
■新年のご挨拶 ■例会予定
<本日＞
◆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：「多様化する決済手段」
◆第２４４３回１月２３日（水）
卓話：田中久光様（地区社会奉仕委員長）

■例会プログラム ■幹事報告　　大城幹事 演題：ロータリークラブ私はこう思う！
：新垣 真由美 【理事会報告】 ◆１月３０日休会
：東江会長 ①後期会費について 定款第８条１節Ｃ項適用

：富田真理子 ⓶名誉会員について ◆第２４４４回２月６日（水）　理事会
：我らが生業・四つのテスト ③宜野湾市社会福祉協議会委員の選任について ユンタク会（テーブルディスカッション）
：許田 英子 【幹事報告】 ◆第２４４５回２月１３日（水）

：岡江 保彦 ①地区大会ワイン会In沖縄開催のご案内 卓話：古市桂央様
：東江会長 【回　覧】 演題：未定

：大城 英明 ①コーディネーターニュース1月号のご案内 ◆２月２０日地区大会の為振替休会
：吉田明正、岡江保彦、宮城富夫 ⓶職業奉仕月間リソースのご案内

：新垣 義夫 ③バキオだより1月号のご案内 ◆第２４４６回２月２７日（水）
：新垣 義夫 地区大会報告
：東江会長 ◆第２４４７回３月６日（水）理事会

会員卓話予定
☆ゲスト ◆第２４４８回３月１３日（水）
・砂川夏海さん（次年度派遣学生） ■委員会報告 卓話：仲宗根敦子氏（ＥＱ絵本インストラクター）

★ビジター 演題：未定
・徳物葉子様（札幌はまなすＲＣ） ■地区・他クラブよりお知らせ
・知花なおみ様（浦添ＲＣ）

■会長挨拶 日時：1月21日（月）14：30～16：30
■東江会長 場所：沖縄かりゆしアーバンリゾートナハ6F

日　時：2月14日（木）15：00～17：00
　　　懇親会17：00～18：00
場　所：パシフィックホテル沖縄「ワイケレ」
登録料：4,000円
出席者：会長エレクト、幹事エレクト、次年度
　　　　ロータリー財団委員長及び地区委員

日　時：3月1日（金）～3日（（日）
場　所：玉城青少年の家
参加費：RYLAセミナー5,000円（一律共通）
　　　　登録のみ　2,000円
　　　　1日目歓迎夕食会　8,000円
　　　　2日目BBQ　2,000円

■出席報告

東京東村山ＲＣとの懇親会について

沖縄分区 第２回会長・幹事会のご案内

地区ロータリー財団セミナーのご案内

第１回 RYLAセミナー参加登録のお願い

乾杯の音頭　柏田パスト会長

■あけましておめでとうございます！（宮城 富夫）

■誕生祝い有難う御座います。（高橋 清一郎）

■新年お目出とう御座居ます。皆様の健康を願ってい
ます。今後共よろしくお願いします。（柏田 吉美）

■皆さんあけましておめでとうございます。今年もよ
ろしくお願い致します。１年明るく楽しいロータリー
ライフをおくりましょう！（東江 繁子）

■姪がお世話になります。派遣先も決まって張り切っ
ています。引き続きの御支援よろしくお願いします。
また３月のRYLAの登録もお願いします。今年もどう
ぞよろしくお願いします。（知花なおみ/浦添ＲＣ）

◎ロータリーの友1月号縦欄13Ｐに池田彩織会
員の記事が掲載されています！ご覧下さい。

皆さん、あけましておめでとうございます。
あっという間に半年が過ぎ、折り返すところ半
年となりました。皆様のご協力よろしくお願い
いたします。昨年は知事選、宜野湾市長選と大
きな波が押し寄せた１年でありました。そうい
う中で宜野湾ＲＣの皆様ひとりひとりの活躍と
素晴らしい成果が色々と報道されております。
それも私達大変励みになると思います。ただ会
員増強については、いまいち弱いところがあっ
て色々な面で頑張って会員増強目標５名を達成
したいと思います。去年の活動で一番良かった
のがグローバル補助金です。許田会員、吉田委
員長を始め会員の皆さんのご理解とご協力の元
スムーズに運ばれた事は大変嬉しいところでご
ざいます。横浜金沢ＲＣの皆さんとは地区大会
の翌日に打合せ会を兼ねて食事会を行う予定で
す。今月は社会奉仕月間でございます。私達の
日々の活動におきましては「四つのテスト」が
基本だと思っております。私も7月から天然温泉
アロマの社長を務めておりますが、常に「四つ
のテスト」を基本に色々組立し、社員一同の意
識を高めた為、年末年始の目標をクリアするこ
とができました。これも皆さんひとりひとりの
ご協力があっての事です。ありがとうございま
した。皆さんのご健康とご発展を祈ります。

知花なおみ様
浦添ＲＣ所属

徳物葉子様
札幌はまなすＲＣ

グローバル補助金進捗状況について

岡江社会奉仕委員長
花いっぱい運動へのご協力について

宮城友好クラブ委員長

■良い正月出様びる。
「あらたまぬ年に炭とクブカザティ心からしがた若く
なゆさ」（新垣 義夫）

■新年明けましておめでとうございます。今年も宜し
くお願い致します。（アラルコン朝子）

■皆様、新年明けましてお目出渡う御座います。今年
もロータリーライフを楽しみますので宜敷くお願い致
します。（比嘉 盛吉）

■明けましておめでとうございます。今年も宜しくお
願い致します。（茂宮 隆次）
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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
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吉田ロータリー財団委員長
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■ゲスト・ビジター紹介　富田 真理子

例会日

¥55,611

幹 事 報 告

１月お誕生日おめでとうございます！



■次年度派遣学生　砂川夏海さんスピーチ

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　1．自分の職業に誇りを持つことから、職業奉仕は始まる。 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2442回）
2019年1月16日号

印象的でした。アメリカ以外の国の人は初めて会う方々なので、こんな大量の国の人が一堂に会する事
は中々ない事なので貴重な経験をさせて頂きました。その中でも特にフィンランドから来たピユーナと
仲良くなれたのが個人的に本当に嬉しかったです。スウェーデンもそうですがフィンランドも昔から憧
れていたのでこの様な機会に合うとは本当に嬉しかったです。ピユーナとはラインを交換して大好きな
フィンランドの歴史とか文化とかを学んで、言語のサポートも受けられたらと思います。それから沖縄
の先輩方、4年前の派遣学生仲宗根快さん、3年前の派遣学生我那覇沙也さん、去年帰ってきたチアキ先
輩と去年からフィンランドに行っているマヤさんと知り合えた事が私にとって凄い成長の第一歩になっ
たかなと思います。快さんと沙也さんは既に大学に通っていて自分の夢の為に頑張っている事はお話を
聞いていると凄く感じております。チアキさんとマヨさんはもっと身近な頼れる先輩だと思います。マ
ヨさんのメールからはフィンランドが凄く楽しいという事が伝わってきます。ますますフィンランドに
行くことが楽しみになりました。そういう尊敬すべき先輩、目指すべき存在をロータリーに関わる中で
得られた事は本当に中々ある事ではないと思います。本当に振り返ってみると去年は出会いの年だった
と凄く思います。この出会いを大切にし、フィンランド行きに向けて、英語力を磨く事、フィンランド
語の勉強、フィンランドの文化、沖縄の文化、日本の文化など色々と抜かりなく勉強し後悔なくフィン
ランドに行きたいと思います。今年は初詣に行って波の上宮でおみくじを引きました。そのおみくじの
旅先の欄に「いい出会いあり」とありました。これは新年早々幸先のいいことだと思いました。フィン
ランドに行ってからも頑張ってきますので、それまでサポートの程宜しくお願い致します。ありがとう
ございました。

皆様明けましておめでとうございます。今回フィンランドに派遣させ
て頂く事になった次年度派遣学生砂川夏海です。去年は正に出会いの
年でした。ロータリーの留学に合格させて頂いてから、それまでだっ
たら絶対に会うことのない様な人達と出会う事が出来て楽しかったで
す。先ずは、東京の同期の９人の方達です。彼らの中には、かなりの
有名校に通っている方も何人かいて、特にモナコに住んでいた事のあ
る子とは少し世界観が違うなと思いました。彼らは私より英語が上手
く、発音が凄く綺麗なのでちょっと気が引けてコンプレックスを持ち
ましたが今となってはとても仲良く喋る事が出来るようになっていま
す。又、東京で出逢ったインバウンドの方と仲良くなれたのもとても

かんぱーい�今年も宜しくお願い致します。


