今現在は地区RYLA
委員会の副委員長を務めさせて頂いて那覇西ＲＣに所属してお
ります。ロータリー歴は約10年位です。RYLA委員長の嶋村さ
んは私の高校の大先輩でございまして、本来ならば嶋村委員長
による卓話を予定しておりましたが急遽来れなくなり私の方で
代行させて頂きます。それでは、本日貴重なお時間を頂きまし
たので、色々お話をさせて頂きますが、スライドをご覧頂きな
がらご説明をさせて頂きます。

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

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

(第2426回）

2018年9月5日号

★☆★☆　卓話：小林充氏（地区ＲＹＬＡ副委員長　★☆★☆
「RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）について」

職業宣言　1２．”四つのテスト”それは、職業奉仕そのものと言える。


