
例会場：ラグナガーデンホテル ｔｅｌ：098-897-2121 会長：新垣 真由美
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２０１９年７月 ３日（第２４６２回）
２０１９年７月１０日（第２４６３回）

合併号

クラブテーマ：会員の、会員の為の、会員による楽しいクラブ作り

ＲＩ会長：マーク・ダニエル・マローニー

2019-20年度ＲＩ会長テーマ

Rotary connects the world



＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜～言行はｋこれに照らしてから～

３．行為と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

：茂宮 隆次

：新垣会長

：富田 真理子

：君が代・四つのテスト

：許田 英子

：吉田 明正

：新垣会長

：新垣 裕輝

：比嘉 盛吉

：新垣真由美会長

：宮城富夫ガバナー補佐

：伊禮 文雄

：伊禮 文雄

：新垣会長

☆ゲスト

・仲本真由美様（仲宗根義次会員紹介）

・仲村真二様（新垣義夫会員紹介）

★ビジター

・二宮徹様（福岡城西ＲＣ）

・山里将様（浦添ＲＣ）

■就任挨拶

委 員 会 報 告

■シンガキ年度スタートおめでとうございます。
頑張って下さい。（山里将/浦添ＲＣ）

■新垣会長、新垣幹事の船出を祝福致します。今年度が
宜野湾ＲＣとって楽しくて和気あいあいとした豊かな年
度になりますようにリーダーシップを発揮して下さい。
ご健闘を祈ります。（仲吉 サダ子）

■パスト会長東江繁子氏、幹事大城英明氏１カ年大変お
世話になりました。感謝！新会長の新垣真由美氏、新幹
事の新垣裕輝氏、また沖縄分区新ガバナー補佐宮城富夫
氏、分区幹事の國吉一人氏、同志の皆様、共に楽しく頑
張りましょう。（比嘉 盛吉）

■新垣会長、新垣幹事、１年間頑張って下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　（茂宮 隆次）

■本年度、幹事を務めさせて頂きます。よろしくお願い
します。（新垣 裕輝）

■今年一年よろしくお願いします！頑張ります！
　　　　　　　　　　　　　　（新垣 真由美）

前 回 累 計 ¥0

幹 事 報 告

新会長所信表明

■新年度会長新垣様、幹事の新垣様おめでとうございま
す。素晴らしい宜野湾ＲＣを目指して頑張って下さい。
（許田英子）

¥1,700

就 任 挨 拶

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

前回

第2462回

累 計

出席報告

¥0

¥16,000

■宮城ガバナー補佐、新垣真由美会長共に頑張って下さ
い。我々も側面から応援します。（白間 弘造）

■令和元年！新垣真由美会長のご活躍をご支援申し上げ
ます。。”心の平和・体の平和”（天願 勇）

この一年、皆様と一緒に楽しいクラブ作りを
目指してまいりますので、何卒よろしくお願
い申し上げます。

新垣真由美会長

■ゲスト・ビジター紹介　富田真理子会員

今回

出 席 報 告

閉 会 点 鐘

■54代目新垣真由美会長、新垣裕輝幹事、新垣義夫副会
長のスタートおめでとうございます。宜野湾ＲＣますま
す発展しますように。沖縄分区ガバナー補佐宮城 富夫さ
ん頑張って下さい。（我謝 八重子）

■新垣真由美会長、新垣幹事、１年間会員が楽しいロー
タリーライフが送れるよう宜しくお願い致します！また
会長、幹事をサポートできるように１年間楽しみたいと
思います。（國吉 一人）
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■出席報告

《7月ロータリー為替レート　＄１＝￥１08》
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＊＊＊　第２４６２回　（２０１９年７月３日）　例会報告　＊＊＊

会 長 挨 拶

ｴｺ思想推進宣言

司 会
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７月【ロータリー親睦活動月間】

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

■例会プログラム

開 会 点 鐘

斉 唱

■ニコニコの趣旨

ゲストビジター紹介
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この度、幹事を拝命いたしましたアラカキで
す。1年間宜しくお願い致します。
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新垣裕輝幹事
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■新垣幹事 <本日＞
◆第２４６３回７月１０日（水）

五大奉仕委員長　年間活動計画発表

◆第２４６４回７月１７日（水）

各小委員会委員長　年間活動計画発表

◆第２４６５回７月２４日（水）

各小委員会委員長　年間活動計画発表

【理事会報告】 ◆７月３１日（水）特別休会

①前期会費について （定款第８条第１節Ｃ項適用）

■地区役員・地区委員委嘱状の交付

③第42回はごろも祭り協賛広告について

⑥外間宏氏退会について

⑧公式サイト管理運営費について

⑨組織図について

⑩宜野湾市共同募金運営員の推薦について

【幹事報告】

【回　覧】

①お礼状（新本ガバナーエレクト活動資金）

②お礼状（社協よりフードドライブ運動）

③コーディネーターニュース7月号のご案内

④バギオだより7月号のご案内

⑥島ぜんぶでお～きな祭のご案内

■就任ご挨拶

宮城富夫ガバナー補佐

國吉一人分区幹事

富田真理子RYLA委員会　委員

⑤東京江戸川中央ＲＣ
（2019-20年度例会臨時変更のお知らせ）

⑤第56期派遣予定学生（高野美月）の
　スポンサークラブ受入れについて

①2022-23年度ガバナー（ガバナーノミ
　ニーデジグネート）候補者推薦のお願い

⑦公共イメージ委員長（または公共イメージ
　担当者）選任について

②2018-19年度RI2580地区　ＤＤＦ
（地区財団活動資金）収支総括表のご案内

⑤東京葛飾東ＲＣ
（2019-20年度例会臨時変更のお知らせ）

②2019-20年度第56回インターアクト
　協力金について

④第30回飛衣羽衣カチャーシー大会への
　出場について

■委員会報告

■例会予定■幹事報告

宮城富夫ガバナー補佐
就任のご挨拶

比嘉盛吉米山奨学委員長

6/21（金）開催の会長エレクト及び次年度米
山奨学委員長セミナーの報告



■会長挨拶

■会長方針
1.クラブ奉仕委員会

　・会員を中心にロータリー活動に活かせる卓話の企画

　・楽しい中にも品位のある例会の運営

　・例会出席率75％以上を目指す

　・タスキを着用していつも笑顔で皆様をお迎えする

　・友好クラブである東村山ロータリークラブと引き続き交流を図る

　・会員純増5名以上の目標

2.職業奉仕委員会

　・会員の職場訪問を実施する

3.社会奉仕委員会

4.国際奉仕委員会

　・宜野湾市国際交流協会の行事に積極的に参加して交流を図る

　・台湾中和圓通ロータリークラブとの交流を継続して行う

5.青少年奉仕委員会

　　　1.お互い声がけをして楽しい例会出席の雰囲気づくり

　　　2.例会出席が難しい場合はメイク・アップ

　　　3.活発な委員会活動

　　　4.末火会に参加して親睦を深める

　　　5.地区や分区で行われるロータリー情報研修会への参加

　　　6.「ロータリーの友」を愛読して、出来れば投稿する

　　　7.ニコニコＢＯＸへ積極的な寄付

　　　8.地区補助金の申請

　　　9.「ＩＭ」と「地区大会」の全員登録及び全員参加

  　　10.国際大会～on to Honolulu」へクラブより10名以上の参加

　職業宣言　６．社員の福祉を図り幸福を希求することも、職業奉仕だ。

　・年に4回の清掃活動を実施して、6月の慰霊の日に合わせて平和を祈念してオオゴマダラを
　　放蝶する

　・フィンランドへ派遣される第55期青少年交換派遣学生の砂川夏海さんのスポンサークラブと
　　して会員一丸となりサポートする

　・ＲＹＬＡ（ロータリー青少年指導者養成プログラム）へ理解を深め、研修プログラムに参加
　　する青少年をサポートする

より楽しい活発なクラブ作りを目指して
「みんなでチャレンジ・ザ１０！」

を掲げております。

新垣真由美会長　所信表明

 このたび歴史と伝統のある宜野湾ロータリークラブの第54代の会長を拝命いたしました。
身に余る光栄と責任の重大さに身の引き締まる思いです。
今年度マーク・ダニエル・マローニーＲＩ会長のテーマは「Rotary connects the world～ロータ
リーは世界をつなぐ」です。「ロータリーで私たちは、お互いの違いを超え、深く、意義あるかたち
でお互いにつながることができます」と述べております。
自クラブの「つながり」を意識して「会員の、会員の為の、会員による楽しいクラブ作り」を目指し
て微力ではありますが、皆様のご協力を仰ぎながら精一杯努めてまいります。


