
■委員会報告 ■例会予定
<本日＞
◆第２４３８回１２月１２日（水）
ガバナー公式訪問
◆第２４３９回１２月１９日（水）
クラブ総会
◆第２４４０回１２月２６日（水））

■例会プログラム ■幹事報告 夜間例会（忘年会）点鐘：19：00
：富田真理子 ■大城幹事 場所：ラグナガーデンホテル
：東江会長 ◆第２４４１回１月９日（水）　理事会

： 新年ユンタク会
：君が代・四つのテスト ◆第２４４２回１月１６日（水）
：池田 彩織 卓話：久恒達弘様（総務省総合通信事務所長）

：岡江 保彦 演題：未定
：東江会長 ◆第２４４３回１月２３日（水）

：大城 英明 外部卓話予定
：岡江保彦、吉田明正、宮城富夫 ◆１月３０日休会

：伊禮 文雄 【幹事報告】 定款第８条１節Ｃ項適用
：伊禮 文雄 ■地区・他クラブよりお知らせ
：東江会長 ＜例会変更のお知らせ＞

■会長挨拶 ・那覇南ロータリークラブ
■東江会長 【回　覧】 日付：12月17日（月）点鐘：18：30

①コーディネーターニュース12月号のご案内 場所：パシフィックホテル沖縄2F「カネオヘ」
②疾病予防と治療月間リソースのご案内 ビジター費：5,000円　夜間例会へ変更

＜例会休会のお知らせ＞
・那覇南ロータリークラブ
12月31日（月）年末の為休会
【メークアップのお知らせ】
※11/27ロータリー研修会出席
東江繁子会員、新垣真由美会員、宮城富夫会員
※11/29コザＲＣ例会出席
東江繁子会員

■

■首長表敬訪問　8/21（火）

■出席報告

生年月日　１９５１（昭和２６）年４月２日
本籍地　　青森県八戸市
学　歴　　東北大学薬学部卒業
勤務先　　有限会社クオリティ 代表取締役
職業分類　薬局経営（薬剤師）
ロータリー歴
　1994年10月　 東京葛飾東ＲＣ入会
　2006-07年度　東京葛飾東ＲＣクラブ会長
　2013-14年度　東分区ガバナー補佐
　2018-19年度　第2580地区ガバナー

幹 事 報 告

例会日

岡江職業奉仕委員長

72.73% 78.13%

訂正出席者数

33 32
出席率 69.70%

訂正出席率
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会 長 挨 拶

＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

免疫予防と治療月間月間

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

2436 2437

　＊＊＊　第２４３７回　　（２０1８年１２月１２日）　　例会報告　＊＊＊
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委 員 会 報 告
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出 席 報 告
閉 会 点 鐘

出席者数 23 24

■ニコニコの趣旨

前 回 累 計

ｴｺ思想推進宣言

0
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算定用会員数
75.00%

■近況報告です。ヨガの先生になりました。
プライベートレッスンあるいは読谷で教えま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　（池田 彩織）

■グローバル補助金の分担金について御協力あ
りがとうございます。来年にはこの計画が実現
出来ますよう祈っています。（許田 英子）

■来週はガバナー公式訪問クラブ協議会です。
お互いに全員参加で頑張りましょう。
　　　　　　　　　　　　（茂宮 隆次）

35会員数 35

¥92,000 ¥32,318
第2437回 ¥3,000 ¥2,358
累 計

皆さんこんにちは。12月に入りまして残すとこ
ろあと少しとなりました。
来週はガバナー公式訪問があります。
今日はクラブ協議会のリハーサルを行いますの
で、皆さんどうぞご協力よろしくお願い致した
いと思います。

①東京ＲＣよりグローバル補助金プロジェクト
（気仙沼すくすくハウス）完了のご報告と御礼
　のご案内

お知らせ
ガバナー公式訪問当日は、

ユニフォーム着用
会員章（バッジ）

クラブ要覧を忘れずに！！

松坂順一ガバナー　略歴

今年度掲げております活動計画以外に、新たに
社会奉仕活動を計画しております。ひとつは中
部地区青少年空手大会の運営支援を新世代奉仕
委員会と協議して進めて参りたいと思います
し、それ以外にも専門の先生方と相談しながら
と考えております。第2点は、貧困家庭に対する
フードドライブ事業です。これは恵まれない家
庭に対しまして、我々会員及び会員事業所にお
いて不要不急の食料品を持ち寄って、社会福祉
協議会を通して配布して頂くというものです。
これは我々会員が全員参加の元行う意義のある
事業かと思います。先般、社会福祉協議会の局
長と担当職員と面談を行い、協議会の方でも是
非、宜野湾ＲＣのご協力を頂きたいとのお話で
した。そこで来年の早い時期に局長及び担当職
員をお呼び致しまして、社会福祉事業に関する
事を説明して頂きたいと思います。それに基づ
いて、当クラブとして何ができるのかをひとつ
考えて参りたいと思います。よろしくお願い致
します。

宮城富夫理事

ロータリーの友12月号26Ｐを御覧下さい。
2020年に日本のロータリー100周年を迎える
にあたり記念バッジの公募があり、これが決定
されました。富士山のマークとロータリーマー
クのデザインがグランプリーです。
実は私も応募しておりましたが見事にポトンし
ました。準グランプリーにも入っていませんね
(^^バッジのデザインは難しいですよネ。
皆さん、このピンバッジ来年7月頃には販売する
予定だそうですので、ピンバッジを買って日本
のロータリー100周年のお祝いの輪を広げて行
きましょう！

出席免除者欠席

¥95,000 ¥34,676
《12月ロータリー為替レート　＄１＝￥112》

2018/11/28 2018/12/5

訂正算定分母 33 32

メーク
アップ

一般会員

免除会員 0



新生児蘇生モデル（ＬＭ-089）
　①21県の総合病院へ21セット

　⓶ウランバートル4病院へ4セット

　③モンゴル助産師会へ2セット

合計27セットを提供予定

　　　　（予算計画表の資料より抜粋）

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

2018-19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2438回）
2018年12月12日号

★☆★☆　委員会報告　★☆★☆

職業宣言　1０．自分の職業の水準を高めるよう努力することが、職業奉仕だ。

吉田ロータリー財団委員長 11/30テレビ会議の様子

皆さんこんにちは。ロータリー財団委員長の吉田です。グローバル補助金については、先だってから報
告しているところではありますが、先日、グローバル補助金申請書を2580地区に提出致しました。
11/30に那覇ＲＣでテレビを通したヒヤリングを受けて参りました。予算的には166,000ドルとなり
ました。その内訳は、横浜金沢ＲＣと宜野湾ＲＣが約半分ずつ分けてやりましょうという形で、当方は
40,000ドルの申請としました。事業そのものについては、地区の委員の皆様からは「よく分かりまし
た」ということでこれを進めて行くことになるんですけど、予算面で宜野湾ＲＣの誠意は表れていませ
んけど、という話になりました。もし宜野湾ＲＣが現金寄付がなければ20,000ドルしか補助金は出せま
せんという事を受けました。「宜野湾ＲＣがクラブとしてどの位出せば補助金は上乗せ出来ますか？」
と聞いたところ、一番少ない金額で3,000ドルを出せば、その10倍30,000ドルの補助金を出せるとい
う話がありました。10,000ドル出せば40,000ドルの補助金が出せますという話をされておりました。
宜野湾ＲＣの誠意を是非見せて欲しいという事を受けまして、今日の理事会に諮ったところ、宜野湾Ｒ
Ｃとして3,000ドルの寄付をする事を決定しました。その寄付金の集め方は、この後寄付金袋が回って
きますので、一口1,000円で上限はありません何口でも構いませんので皆様方のご協力をよろしくお願
いしたいと思います。寄付が了承されたことを2580地区並びに横浜金沢ＲＣに連絡をし、早急に手続
きを踏まえ、約1ヵ月頃にガバナーの了解をもらうという形になりますが、これから進めようとするモン
ゴルでの活動が、なるべく後ろにずれないように少なくとも2月頃からには開始出来る様な形で対応して
いきたいと思っておりますので、皆さんの積極的な寄付をお願いしたいと思っております。今回の
「Happy Birth Happy Baby Project」は地区の方から良い企画という事で了解をもらっており、後は
補助金の額につながる私達の努力を誠意を見せて3,000ドルに達していきたいと思いますので皆さんの
ご協力をよろしくお願いいたします。以上です。

皆様からの募金額は ２７５､０００円 でした。

ありがとうございました。


