
■幹事報告 ■例会予定
■大城幹事 <本日＞

◆第２４３９回１２月１９日（水）
クラブ総会
◆第２４４０回１２月２６日（水））
夜間例会（忘年会）点鐘：19：00
場所：ラグナガーデンホテル

■例会プログラム ◆第２４４１回１月９日（水）　理事会
：新垣 真由美 【幹事報告】 新年ユンタク会
：東江会長 ①那覇南ＲＣ夜間例会＆忘年会のご案内 ◆第２４４２回１月１６日（水）

：富田真理子 ⓶宜野湾商工会「会員交流新年会」のご案内 卓話：久恒達弘様（総務省総合通信事務所長）
：奉仕の理想・四つのテスト ■委員会報告 演題：未定
：池田 彩織 ◆第２４４３回１月２３日（水）

：岡江 保彦 外部卓話予定
：東江会長 ◆１月３０日休会

：大城 英明 定款第８条１節Ｃ項適用
：柏田 吉美 ■地区・他クラブよりお知らせ

：新垣 義夫 ＜例会変更のお知らせ＞
：伊禮 文雄 ・那覇ロータリークラブ
：東江会長 日付：12月18日（火）点鐘：18：00

場所：ホテルパームロイヤルNAHA
☆ゲスト 　　　「レストラン インフィオーレ」
・友寄鈴子様（那覇南ＲＣ上原慎次様紹介） ビジター費：5,000円　夜間例会・家族会
・田村光範様（福岡城西ＲＣ二宮徹様紹介） ※プレゼント交換のお品をご持参下さい。
★ビジター 日付：翌1月8日（火）点鐘：18：30
・松坂順一様（地区ガバナー/東京葛飾東ＲＣ） 場所：ﾛﾜｼﾞｰﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟﾀﾜｰ那覇1Ｆ「あまいろ」
・飯村雅洋様（地区副幹事/東京武蔵野中央ＲＣ） ビジター費：5,000円　夜間例会・新年初例会
・仲田憲仁様（分区ガバナー補佐/那覇北ＲＣ） 日付：翌1月22日（火）点鐘：11：30
・芝田祐蔵様（分区ガバナー補佐/コザＲＣ） 「職場訪問」NHK沖縄放送局
・新崎康幸様（分区幹事/那覇北ＲＣ） 　　　　　　　　　　（傍田賢治会員職場）
・島清次様（分区幹事/コザＲＣ） ※クラブ会員のみの見学となります。
・吉村秀二様（福岡西ＲＣ） ＜例会休会のお知らせ＞
・上原慎次様（那覇南ＲＣ） ・那覇ロータリークラブ
・田中久光様（地区社会奉仕委員長/浦添ＲＣ） ■ 12月25日（火）クラブ定款第8条第1節Ｃ項
・二宮徹様（福岡城西ＲＣ） 【メークアップのお知らせ】
・林俊宏様（Sdn Marino Club/RI5300） ※12/10那覇南ＲＣ例会出席（宮城富夫会員）

■会長挨拶 ※12/13那覇東ＲＣ例会出席（白間弘造会員）
■東江会長 ※12/13コザＲＣ例会出席（柏田吉美会員）

■地区大会登録者名簿
【2月20日　会長幹事会】２名
・東江会長、大城幹事　
【2月20日　晩餐会】４名
・東江会長、大城幹事、宮城富夫会員　
・大城裕美様（家族登録）
【2月21日新入会員昼食会】１名
・宮城富夫会員

■出席報告 【2月21日本会議】（登録のみ含む）１９名

・新垣利江子　　　　　　　　　（敬称省略）

柏田吉美会員
宜野湾ＲＣの良いところについて

飯村雅洋地区副幹事

林俊宏様ご挨拶

今日は私の日本で一番好きな場所沖縄に来れただけで
もワクワクしております。私も何クラブか公式訪問お
邪魔しておりますが、宜野湾ＲＣは非常に明るい、楽
しい雰囲気の公式訪問でして大変素晴らしいなと感じ
ました。それで一言お話しさせて頂きます。松坂ガバ
ナーが先程お話ししましたように、RLI（ロータリー
リーダーシップ研修会）、これは松坂ガバナーがデジ
グネートの時から検討を始めて今年度一番力を入れて
いる部分です。簡単に言いますと、ロータリアンが
ロータリーの思いを自由に語り合い、個々のモチベー
ションを高めていくという研修というよりも本当に自
分の為になる非常に楽しい内容です。是非とも研修に
参加して頂き自分の意識を高め、クラブの活性化に努
めて頂きたいと思います。ひとつ宜しくお願い致しま
す。ありがとうございました。
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＞＞＞　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

2437 2438

　＊＊＊　第２４３８回　　（２０1８年１２月１２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
ﾆｺﾆｺＢＯＸ

出 席 報 告
閉 会 点 鐘

幹 事 報 告

■ニコニコの趣旨

ｴｺ思想推進宣言

0

2

1

算定用会員数

■松坂順一ガバナーを始め地区役員の皆様公式
訪問有難うございました。今後に役立てたいと
思います。（新垣 義夫、茂宮 隆次）

■地区ガバナー始め地区役員の皆様、公式訪問
ありがとうございました。
後半も頑張って下さい。（宮城 富夫）

■松坂ガバナー飯村地区副幹事、本日は宜野湾
ＲＣご訪問頂きありがとうございます。お疲れ
様でした。（仲吉 サダ子）

■地区ガバナー松坂順一氏、地区副幹事飯村雅
洋氏、分区ガバナー補佐仲田憲仁氏及び芝田祐
蔵氏、分区幹事新崎康幸氏及び島清次氏御一行
を歓迎して（比嘉 盛吉）

■松坂ガバナー御一行様、今日はありがとうご
ざいました。（大城 英明）

■本日、松坂ガバナーを始め地区役員の皆様ご
苦労様です。これからもご指導宜しくお願い致
します。ゲスト・ビジターの皆さんも本日のご
参加ありがとうございます。（東江 繁子）
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会 長 挨 拶

■公式訪問！皆さん頑張って下さい。コザのテ
リトリーは北中城・中城・宜野湾・北谷ですが
基本ロータリーにはラインはないです。コザ
ロータリークラブは只今会員募集中です(^^♪
（仲田憲仁・芝田祐蔵・新崎康幸・島清次）

■松坂ガバナー本日の協議会ありがとうござい
ました。特に今年度の当クラブからのグローバ
ルファンドの申請に決定下さったことに感謝し
ています。
（社団法人沖縄県助産師会顧問、以前は日本助
産師会理事・許田 英子）

■グローバル補助金のＤＤＦ支援の決定を受け
大変喜んでいます。ガバナーありがとうござい
ました。（吉田 明正）
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■ゲスト・ビジター紹介

例会日

皆さん改めましてこんにちは。本日はガバナー
公式訪問クラブ協議会を無事終えることが出来
ました。最初の会長幹事打ち合わせの時にガバ
ナーから組織表が先端を行っているとお褒めの
言葉を頂きました。会長就任から半年となって
おりますが、やはり皆さん一人一人の良さ、活
発な意見、前向きな姿勢が宜野湾ＲＣのいいと
ころかなと私自身自負しております。このよう
な素晴らしい方々に支えられて私も今日までき
ております。ガバナーを始め役員の皆様から大
変力強い導きを頂きまして前に進みたいと思い
ます。そして本日、ゲスト・ビジターの方々に
もたくさんお越しいただきまして感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。
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第2438回 ¥17,000 ¥17,000
累 計

出席者数 24 25
出席免除者欠席

¥112,000 ¥51,676
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訂正算定分母

・東江繁子、大城英明、宮城富夫、平仲絢子
・アラルコン朝子、新垣真由美、許田英子
・富田真理子、城間幹夫、比嘉盛吉、岡江保彦
・國吉一人、新垣裕輝、白間弘造、吉田明正
・新垣義夫、仲吉サダ子、阿嘉よね子



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

松坂順一ガバナー 卓話の様子

松坂順一ガバナーを囲んで(^^♪

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2439回）
2018年12月19日号

★☆　ガバナー公式訪問　★☆

職業宣言　1１．例会に出席して多くの人と職業上の理解を深めることも職業奉仕だ。

会長・幹事との打ち合わせ会議 クラブ協議会の様子


