
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

(第2457、2458回）
2019年5月22日、6月5日号

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

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



■例会プログラム
：伊禮 文雄
：東江会長

：新垣 裕樹
：奉仕の理想・四つのテスト
：池田 彩織

：岡江 保彦
：東江会長

：大城 英明新垣裕樹副幹事
：新垣真由美会長エレクト

：城間青少年交換副委員長
：新垣 真由美
：新垣 真由美
：東江会長 【幹事報告】

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介　新垣裕樹会員 ①那覇ＲＣより例会変更のお知らせ
☆ゲスト 　日時：5月28日（火）18：00点鐘
・砂川夏海さん（青少年交換留学派遣予定学生） 　場所：パシフィックホテル2階「万座の間」
・砂川尚之様（夏海さんのお父様） 　ビジター費：5,000円

■会長挨拶 　※新本博司ガバナーエレクト激励会へ変更
⓶那覇ＲＣ例会振替のお知らせ
　日時：6月4日（火）国際大会へ振替
③移動例会（社会奉仕活動）のご案内（宜野湾RC）

　日時：5月22日（水）11：30～草刈り
　　　　　　　　　　　 12：30　点鐘
　場所：宜野湾市いこいの市民パーク
④例会休会のお知らせ（宜野湾RC）
　日時：5月29日（水）定款8-1-C適用
【回　覧】
①青少年奉仕情報第35号のご案内

■出席報告
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■幹事報告

¥1,000 ¥1,337
累 計

ロータリー親睦活動月間

前 回 累 計 ¥281,000

■ニコニコの趣旨東江会長

第2456回

司 会
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ゲストビジター紹介
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委 員 会 報 告

会 長 挨 拶
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出席免除者欠席 3

例会№
例会日

＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

新垣裕樹副幹事

■今度の土曜日18日の午後5時から球新報ホー
ルにおいて踊りの公演会があります。よろしく
お願いします。（茂宮 隆次）

ｴｺ思想推進宣言

¥180,674

発 表

出 席 報 告
閉 会 点 鐘

　　　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

2455 2456

　＊＊＊　第２４５６回　　（２０１９年５月１５日）　　例会報告　＊＊＊

訂正出席者数
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幹 事 報 告

6
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メーク
アップ

一般会員

免除会員 0

70.37%

33会員数

改めまして皆さんこんにちは。東江年度も残す
ところ後1ヶ月余となりました。来週5/23は台
湾の圓通RC創立15周年記念式典・祝賀会が開
催されます。今回宜野湾RCより私を始め白間会
員、宮城富夫会員、新垣真由美会員、茂宮会
員、我謝会員、岡江会員、新垣裕樹会員、総勢8
名で参加する事になりました。3回目となる圓通
RCとの交流を更に深めて参りたいと思います。
6月になりますと、「平和の使者オオゴマダラを
飛ばそう」という事で放蝶式が6/19日に開催さ
れます。そして6/26日いよいよ最終例会の夜間
例会があります。多くの会員の皆様が参加され
ます様お願い致します。
さて、本日は城間幹夫青少年交換副委員長と砂
川夏海さんから青少年交換プログラムについて
発表がありますので、皆さんお聞きいただきた
いと思います。これで私の挨拶を終わりと致し
ます。

30 27
出席率 66.67%

《6月ロータリー為替レート　＄１＝￥110》



■委員会報告 ■例会予定
<本日＞
◆第２４５８回６月５日（水）理事会
卓話：櫻井権司パストガバナー
演題：夢をかたちに
◆第２４５９回６月１２日（水）
クラブ協議会
◆第２４６０回６月１９日（水）
移動例会（社会奉仕活動）
◎慰霊の日に因んで「オオゴマダラ」の放蝶式
場所：宜野湾市いこいの市民パーク
時間：11：30集合　12：30点鐘
◆第２４６１回６月２６日（水）
東江年度最終例会（夜間例会）
場所：ラグナガーデンホテル
時間：19：00点鐘
◆第２４６２回７月３日（水）理事会
新垣真由美年度スタート（所信表明）
卓話：宮城富夫ガバナー補佐
◆第２４６３回７月１０日（水）
五大奉仕委員会活動計画発表
◆第２４６４回７月１７日（水）
各小委員会活動計画発表
◆第２４６５回７月２４日（水）
各小委員会活動計画発表
◆７月３１日（水）特別休会
（定款第8条第1節Ｃ項適用）

■青少年交換プログラムについてスピーチ ■地区・他クラブよりお知らせ
<例会変更のお知らせ＞
・名護ロータリークラブ
日時：6月12日（水）　➡　13日（木）変更
※創立45周年記念祝賀会へ振替
・那覇北ロータリークラブ
日時：6月13日（木）19：00～21：00
場所：かりゆしアーバンリゾートナハ8階
ビジター費：4,000円　　　夜間例会
日時：6月27日（木）19：00～21：00
場所：かりゆしアーバンリゾートナハ6階
ビジター費：4,000円　　夜間例会
・コザロータリークラブ
日時：6月13日（木）点鐘18：00
場所：オキナワグラメールリゾート2階
ビジター費：2,000円
※夜間例会及び帰国前報告会に変更
日時：6月27日（木）点鐘19：00

日時：6月11日（火）16：00～18：00 場所：ホテルニューセンチュリー8階
場所：パシフィックホテル沖縄2F「カオネヘ」 ビジター費：5,000円（本年度最終例会）
議題： ・那覇南ロータリークラブ
　1.年間スケジュールについて 日時：6月24日（月）点鐘18：30
　2.地区補助金、分区補助金（案）について 場所：パシフィックホテル沖縄 2階
　3.沖縄分区ＩＭについて ビジター費：5,000円
　4.地区大会への取り組みについて ・浦添ロータリークラブ

日時：6月28日（金）点鐘18：30
場所：ﾀﾞﾌﾞﾙﾂﾘｰbyﾋﾙﾄﾝ那覇首里城 20F

　6.各地区委員からの連絡・報告等について ビジター費：5,000円　　夜間例会に変更
　7.2018-19年度からの申送り事項について <例会休会のお知らせ＞
　8.その他 ・名護ロータリークラブ

日時：6月26日（水）　休会
（定款第8条第1節Ｃ項により）

砂川夏海さん

2019-20年度　第1回沖縄分区連絡会
開催のご案内

　5.2020-21年度沖縄分区ガバナー補佐選任
　　について

　※地区委員の皆様ご出席方宜しくお願いします。

第55期青少年交換留学派遣予定学生

新垣真由美会長エレクト
PETS（クラブ会長エレクトセミナー）の報告

城間青少年交換副委員長
青少年交換プログラムについて



■例会プログラム ■出席報告
：大城 英明
：宮城ガバナー補佐エレクト

：新垣義夫次年度副会長
：大城 英明大城幹事

：岡江 保彦
新垣義夫次年度副会長

職業宣言　３．どんな仕事でも有用で、それを継続する事が、職業奉仕だ。

清掃作業の様子 作業を終えて.皆様お疲れ様でした.

例会の様子：幹事報告：大城幹事 岡江社会奉仕委員長ご挨拶

訂正出席者数 22 14
訂正算定分母 27 30
訂正出席率 81.48% 46.67%
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　＊＊＊　第２４５７回　　（２０１９年５月２２日）　　移動例会報告　＊＊＊
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幹 事 報 告
会 長 挨 拶

社会奉仕委員長挨拶

2456 2457
例会日 2019/5/15 2019/5/22

会員数 33 33
出席者数 19 9

＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

　　　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

ロータリー親睦活動月間

70.37% 30.00%
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アップ

一般会員 3 5
免除会員 0 0

出席免除者欠席 6 3
算定用会員数 27

東江会長より美味しいサーターア

ンダーギーの差入れを頂きました。

ありがとうございました。


