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２０１９年７月２４日（第２４６５回）

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．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

：富田 真理子 ■新垣幹事

：新垣会長

：大城 英明

：我らが生業・四つのテスト

：許田 英子

：吉田 明正

：新垣会長

：新垣 裕輝

：仲村真二氏、溜川良次氏 【理事会報告】

：小委員会委員長 ①仲村真二氏入会について承認されました。

：新垣 義夫 ②溜川良次氏入会について承認されました。

：新垣 義夫 【幹事報告】

：新垣会長 ①カラカラ会開催のご案内

②炉辺会合・末火会開催のご案内

☆ゲスト 【回　覧】

・仲村真二様（新垣義夫会員紹介） ①ハイライトよねやま232号のご案内

・溜川良次様（平仲絢子会員紹介）

・平井恒太朗様（天願勇会員紹介）

・酒井圭子様（仲吉サダ子会員紹介）

★ビジター

・大宜見民子様（浦添ＲＣ）

■新垣会長

皆さんこんにちは。今日は今期3回目の例会と
なります。
先週木曜日に友好クラブの東村山ロータリー
クラブの皆さんとの懇親会を行いました。
野澤氏、田中氏、町田氏ご夫妻、そして当ク
ラブグロリア会員酒井さんの奥様圭子さんも
交えて楽しいひと時を過ごしました。昔話に
花を咲かせ、先輩方の楽しそうな様子を見て
いると私まで楽しくなりました。そしてロー
タリーに入会した事で自分自身の仕事の範囲
では得られない多くの出会いがあり、このよ
うな素晴らしい方々と知り合えたのだと改め
て実感しました。
当クラブと東村山ロータリークラブとの友好
クラブ結成は今年で30周年を迎えます。今後
も更なる交流を深め、お互いのクラブ活性化
に繋がるよう有意義な友情を築いていきたい
と思います。

幹 事 報 告

活 動 計 画 発 表

¥1,291

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

出 席 報 告

閉 会 点 鐘

■仲村真二さん、溜川良次さん入会おめでとう
ございます。（白間 弘造）

■会長挨拶

第2464回

■ゲスト・ビジター紹介　大城英明会員

累 計

出席報告

¥3,915

¥4,000

今回

¥5,206

＊＊＊　第２４６４回　（２０１９年７月１７日）　例会報告　＊＊＊

会 長 挨 拶

ｴｺ思想推進宣言

司 会

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

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

■幹事報告

ゲストビジター紹介

出席免除者欠席数

33

一般会員

2464

35

例会NO.

7月17日7月10日例会日

3

19

31

¥33,000

■出席報告

《7月ロータリー為替レート　＄１＝￥１08》

入 会 式

■ニコニコの趣旨

前 回 累 計 ¥29,000

前回

出席者数

メーク
アップ

77.42%

会員数

2

24

訂正出席者数 26

算定用会員数

2463

31

■仲村さん、溜川さん入会おめでとうございま
す。これからロータリーライフを一緒に楽しん
でいきましょう(^^♪（新垣 真由美）

■新入会員仲村真二さん、溜川良次さん入会お
めでとうございます。（新垣 義夫）

32

0

訂正出席率 83.87% 71.88%

出席率

免除会員

2

23

訂正算定分母 32

59.38%

0

4



<本日＞
◆第２４６５回７月２４日（水）

各小委員会委員長　年間活動計画発表

◆７月３１日（水）特別休会

（定款第８条第１節Ｃ項適用）

◆第２４６６回８月７日（水）理事会

各小委員会委員長　年間活動計画発表

◆第２４６７回８月１４日（水）

◆第２４６８回８月２１日（水）

会員増強卓話：アラルコン朝子委員長

◆第２４６９回８月２８日（水）

■他クラブ地区からのお知らせ

日時：8月8日（木）14：30～17：25

場所：ホテルグランドパレス（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾙｰﾑ）

日時：8月16日（金）16：00～17：30

場所：パシフィックホテル沖縄2F カネオヘ

案内先：新垣会長、新垣幹事

7/3（水）地区青少年交換委員会出席

・城間幹夫会員　　・平仲絢子会員

7/5（金）浦添ＲＣ例会出席

・白間弘造会員　　・大城英明会員

7/16（火）那覇ＲＣ例会出席

・宮城富夫会員　　・國吉一人会員

7/17（水）石垣ＲＣ例会出席

・宮城富夫会員　　・國吉一人会員

7/18（木）那覇北ＲＣ例会出席

・宮城富夫会員　　・國吉一人会員

新入会員仲村真二氏のご紹介
推薦人の新垣 義夫会員

仲村真二会員ご挨拶

株式会社かりゆし・２１代表取締役

クラブの皆さんこんにちは。今回入会する事
になりました仲村です。
歴史ある宜野湾ＲＣに入会出来て感激と共に
責任を感じています。そして将来、未来が楽
しみになっております。今後とも一つ宜しく
お願い致します。

　溜川良次会員ご挨拶

まず、安堵しております。宜野湾ＲＣの皆さんから
入っちゃーいけないよと断れたらどうしようかと思っ
ておりました。
一応、千葉県で20年ロータリアンとしてやってきま
た。ここで辞めてしまうのもという事で、沖縄に移住
したこの機会に、この先何年続けられるか分かりませ
んが、宜野湾ＲＣ会員としてしっかり皆さんと一緒に
活動していきたいと思います。どうぞ沖縄の色んな事
を教えて頂きたいと思います。ロータリーとしても一
から出直して行きますので、よろしくご指導頂きたい
と思います。宜しくお願い致します。

【メークアップのお知らせ】

溜川良次氏紹介　新垣会長

学校法人くるみ学園
中城わらび保育園　理事長

■例会予定■入会式

2019-20年度 第１回地区研修会
開催のご案内

案内先：宮城ガバナー補佐、國吉分区幹事
　　　　新垣会長、新垣幹事
　　　　富田クラブ公共イメージ担当者

2019-20年度地区大会実行委員会の
ご案内



副委員長　天願 勇　　委員　吉満 光徳 　　副委員長　城間 幹夫

■活動計画 　　委　　員　仲吉 サダ子、伊禮 文雄

　イ）那覇東ＲＣのリナ．セティヤニさん

　ハ）浦添ＲＣの季龍飛（キリュウキ）さん

副委員長　天願 勇　　委員　新垣 義夫

大城英明委員長

■職業分類・会員選考委員会

高橋清一郎委員長

■米山奨学委員会

比嘉盛吉委員長

1）2019～2020年度 沖縄分区の米山奨
　　学生は下記の3人を受け入れています。

　ロ）那覇ＲＣのミルマン．ジャスミン．
　　　フランシスさん

２）留学生に卓話を依頼して米山奨学事業の
　　意義と理解を深めて頂き、御協力お願い
　　したいと思っています。

■ロータリー情報研修委員会

① 歴史ある宜野湾ＲＣにふさわしいロータ
 　リー歴の長い先輩の皆さんにロータリー
   への思いを語っていただくこと。

② 国際ロータリーは、どんどん変化して
　 いっているので、クラブ外からも講師を
　 読んで最新の国際ロータリーについて
　 話してもらうこと。

③ 新垣会長の希望であるＲＬＩ方式による
「皆でロータリーについて自由に語りあう」
 　という機会を設けること。

先ずは私自身が初心に帰ってロータリーを学び
直し、楽しさを知りたいと思いますので、一年
間よろしくお願い申し上げます。
親睦を深めて楽しくて活気のあるクラブにして
いきましょう。

まず職業分類から、現在のクラブの分類表を
見てみますとイベント業から始まりまして
105の職業分類がなされています。今回の入
会者の溜川さんが「幼児教育」仲村さんが
「贈答品製造販売」と2つ増えました。

更に、現在の年齢的バランスや男女のバランスの問題も考慮しながら、また地域の特性を加味し職業
分類を出来るだけ増やして充足率を高めていきたいと思います。会員選考につきましては、入会審査
と言いましても、これは入社試験でも入会試験でもありませんし、ふるい落としでもありません。た
だ、その方が入会した後に自分はこういう想定ではなかったという風なすれ違いが生まれないように
出来るだけ選考過程においてお互いのすれ違いをより少なくしたいという意味合いでキチンとした選
考委員会を持っております。選考基準というものはロータリークラブに絶対的なものはございませ
ん。県内のクラブでは入会審査そのものをやらない所もあります。やはりロータリーとしての立場、
威厳というものもあり、キチンとした選考委員会でもって、入口を出来るだけ小さくする事で退会し
ていく人も少なくなっていくのではと私は考えております。
そういう考えの下に一年間やっていきたいと思います。

2019-2020年度宜野湾ＲＣロータリー情報
研修委員会は、新垣会長の希望に沿いながら、
楽しく有意義な研修プログラムを行っていきた
いと思います。

宜野湾ＲＣはもっと楽しければ活気あるクラブ
になることでしょう。
私の経験で言えば、ロータリーのことがわかっ
ていなければ楽しくないと思います。
そういう点で具体的に下記の3点を重点項目と
して実施していけたらと思います。

　職業宣言　８．職業倫理を高めることは、職業奉仕の大切な一面だ。

委員会活動計画発表


