
■クラブ総会 ■例会予定
<本日＞
◆第２４４１回１月９日（水）　理事会
新年ユンタク会
◆第２４４２回１月１６日（水）
卓話：久恒達宏様（総務省沖縄総合通信事務所長）

演題：未定

■例会プログラム ■幹事報告 ◆第２４４３回１月２３日（水）
：伊禮 文雄 ■大城幹事 卓話：田中久光様（地区社会奉仕委員長）
：東江会長 演題：ロータリークラブ私はこう思う！

：富田真理子 ◆１月３０日休会
：我らが生業・四つのテスト 定款第８条１節Ｃ項適用
：池田 彩織 ・会長　新垣 真由美　　・幹事　新垣 裕輝 ◆第２４４４回２月６日（水）　理事会

：吉田 明正 ・副会長　新垣 義夫　　・副幹事　平仲 絢子 ユンタク会（テーブルディスカッション）
：東江会長 ・クラブ管理運営委員長　岡江 保彦 ◆第２４４５回２月１３日（水）

：大城 英明 ・職業奉仕委員長　　東江 繁子 卓話：古市桂央様
：柏田 吉美 【幹事報告】 ・社会奉仕委員長　　吉田 明正 演題：未定

：新垣 義夫 ・国際奉仕委員長　　池田 彩織 ◆２月２０日地区大会の為振替休会
：伊禮 文雄 ・新世代奉仕委員長　城間 幹夫
：東江会長 ◆第２４４６回２月２７日（水）

ご挨拶 地区大会報告
次年度 ■地区・他クラブよりお知らせ
職業奉仕委員長 ＜例会変更のお知らせ＞
東江繁子会員 ・那覇東ロータリークラブ

日付：1月10日（木）点鐘：18：30
場所：ホテルロイヤルオリオン「旺の間」
ビジター費：5,000円　夜間例会に変更

ご挨拶 ・那覇南ロータリークラブ
次年度 日付：1月7日（月）➡1月12日（土）に変更
社会奉仕委員長 　　　13：10～13：30例会
吉田明正会員 　　　13：30～14：30新年会

☆ゲスト 場所：パシフィックホテル沖縄「カネオヘ」
・金城京子様（許田英子会員紹介） ビジター費：2,000円

【メークアップのお知らせ】
ご挨拶 ※12/17那覇南ＲＣ例会出席（新垣利江子会員）
次年度 ＜新ロータリークラブ創立のお知らせ＞

■東江会長挨拶 国際奉仕委員長 ・新クラブ名
池田彩織会員 　：東京臨海西ロータリークラブ

・RI加盟承認日
　：2018年12月13日
・スポンサークラブ

ご挨拶 　：東京臨海ロータリークラブ
次年度 ・所属分区：東分区
新世代奉仕委員長
城間幹夫会員

■出席報告

①松坂順一ガバナーからの
　　　　　公式訪問のお礼状のご案内

⓶東京練馬西ＲＣ榎本会長からの
　　　　　クラブ訪問のお礼状のご案内

③東京東江戸川ＲＣ創立50周年記念式典・祝賀
会のお礼状のご案内

④2018-19年度沖縄分区ＩＭの決算報告書のご
案内

■今年も残りわずかです。頑張りましょう！
　　　　　　　　　　　　　　（茂宮 隆次）

皆さんこんにちは。先週のガバナー公式訪問は
皆さんご苦労さんでした。松坂ガバナーからお
褒めの言葉を頂いて大変感激しているところで
ございます。さて、今年ももう少しで終わろう
としておりますが、来週は忘年会となっており
ます。私も1年の締めくくりとして大いに楽しみ
たいと思います。余興にオークションと色々と
企画されていますので、皆さんぜひ参加されて
下さい。本日はこの後クラブ総会が開催されま
すので引き続きよろしくお願いいたします。
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ｴｺ思想推進宣言
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訂正出席者数

33 32
出席率 75.76%

訂正出席率

1

訂正算定分母
國吉一人会員　12月8日生まれ

ワインプレゼンター　アラルコン朝子会員と共に‼
ハイ！チーズ(^^

次年度ガバナー補佐
宮城富夫会員ご挨拶

次年度分区幹事
國吉一人会員ご挨拶

＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

職業奉仕月間

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

2438 2439

　＊＊＊　第２４３９回　　（２０1８年１２月１9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

次年度役員発表　新垣真由美会長エレクト

地区大会情報
懇親会アトラクション

会 長 挨 拶

■ゲスト・ビジター紹介　富田 真理子

例会日

¥51,676

誕生月おめでとうございます。(^^♪



■例会プログラム ■幹事報告
：富田 真理子 ■大城幹事
：東江会長
：池田 彩織

：岡江 保彦
：東江会長

：大城 英明
：砂川夏海さん

：東江会長

■会長挨拶
■東江会長 【幹事報告】

①青少年交換学生派遣国決定の報告
⓶第1回RYLAセミナー参加のお願い
③那覇東ＲＣ12/27例会休会のお知らせ
④国際友好新年会のお知らせ
【回　覧】
①ハンガーゼロニュース12月号のご案内

■出席報告

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

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。

北欧に行きたいと思っていて、このように希望が叶う
事はそうある事ではないので、この機会を与えて下
さった皆様方に感謝の気持ちで一杯です。これから半
年後には出発そしてそこでの生活を控えているのでﾌｨ
ﾝﾗﾝﾄﾞ語、ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの文化を勉強する事と何よりも日本
の文化、沖縄の文化を勉強するという事をこの半年間
でしっかり固めて行きたいと思います。留学にあたり
支えて下さいました城間さん前原さん當野さんそして
宜野湾ＲＣの皆様、それから金銭的、精神的に大きな
支えとなった両親にも本当に感謝しております。初心
の心と皆様への感謝を忘れずに留学までの準備、留学
に行っている間、行った後、これからもﾛｰﾀﾘｰの一員
としての活動に邁進していきたいと思います。これか
らもよろしくお願い致します。

訂正算定分母 32 34
訂正出席率 71.88% 82.35%

■オークションありがとうございました。
　　　協力金は35,000円でした。(^^♪

■大勢のゲスト・ビジターをお迎えして！皆さ
んよいお年を！（新垣 義夫）
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一般会員 2 1
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訂正出席者数 23 28

出席免除者欠席 3 1
算定用会員数 32 34

出席率 65.63% 79.41%

例会日 2018/12/19 2018/12/26

会員数 35 35
出席者数 21 27

¥2,175
累 計 ¥155,000 ¥55,611

《1月ロータリー為替レート　＄１＝￥112》

例会№ 2439 2440

第2440回 ¥42,000
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前 回 累 計 ¥113,000 ¥53,436

■ゲスト・ビジター、会員の皆さんこんばん
は。今年も無事に1年最高の年を送ることができ
ました。心から感謝申し上げます。ありがとう
ございます。来年度もよろしくお願い致しま
す。（東江 繁子）

皆さんこんばんは。今年最後の例会、夜間例会を楽し
みにしておりました。今日は沢山のゲスト・ビジター
が来られておりますが、どうぞ最後まで楽しんで下さ
い。私が今年一番良かった事はグローバル補助金が
2580地区より決定を頂けた事です。横浜金沢ＲＣは
1月中旬にでも決定されると聞いておりますので楽し
みに待っていたいと思います。宜野湾ＲＣは来年もキ
ラキラ輝いて明るく、楽しくやっていきたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願い致します。

司 会
開 会 点 鐘
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ
ｴｺ思想推進宣言
会 長 挨 拶
幹 事 報 告

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2440、2441回）
2018年12月26日、1月9日号

　＊＊＊　第２４４０回　　（２０1８年１２月２６日）　　夜間例会報告　＊＊＊

砂川夏海さん

皆さんこんばんは。
今回ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞに派遣さ
せて頂く事になりま
した次年度派遣学生
砂川夏海です。つい
３ 日 前 に 決 ま っ た
ばっかりでまだ実感
はわきませんが、そ
れでもﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞに決
まった時は本当に嬉
しかったです。応募
した時からずーと

■今年1年お世話になりました。来年度も宜しく
お願い致します。（茂宮 隆次）


