
■近況報告 ■例会予定
<本日＞
◆第２４３４回１１月１４日（水）
会員卓話：池田彩織会員
演題：LGBTの現状と企業の取り組み
◆第２４３５回１１月２１日（水）
移動例会を通常例会に変更（会場：パドル）

■例会プログラム ■幹事報告 ◆第２４３６回１１月２８日（水）
：永山 雄一 ■大城幹事 大矢亮二先生（認知症について）
：東江会長 ◆第２４３７回１２月５日（水）　理事会

：池田 彩織 クラブ協議会（リハーサル）
：君が代・四つのテスト ◆第２４３８回１２月１２日（水）
：新垣 真由美 ガバナー公式訪問

：岡江 保彦 ◆第２４３９回１２月１９日（水）
：東江会長 クラブ総会

：大城 英明 ◆第２４４０回１２月２６日（水）
：柏田吉美、宮城 富夫 夜間例会（忘年会）　点鐘：19：00

：砂川夏海さん 【理事会報告】 場所：ラグナガーデンホテル
：吉田 明正 ①グローバル補助金申請について ■地区・他クラブよりお知らせ

：伊禮 文雄 ⓶名誉会員の件 <例会休会のお知らせ＞
：富田 真理子 ③RYLA受講者推薦について ・那覇東ロータリークラブ
：東江会長 【幹事報告】 日時：11月22日（木）　

■ゲスト・ビジター紹介　池田彩織会員 ①「意義ある奉仕賞」への申請について 　　　定款8-1-Cによる休会
★ゲスト 【回　覧】
・砂川夏海さん（青少年派遣予定学生） ①宜野湾市観光振興協会事務所移転のお知らせ
・砂川亜美様（夏海さんお母さま） 日時：12月12日（水）
・三輪俊貴様（県立中部病院研修医） 　　　10：30～11：15　会長・幹事打合せ
☆ビジター ③ロータリー財団月間リソースのご案内 　　　11：15～12：15　クラブ協議会
・徳物葉子様（札幌はまなすＲＣ） ④バギオだより11月号のご案内 　　　12：30～13：30　例会
・松島寛和様（那覇ＲＣ幹事） ⑤コーディネーターニュース11月号のご案内 会場：ラグナガーデンホテル
・喜納朝勝様（浦添ＲＣ） ⑥麻薬・覚醒剤乱用防止運動について ※クラブ協議会の内容
・具志堅一真様（那覇西RC会長） ⑦ボーイスカウト運動へのご支援について 「クラブで力を入れている奉仕作業について」
・二宮徹様（福岡城西ＲＣ） 「拡大増強の報告」

■会長挨拶 「クラブの将来像とそれを考える組織について」
■東江会長 　以上３点を中心にクラブの考えで進める。

地区訪問者
　松坂順一ガバナー（東京葛飾東ＲＣ）
　飯村雅洋地区副幹事（東京武蔵野中央ＲＣ）
分区訪問者
　仲田憲仁ガバナー補佐（那覇北ＲＣ）
　新崎康幸分区幹事（那覇北ＲＣ）

【メークアップのお知らせ】

■スピーチ ★11月8日（木）那覇東ＲＣ例会へ出席
　宮城富夫会員、城間幹夫会員、池田彩織会員

日　時：11月27日（火）15：00～17：00
場　所：ホテルロイヤルオリオン
登録料：￥3,000（当日支払）
案内先：会長、クラブ奉仕委員長、研修委員長
　　　　クラブ会員
申込期日：11月20日（火）
登録者：東江会長、新垣真由美会長エレクト
　　　　 宮城ガバナー補佐エレクト

防犯協会60周年式典にて、私、柏田吉美と白間
弘造会員と新垣義夫会員の3人が感謝状の贈呈を
受けました。

本日は、城間副委員長より英語でスピーチする
ようにとありますので、全編英語でスピーチし
ます。宜しくお願い致します。
　（英語のテープ起こしは無理でした。ご了承下さい。事務局）

ガバナー公式訪問公式訪問

第3回ロータリー研修会のご案内

研修内容：参加者自身がテーマを通じて語り合
う方法を取り入れてスキルアップを図る事を目
的とし、RLIの模擬体験版でもあります。

ス ピ ー チ

ｴｺ思想推進宣言
会 長 挨 拶
幹 事 報 告
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訂正出席者数

30 33
出席率 70.00%

76.67%

普天間門前まちづくり期成会の資金造成の為の
「普天満宮の絵はがき」6枚入りの紹介

東京東江戸川ＲＣ創立50周年記念行事、グロー
バル補助金の取り組みについて紹介

35会員数

¥67,000 ¥25,986
第2433回

前 回 累 計

新垣義夫会員

宮城富夫ガバナー補佐エレクト

青少年派遣予定学生　砂川夏海さん

《11月ロータリー為替レート　＄１＝￥112》
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■11月6日宜野湾地区防犯協会60周年で新垣義
夫会員、白間会員、柏田会員が表彰されました
ので報告致します。今後ともよろしくお願い致
します。（柏田 吉美）

■委員会報告

⓶「東北すくすくプロジェクト」
　　2017-18年度活動報告

出席免除者欠席

¥2,000

■砂川さんの英語によるスピーチ素晴らしかっ
た！スウェーデンに決まる事を祈っています。
今回のグローバルファンドの申請の理事会決定
ありがとうございます。日本助産師会の役員に
報告したく思います。（許田 英子）

■出席報告

35

訂正算定分母

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

2432 2433

　＊＊＊　第２４３３回　　（２０1８年１１月７日）　　例会報告　＊＊＊
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出 席 報 告
閉 会 点 鐘

皆さん改めまして、こんにちは。11月に入りまして
今年もあと1ヶ月で終わろうとしています。皆様、今
年の目標は達成出来ましたか？私の今年は大変慌ただ
しい年で、7月に会長になってから日々邁進してまい
りましたが、宜野湾ＲＣの皆さんの笑顔を見ると大変
元気になりますし感謝しているところでございます。
さて、昨今は少子化問題、高齢者の増加、外国人雇用
の問題と社会的に大変慌しい世の中に差し掛かってい
るところですが、これから5年先、10年先を考えてみ
た時、宜野湾ＲＣとして非常に真剣に考えなければい
けない時期に来ていると思います。と言うのは、会員
増強が中々進まない状況においてどうしたらよいかと
ことの問題解決策と致しまして、若い世代の人達との
交流を積極的に取り組んで行き、補助金を利用して人
材育成に活用できるような5年計画プログラムも必要
かと思っています。これも理事会を中心に進めていけ
たらと考えております。
本日は簡単ですけれど、これで会長挨拶を終わりにし
ます。ありがとうございました。

柏田吉美会員
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＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

ロータリー財団月間

30 33
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■ニコニコの趣旨

¥69,000 ¥27,150
¥1,164

算定用会員数

例会日

2
23



日時：11月22日（木）PM7：00～
場所：居酒屋割烹「普天間亭」
　　　TEL８９３－１０９０
話題：極上クース試飲、クース談義etc.
飲食会費：3,000円　食のみ：2,000円
※各自自慢のクース1合をご持参下さい。

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

＞11月度定例会のお知らせ＜

吉田ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長の号令の下、宜野湾ＲＣの良いところを一斉に書き出す会員さん達！
総評については、来週の週報にてご案内致します。

皆さんこんにちは。プログラム委員長の吉田です。新垣
義夫会員増強委員長と共に会員増強についてテーブル
ディスカッションを行いたいと思います。
本日は、週報に添付されておりますロータリーの友8月号
から会員増強についての抜粋した記事を参考にして、
テーブル毎に今年度の目標である会員増強5名プラスの会
員40名を達成するにはどうしたらいいのかを皆さんで出
し合って下さい。まず、5分間でテーブルにある用紙に
「宜野湾ＲＣの良いところ」を書き出して下さい。ま
ず、クラブの長所を書き出して頂く、その次に入会候補
者のリストを作ります。

(第2434回）
2018年11月14日号

　＊＊＊　会員増強について　＊＊＊　テーブルディスカッション

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

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。


