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２０１９年８月７日（第２４６６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

：許田 英子 ■新垣幹事

：新垣会長

：平仲 絢子

：日も風も星も・四つのテスト

：池田 彩織

：吉田 明正

：新垣会長

：新垣 裕輝

：砂川夏海さん

：小委員会委員長 【幹事報告】

：新垣 義夫

：新垣 義夫

：新垣会長 ②7/31（水）は例会お休みです。

☆ゲスト

・砂川夏海さん（青少年交換留学派遣学生）

・砂川尚之様（派遣学生ご家族）

・髙野美月さん（青少年交換留学派遣予定学生）

■新垣会長

ス ピ ー チ

■宮城富夫さん新垣宮司、先日はラグナ主催の
ディスコナイトに参加頂きありがとうございま
した。
　（ラグナホテル総支配人　斎藤、伊禮 ）

■Ｇ補佐の役目でホームクラブ出席が減りま
す。今日は出席できﾆｺﾆｺです！各委員会の１年
のご活躍期待しています。（宮城 富夫）

■各委員会 委員長の皆さん、今年一年頑張り
ましょう。（白間 弘造）

活 動 計 画 発 表
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出 席 報 告

出席免除者欠席数

35

一般会員

2465

35

例会NO.

7月24日7月17日例会日

2

24

閉 会 点 鐘

■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

¥5,206

¥5,000

今回

¥7,044

訂正出席者数 23

算定用会員数

2464

32

幹 事 報 告

＊＊＊　第２４６５回　（２０１９年７月２４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

８月【会員増強・新クラブ結成推進月間】

 　 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

33

0

訂正出席率 71.88% 81.82%

出席率

免除会員

4

27

訂正算定分母 33

72.73%

0

3

皆さんこんにちは。先日テレビの番組で「七人の侍」が
放送されていました。盗賊の野武士に襲われる農民達を
助ける為に立ち上がった七人の侍を中心としたストー
リーで、65年前の映画とは思えないほど圧倒的なアク
ションシーンと心に突き刺さるセリフの連続で見入って
しまいました。侍のリーダー（勘兵衛）と若侍（菊千
代、勝四郎）の関係がまるで昭和生まれの上司と平成生
まれの部下で、若侍達への対応に苦慮するリーダーの姿
に共感できる場面も数多くありました。それでも年齢や
性格、バックグランドも全く異なる七人が一致団結して
農民達を守る為に命がけで野武士たちを倒すというハー
ドなミッションを成し遂げたのはリーダーの勘兵衛の圧
倒的な統率力と毅然とした態度、その勘兵衛を慕ってつ
いて行った侍たちとの揺るぎない信頼関係があったから
だと私は感じました。
今日は第55期派遣学生の砂川夏海さんと第56期派遣予
定学生の髙野美月さんが来ております。夏海さんは来月
いよいよフィンランドへ旅立ちます。一年間の留学生活
の中では楽しい事やそうでない事もあるかもしれません
が、様々な経験を経て人間的に成長した夏海さんと再会
できる日を楽しみにしております。そして快適な留学生
活が送れるようクラブ一丸となってサポートしていきま
すので安心して勉学に励んでもらえると幸いです。

■宜野湾ＲＣの皆さん、夏バテに負けないよう
にお互い頑張りましょう。（茂宮 隆次）

■入会をお認め頂きまして沖縄でのＲＣ生活が
始まりました。ありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　（溜川 良次）

①米山奨学寄付「100万円達成クラブ」で
　地区大会にて表彰されます。

32

¥38,000

■出席報告

《8月ロータリー為替レート　＄１＝￥１08》

■ニコニコの趣旨

前 回 累 計 ¥33,000

前回

出席者数

メーク
アップ

59.38%

会員数

3

19



<本日＞
◆第２４６６回８月７日（水）理事会

卓話：溜川良次会員

演題：ロータリーと私

◆第２４６７回８月１４日（水）

卓話：仲宗根義次会員

卓話：仲村真二会員

◆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）

歓迎：台中ＲＣ様御一行様

　　※子供達によるバイオリン演奏会

◆第２４７０回９月日（水）　理事会

◆第２４７１回９月１１日（水）

卓話：ロータリーの友月間に因んで

■他クラブ地区からのお知らせ
例会休会のお知らせ

・那覇ロータリークラブ

8月13日（火）休会

※クラブ定款第8条第1節Ｃ項により

・石垣ロータリークラブ

8月14日（水）休会（旧盆の為）

・那覇北ロータリークラブ

8月15日（木）休会（旧盆の為）

・那覇東ロータリークラブ

8月15日（木）休会（旧盆の為）

8月29日（木）

※定款第8条第1節Ｃ項による休会

例会変更のお知らせ

・浦添ロータリークラブ

日時：8月23日（金）職場訪問例会に変更

場所：沖縄綜合警備保障㈱（奥平一会員）

・名護ロータリークラブ

日時：8月28日（水）18：00～

場所：焼肉乃我那覇 本店 テラス

ビジター費：￥5,000

例会振替のお知らせ

・名護ロータリークラブ

日時：8月7日（水）➡8月2日（金）

※北部地区中学校新人野球大会組合せ抽選会へ振替

日時：8月14日（水）➡8月10日～12日

※北部地区中学校新人野球大会へ振替

7/29（月）那覇南ＲＣ例会出席

・城間幹夫会員

　　　宮城富夫会員（３日）
　仲吉サダ子会員（１０日）

【メークアップのお知らせ】

皆さんこんにちは。私は来る8/4からフィンランド
へ派遣させて頂きます。去年6月の応募から合格が
決まった時はあんなにも遠い日と思っていた留学
が、もう目と鼻の先まで差し迫っていると思うとと
ても感慨深いです。私はフィンランドの文化や歴
史、政治それから社会福祉制度、教育制度を学びた
いと考えています。その中でも教育制度は外から学
ぶのでなく実際の学生として内側から学ぶ、高校生
として一年間を通して教育とはどういうものか学ん
でいきたいと思っています。来年の今頃にはフィン
ランドの制度と日本の制度を比較してこれからの日
本、世界の事を考える上で自分の言葉で自分の意見
を持てるように帰ってきたいと思っています。先
日、友達が送別会を開いてくれました。私が1年間
いなくなる事を寂しく思ってくれたり、心の底から
応援したいと思ってくれているみんなの為にも楽し
い留学生活を終えたいと思っています。最後に、私
にこのような機会を下さったロータリーの皆さんに
感謝します。フィンランドに行くまでの1年間様々
な経験をさせて頂き、私は一回り大きく成長し、そ
して1年後に帰ってきた時に、もっともっと成長し
た姿を皆さんの前で見せる事ができたらと思いま
す。本当にありがとうございました。
キートス パリオン！（kiitos palijon）

■スピーチ

第55期交換留学生　砂川夏海さん

■スピーチ

第56期青少年交換留学派遣予定学生
髙野美月さん

■例会予定■委嘱状の交付

地区ロータリー財団委員会　委員
東江 繁子会員

８月お誕生月

おめでとうございます！



副委員長　池田 彩織　 　　副委員長　東江 繁子　委員　宮城 仲健

委員　富田 真理子、城間 幹夫、許田 英子 ■基本方針

　　　仲吉 サダ子、伊禮 文雄

■活動計画

　４）私語を慎み、登壇者の話をよく聞く。

副委員長　新垣 義夫　 　副委員長　新垣真由美

委員　新垣利江子、比嘉 直子、田中 旨夫 　委員　岡江 保彦、白間 弘造、宮城 富夫

　　　阿嘉よね子、我謝八重子、仲宗根義次 ■活動計画

　　　仲村 真二、溜川 良次

■活動計画

・今年度の地区大会は全員参加を募る

・年に一度の交流会を盛り上げる

２）台湾中和圓通ＲＣとの交流について

３）名古屋守山ＲＣとの交流について

平仲絢子委員長

我々親睦委員会メンバーは、例会時にゲス
ト・ビジター、メンバーを気持ち良く出迎え
て一日を楽しんで頂きたいと思う気持ちでご
案内致します。

ゲスト・ビジター、メンバーに積極的に声
をかけ、参加しやすい例会を構築します。

会員間の親睦を図り、楽しい例会になるよ
う空間作りをしていきます。

ロータリー財団委員会、この委員会の目的は
ロータリー財団に対するクラブレベルの寄付を
奨励し又、財団の活動を広報する事です。

ロータリー財団の使命は、ロータリアンが
人々の健康状態を改善し、教育への支援を高
め、貧困を救済することを通じて世界理解、親
善、平和を達成出来るようにすることである。

■友好クラブ委員会

東江繁子委員長

１）友好クラブである東京東村山ＲＣと情報
　交換と交流の推進を図る。

・今後も国際奉仕委員会と協力しながら交流
　を深める。

・当クラブの55周年に向け交流のあり方な
　どを検討する。

■親睦活動委員会

　３）出席率の向上に努め、75％以上を目
　　標とする。

　５）例会に積極的に参加し、知識を深め地
　　域のリーダーを目指す。

永山雄一委員長

■出席・会場監督委員会

茂宮隆次委員長

■ロータリー財団委員会

　１）素晴らしい例会にするのが会場監督の
　　責務である。

　２）例会に出席する事により友情、親睦が
　　深まる。

　職業宣言　９．常に相手の身になって共栄共存を図ることが、職業奉仕だ。

委員会活動計画発表



会員さん情報

当会員 田中旨夫先生がａｕのコマーシャルに出演されておられます(^^♪

フードドライブの記事（情報提供：比嘉盛吉会員）
沖縄タイムス7/11（木）掲載



東京東村山ＲＣのメンバーを歓迎して！

東京東村山ＲＣの野澤氏、田中氏、町田氏ご夫妻を歓迎して7月11日（木）にあしびJIMAにて懇親
会を行いました。皆さんとても楽しそうですね(^^♪　　　　　　情報提供：新垣真由美会長


