
■委員会報告 ■例会予定
<本日＞
◆第２４４５回２月１３日（水）
卓話：古市桂央様
演題：ワンファミリー～みんなひとつの家族～
◆２月２０日振替休会（2/21地区大会）

■例会プログラム ■幹事報告　　　　大城幹事　 ◆第２４４６回２月２７日（水）
：新垣 真由美 【理事会報告】 地区大会報告
：東江会長 ①地区大会のコ・ホストクラブ引受けについて ◆第２４４７回３月６日（水）理事会

：新垣 裕樹 ⓶山城源治会員退会届について 会員卓話予定
：君が代・四つのテスト 【幹事報告】 ◆第２４４８回３月１３日（水）
：池田 彩織 卓話：仲宗根敦子氏（ＥＱ絵本インストラクター）

：岡江 保彦 演題：未定
東江会長 ⓶宜野湾市男女共同参画フォーラムのご案内 ◆第２４４９回３月２０日（水）

：大城 英明 移動例会（社会奉仕活動）
：岡江 保彦、柏田 吉美 場所：宜野湾市いこいの市民パーク

：新垣 義夫 時間：11：30集合　12：30点鐘
：伊禮 文雄 ◆第２４５０回３月２７日（水）
：東江会長 ユンタク会（私がやりたい奉仕活動）

■地区及び他クラブからのお知らせ
☆ゲスト ＜例会変更のお知らせ＞
・仲宗根義次様（アラルコン朝子会員紹介） ・那覇北ロータリークラブ
・仲本真由美様（アラルコン朝子会員紹介） ■ご挨拶 日時：2月14日（木） ➡ 2月12日（火）
・宮内英美里様（宮内一郎様奥様） 　　　那覇ＲＣ60周年記念式典へ
・砂川夏海さん（青少年交換留学派遣予定学生） ＜例会振替のお知らせ＞
・砂川亜美様（夏海さんのお母さま） ※地区大会2月21日（木）へ振替
・斉藤達也様（ラグナガーデンホテル総支配人） ・那覇南ロータリークラブ2月18日（月）➡
★ビジター ・那覇ロータリークラブ2月19日（火）➡
・新本博司ガバナーエレクト（那覇ＲＣ） ・那覇西ロータリークラブ２月20日（水）➡
・新垣淑典様（那覇ＲＣ/次年度地区幹事） ・那覇東ロータリークラブ２月21日（木）➡
・宮内一郎様（那覇西ＲＣ） ・コザロータリークラブ２月21日（木）➡

■会長挨拶 ・浦添ロータリークラブ2月22日（金）➡
■東江会長 【メークアップ】

※1/24那覇ＲＣ例会出席（池田彩織会員）
※2/1浦添ＲＣ例会出席（白間弘造会員）

日時：3月14日（木）　登録開始　13：00
　　　セミナー14：00～　懇親会18：00～
場所：ハイアットリージェンシー東京

登録料：1名　12,000円
出席対象者：宮城富夫ガバナー補佐

■出席報告 　　　　　　國吉一人分区幹事
　　　　　　白間弘造希望の風奨学金支委員
　　　　　　田中旨夫日台親善委員
　　　　　　城間幹夫青少年交換副委員長
　　　　　　平仲絢子青少年交換委員
　　　　　　富田真理子RYLA委員
　　　　　　東江繁子ロータリー財団委員
　　　　　　池田彩織国際大会参加推進委員

ｴｺ思想推進宣言

訂正算定分母
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31 31

■久しぶりに例会に出席、皆さんのお元気なお
顔に接し嬉しく思います。宮城ガバナー補佐エ
レクトをはじめこれから皆様に大変お世話にな
ります。ご支援よろしくお願いします。
　　　　　　　　　（新本博司様/那覇ＲＣ）

■皆様こんにちは。新本ガバナーエレクトよう
こそお越し下さいました。
　　　　　　　（アラルコン朝子、茂宮 隆次）

■亥年の年男/古稀、２月生まれの早生まれ、団
塊の世代一期生です。
許田英子先生の後輩として医療界のために微力
を尽くします。（天願 勇）

■旧正おめでとうございます！
新本Ｇ年度の地区委員会の委員に宜野湾ＲＣか
ら７名任命されています。ＡＧと分区幹事含め
ると何と９名がクラブ外活動します。ホームク
ラブ活動も頑張りましょう！（宮城 富夫）

■2/23に薬物、アルコール、ギャンブル依存者
厚生施設『沖縄ダルク』のフォーラムがコンベ
ンションＡ会議棟で開催されます。是非皆さん
お知り合いの方々にお知らせ下さい。
　　　　　　　　（宮内一郎様/那覇西ＲＣ）
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平和と紛争予防/紛争解決月間

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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①許田英子会員が沖縄県医科学研究財団から功
労賞を受賞されました。

■ニコニコの趣旨
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宮内一郎様/那覇西ＲＣ
2/23薬物アルコールギャンブル依存者更生施設
「沖縄ダルク」のフォーラム開催のお知らせ

岡江社会奉仕委員長
1/28社会福祉運営協議会について

柏田パスト会長
近況報告

新本博司ガバナーエレクト
新本年度へのご協力、ご支援のお願い

新垣淑典次年度分区幹事

①地区大会コ・ホストクラブ引受けのお願い
⓶那覇ＲＣ創立60周年記念式典へのご案内
　2/12（火）17：00～ロワジールホテル

例会日

¥61,047

3

第2444回 ¥8,000 ¥3,016
累 計

出席者数 22 24
出席免除者欠席

¥187,000

会 長 挨 拶

■ゲスト・ビジター紹介　富田 真理子

幹 事 報 告

■新本ガバナーエレクト様ご多用の中、ようこ
そお越し下さいました。
又、ゲスト・ビジターの皆様、本日はありがと
うございます。（仲吉 サダ子）

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

出 席 報 告
閉 会 点 鐘

前 回 累 計
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¥179,000

皆さんこんにちは。2週間ぶりの例会でございます。
さて、プロ野球のキャンプが7球団沖縄入りしており
ますが、ここ宜野湾は横浜DeNAベイスターズの球団
が大変頑張っている所なんですが、その球団の方々を
アロマ温泉に無料で招待してゆっくりしてもらいまし
た。皆さんも応援よろしくお願いします。
お話変わりますが、2月号の文芸春秋に3名の90才以
上のドクターの記事が掲載されています。先ずは、新
潟県出身のフジマキミキオさん。山村地帯での医療、
今でも勉強会、研修会に参加しているとの事です。次
にマツモトツネヒコさん92才。大分県出身。毎日5時
起床、電動自転車に乗って2Kの道のりを往復し、
帰ったら自宅の温泉に入って朝食を取る。食事は発酵
食品です。そして、鼻洗浄を行うことが健康の秘訣と
の事です。次に。我が宜野湾ＲＣ会員の現在は台湾に
住んでいらっしゃる田中旨夫先生です。100歳の現役
医師で、昨年6月に台湾のドクターの資格を取得さ
れ、台湾で医療のボランティア活動を行っている。本
人は、後10年医療に携わって行くという事でした。
食事はやはり発酵食品です。私はこの記事を読んで目
標と勇気を頂きました。体力を作るために皆さん、そ
れぞれ努力をしています。私たちも健康管理に気を付
けて、健康で長生きしましょう！

2019-20年度地区チーム研修セミナー

内容：ガバナーエレクトによる国際協議会報告
　　　と次年度の方針発表、次年度五大奉仕、
　　　ロータリー財団、米山奨学委員会に分か
　　　れての委員会開催等

2月誕生月おめでとうございま(^^♪
富田 真理子会員（8日）

アラルコン朝子会員（15日）

天願 勇会員（16日）



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

残念ではありました。ですが、さすがにパウダースノー！陽の光に反射するその雪がとても綺麗だった
のを覚えています。また、幸いにも雪が降らなかった為に、雪の白さと空の青さの綺麗なコントラスト
も満喫する事が出来ました。また、スキーも初めての経験でした。初めは全く滑れなかったのですが何
回も何回も転んで、練習していくうちに段々出来るようになって、最終的には人並みに滑れるようにな
りました。しかし1日ではやはり足りなくて、もっとやりたかったなという思いが今でも自分の中にあり
ます。次にスキーをやるのはフィンランドかなっと思って、フィンランドでのウインタースポーツを非
常に楽しみにしております。東京では浅草の浅草寺を見学しました。浅草寺は推古天皇の時代、1300
年前に紀元を持つとても由緒あるお寺です。沖縄ではあまり見られない1000年以上前の建物という事
もあり、とても荘厳な感じがしました。有名な雷門そして風神雷神、更に本堂、どこをとっても歴史の
重さが感じられます。因みに引いたおみくじは「凶」でした。初詣ではなかったのですが、ちょっと落
ち込んでしまいました。(笑)また、浅草寺に展開する仲見世通りでも、色々お菓子を買って食べたり、可
愛らしい小物を買ったりと、とても楽しむことが出来ました。修学旅行は総じてとても楽しかったで
す。又、北海道で感じた事は、同じ日本であるのに、雪だったり、寒さだったり、家の形だったり何か
全てが沖縄と違う感じがして、同じ日本でありながらも違う外国に来たような感じがしました。とても
不思議だったのを覚えています。北海道でさえそうなんですからフィンランドに行ったら毎日色々な驚
きがあるんだろーなと思ってワクワクしております。
1月は大きなテストもなく、とても楽しいひと月でした。しかし、その分学校の勉強やフィンランド語の
勉強がおろそかになってしまった面もあります。2月末には学期末テストがあり、時間がもっと進めば
フィンランド留学もあります。この様にロータリーの皆さんの前で発表させて頂く機会を頂く度に、自
分に対する期待と責任の大きさを痛感しております。皆さまの期待に応えられるよう日々努力して参り
たいと思います。ありがとうございました。

2019年いのしし年！世界がどういう年になるかと言うと．．．
今までの上手くいってた事が全てストップする。中々思うように
いかないという年です。ですから一時立ち止まって、周囲を見渡
して自分なりにしっかり見極めていけないという年です。今まで
思うように進んで来たことが思うようにいかない！では、どうな
るかと言うと、個人も社会も自分の思うところの利己主義的に
走って行く。これはどうしたことかなー？っと、でも、これは世
の流れですから、どうなるか私にもわかりません。一番大事なも
のはなんでしょう？やはり日々御神仏から健康の功徳を賜りなが
ら、家族の絆を大切にし、親、先祖に感謝をする心を持つと、自
ずと恵まれて来る。皆さん自分の御霊を磨きましょう！

いのしし年を占う　　　比嘉虹水会員

職業宣言　４．事業の経営に最善を注ぐのも、立派な職業奉仕だ。 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

(第2445回）
2019年2月13日号

国際ロータリー 第2580地区 宜野湾ロータリークラブ

皆さんこんにちは。青少年交換留学派遣予定学生の砂川
夏海です。先月の例会に出席してからもう1ヶ月かと時間
が進む速さに驚いています。又、その分フィンランドへ
の旅立ちの日も近づいて来ているという事で楽しみと不
安が入り混じっている心境です。さて、1月は私達昭和薬
科生にとって、6年間の中でも一番重要とも言える行事が
ありました。修学旅行です。私達は北海道で3泊4日、東
京で1泊2日、計5日間を過ごしました。北海道は私はこ
れが初めての経験でした。また、雪を見るのも初めて
だったので非常に楽しかったです。北海道の雪は正にパ
ウダースノーで手で握ってもすぐにこぼれ落ちていって
しまいます。雪だるまや雪合戦、カマクラを期待してい
た私にとって雪があまりにも固まらないのでちょっと

Rotary Intenational District 2580 Rotary Club of Ginowan
砂川夏海さん（青少年交換留学派遣予定学生）スピーチ


