
■スピーチ　　砂川夏海さん ■例会予定
<本日＞
◆第２４４８回３月１３日（水）
卓話：仲宗根敦子氏（ＥＱ絵本インストラクター）

演題：未定
◆第２４４９回３月２０日（水）
移動例会（社会奉仕活動）

■例会プログラム ■幹事報告　　 場所：宜野湾市いこいの市民パーク
：新垣 真由美 ■大城幹事 時間：11：30集合　12：30点鐘
：東江会長 ◆第２４５０回３月２７日（水）

：新垣 裕樹 ユンタク会（テーブルディスカッション）
：君が代・四つのテスト ◆第２４５１回４月３日（水）理事会
：池田 彩織 ＰＥＴＳ報告

：岡江 保彦 ◆第２４５２回４月１０日（水）
：東江会長 外部卓話予定

：大城 英明 ◆第２４５３回４月１７日（水）
：砂川夏海さん、我那覇沙也さん 【理事会報告】 卓話：伊良皆善子様（浦添ＲＣ会長）
：新垣 義夫 ①圓通ＲＣ創立15周年記念式典参加について 演題：未定
：新垣 真由美 ⓶年号変更に伴う財務会計ソフト購入について ◆第２４５４回４月２４日（水）
：東江会長 【幹事報告】 地区協議会報告

①ガバナーノミニーデグジネート決定について ■地区・他クラブよりお知らせ
☆ゲスト 　若林英博氏（東京麴町ＲＣ会員） <例会場変更のお知らせ＞
・與儀常貴様（宜野湾市社会福祉協議会） 【回　覧】 ・那覇ロータリークラブ
・我那覇沙也様（RYLAセミナー受講生） ①地区大会参加のお礼状 日時：3月12日（火）12：30点鐘
・砂川夏海さん（青少年交換留学派遣予定学生） ⓶横浜金沢ＲＣ顔合わせ会ご出席のお礼状 場所：ロワジールホテル1階「あまいろ」
・砂川尚之様（派遣予定学生ご家族） ③バギオだより3月号 ビジター費：2,500円
★ビジター ④コーディネーターニュース3月号 ＜例会変更のお知らせ＞
・緑間禎様（那覇東ＲＣ） ⑤ハンガーゼロニュース2月号 ・那覇北ロータリークラブ
・前原雅司様（コザＲＣ） ■スピーチ　　我那覇沙也さん 日時：3月14日（木）夜間例会へ変更
・當野正樹様（那覇南ＲＣ） 場所：沖縄かりゆしアーバンリゾートナハ8階

■東江会長挨拶 ビジター費：4,000円
<例会休会のお知らせ＞
・那覇南ロータリークラブ
日時：3月18日（月）・3月25日（月）
　　（定款第8条第1節Ｃ項）
【メークアップ】
・3/7（木）コザＲＣ例会出席（東江繁子会員）

■お知らせ

　　日　時：5月23日（木）～24日（金）
　　旅　費：お一人様59,000円
　　旅行社：㈱パンプキンサポート沖縄

■出席報告

桃　園 16:00 桃園国際空港搭乗手続き
18:20 タイガーエアー232便にて帰国

那　覇 20:50 那覇空港着（入国手続き）66.67%

皆さんこんにちは。ようこそ宜野湾ＲＣへお越
し下さいましてありがとうございます。ダイキ
ン女子ゴルフオープンがいよいよ今日開幕致し
ました。天気も気になるところですが、新垣比
菜をはじめエナジックゴルフアカデミー出身選
手がだいぶ参加しています。皆さんどうぞ応援
して下さい。お話は大きく変わりますが、最近
ツイッターとか動画などで飲食店が問題となっ
ております。特に大戸屋は3/12に350店舗を休
みとし、休業損失の金額は何と1億と言ってま
す。私も飲食を扱っておりますが、どうしても
人手不足で学生アルバイトを雇っていますが、
本職にしてもバイトにしても、ちゃんと教育を
してから現場に送った方が会社の為になるので
はないかと私個人的にそう思います。皆さんは
信じないかと思いますが、大きな宴会が入った
時はブルーのエプロンをつけて洗い場に立って
いますよ。

18:00 式典開宴
20:00 各自タクシーにてホテルへ

5/23
（木）

新北市 8:00 ホテルにて朝食

5/24
（金）

新北市 15:00 ホテルにて休憩
17:00 専用車にて記念式典会場へ

17:30 式典受付（中和華漾大飯店）

桃　園 10:40 台北着（入国手続き）

圓通ＲＣ創立15周年記念式典
参加ツアー

月日 都市名 現地時刻 スケジュール
那　覇 8:00 那覇空港国際線搭乗手続き

10:00 タイガーエアー231便にて
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■我那覇さん、砂川さんお二人の報告素晴らし
かったですよ。
※フードドライブ「チュイシージー」でよろし
くお願いいたします。（新垣 義夫）

■砂川さん、我那覇さん、素晴らしいスピーチ
ありがとうございました。（茂宮 隆次）

■與儀さん本日は大変ありがとうございまし
た。協力させて頂きます。
ゲスト･ビジターの皆様、本日はお越し頂きまし
て感謝申し上げます。（仲吉 サダ子）

■東江会長地区大会お疲れ様でした。又、先日
那覇東ＲＣにての池田会員の卓話ありがとうご
ざいました。（緑間禎/那覇東ＲＣ）

皆さんこんにちは。年度末のお忙しい時期です
が皆さん如何お過ごしでしょうか？私は先週学
年末試験が終わってホッとしているところで
す。春休みに入るとジャパンツアーがありま
す。来日学生、派遣予定学生、ローテックス、
ロータリアンの皆さんで西日本を巡る8泊9日の
ツアーとなります。ツアーでは京都、兵庫、広
島、大分、奈良、大阪、三重、愛知を廻る予定
です。巡る史跡は日本史の授業で教わった所ば
かりで胸が高まります。この様な機会を頂けた
事に非常に感謝しております。ツアーの目的は
旅行だけではなく日本の歴史に対して理解を深
める事と原爆ドームの見学を通して平和につい
て考える事が目的のひとつだと思います。確か
に私達派遣予定学生は小さな親善大使として留
学に向かうので、この機会に平和に対して色々
考える事も大事だと思います。4月の例会では
ジャパンツアーの報告をしたいと思います。

こんにちは。RYLAセミナー受講生の我那覇沙也で
す。3/1から3日間玉城村青少年の家にて開催の青少
年指導者養成プログラムに参加させて頂きました。自
然の中での非日常的な空間での多くの方々と交流をし
「心にふれあう」というテーマのもとプログラムが行
われました。沖縄で開催されるロータリーのイベント
に参加させて頂いた事に感謝しております。セミナー
2日目にグループに対してお題が出され、それについ
て班全員で考え、意見を出し合い、答えを出して発表
をするというセッションがありました。私達の班は意
見を出し合って、出し合って、答えが出た時は夜中の
2時になっておりました。ディスカッションをしてい
る中、私は先輩方の意見が理解出来ない、何でこんな
発想になるんだろう？と討論の内容に追いつくまでに
時間が掛かっている自分に不甲斐ないというか惨めだ
なと感じる部分がありました。今回リーダーシップに
ついて考える機会がありました。やはりリーダーシッ
プとは集団を率いる人、前に出れる人だと考えていた
のですが、今回のセミナーを通じてリーダーシップと
は人をフォローしたり相手を尊重できる人。リーダー
シップはリーダーだけが持っているものではなく、そ
れぞれ一人一人が持っているもの。だから誰でもリー
ダーになれるだという事をこのセミナーを通して感じ
ることが出来ました。

ｴｺ思想推進宣言

¥69,024
《3月ロータリー為替レート　＄１＝￥110》
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第2447回 ¥4,000 ¥1,585
累 計

出席者数 19 21
出席免除者欠席

¥225,000

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

出 席 報 告
閉 会 点 鐘

前 回 累 計

4

¥221,000

＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

水と衛生月間

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

2446 2447

　＊＊＊　第２４４７回　　（２０１９年３月６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

会 長 挨 拶

■ゲスト・ビジター紹介　　　新垣裕樹会員

例会日

¥67,439

幹 事 報 告

■ニコニコの趣旨
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70.00% 9:00 観光（十分、九份）
12:30 昼食
15:00 桃園国際空港へ



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

卓話：與儀常貴様（宜野湾市社会福祉協議会相談支援係係長）
社会福祉協議会の役割について～生い立ちから知る社協～

與儀常貴様

卓話の様子

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

職業宣言　７．業界の発展のために力をつくすことも、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2448回）
2019年3月13日号


