
例会場： ラグナガーデンホテル　TEL: 098-897-2121 2020-21年度
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第2499回

主なテリトリー：宜野湾市、北谷町、中城村、北中城村

2020-21年度クラブ会長テーマ：ロータリーの原点に立ち返り「何を、何のために、誰にするか」

日 本 の ロ ー タ リ ー 誕 生
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＞＞＞　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

：伊禮 文雄 【理事会報告】

：岡江会長 ①名誉会員規定（案）について

：なし ②2020-21年度クラブ日程表変更について

：君が代・四つのテスト 【幹事報告】

：なし

：なし

：富田 真理子岡江 保彦

：平仲 絢子

：地区委員：平仲 絢子 【回　覧】

：仲宗根 義次 ①2019-20年度地区大会決算報告書

：仲宗根 義次 ②RID2580決算報告書（2019-20年度）

：岡江会長 ③RI日本事務局財団室NEWS8月号のご案内

■会長挨拶 ④コーディネーターニュース8.9月分

■岡江会長 ②ハンガーゼロニュース8.9月号のご案内

今回

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

前回

第2498回

累 計

閉 会 点 鐘

■ニコニコの趣旨

30

0

訂正出席率 70.00% 73.33%

出席率

免除会員

0

22

訂正算定分母 30

約1ヶ月余ぶりの例会をこうして対面して迎えるこ
とが出来た事こそ本来の例会の姿ではなかろうかと
思います。「光陰矢のごとし」というほどではあり
ませんが、今年も余す所３～４ヶ月残すのみとなり
ました。今年は未曾有の人災と天災が多発し、経済
社会の仕組みや生活様式が一変しました。特に雇用
と暮らしの問題は深刻であります。その上、予想外
の新型コロナウイルスの発生は地球規模の感染を拡
大し、物的・人的交流の禁止又は制限せざるを得な
い状況に陥っております。この為、政府及び地方公
共団体は、緊急事態宣言を発し、国民の生命と暮ら
しを守る為、各自の自粛を要請しました。当クラブ
も例会その他の活動を休止しておりましたが、この
ほど県の緊急事態宣言の解除に伴い再開することに
致したのであります。ところで「禍を転じて福と為
す」という諺があります。天災に限らず、人災の中
でも復旧、復興は計画的に可能でありますが、今回
のコロナ禍の修復や再発防止策は見通しの立たない
状況にあります。しかし、我々は今回の人災から多
くのものを学び取る一面もありました。いわゆる三
密（密集、密接、密閉）の自粛と消毒、うがい、マ
スク着用等の実行により終息の兆候が表れつつある
ということです。この事が経済社会や生活様式に定
着するのであれば、大変望ましいことであると思い
ます。さて、今年度のスケジュールについて、
9/18予定のガバナー公式訪問は年明けの1/15に
変更になりました。合同で行う浦添RCとも事前に
協議してお迎えしたいと考えております。その他、
2500回記念例会、創立55周年記念式典及び懇親
会については、担当委員会で審議がなされ、その目
的や時世の流れに対応した最善のプログラムを作成
して頂けるものと思います。

幹 事 報 告

■仲宗根義次さん、真由美さんご結婚おめでと
うございます。そして、可愛いベイビー(^^♪
叶真くんお誕生おめでとう！！
（新垣 真由美、茂宮 隆次、新垣 義夫））

出 席 報 告

委 員 会 報 告

■1.久しぶりの出会いに感謝！
　2.叶真くん　お誕生おめでとう！！
　　　　　　　　　　　　　（宮城 富夫）

■皆様お久しぶりです。元気そうで良かったで
す。コロナに負けないように頑張りましょう！
（仲村 真二）

訂正出席者数

30

21

算定用会員数

0

出席者数

30

出席免除者欠席数 1

＊＊＊　第２４９８回　（２０２０年９月９日）　例会報告　＊＊＊

会 長 挨 拶

ｴｺ思想推進宣言

司 会
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基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間

 　 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

清 聴

ゲストビジター紹介

■幹事報告　　平仲幹事

73.33%

0

¥9,000

7月22日例会日

¥1,603

メーク
アップ

70.00%

一般会員

1
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¥6,684¥49,000

■出席報告

《9月ロータリー為替レート　＄１＝￥１06》

31会員数

22

31

■皆様、お祝いありがとうございます。
8月26日生まれの叶真もよろしくお願い致し
ます。（仲宗根 義次）

①日本のロータリー100周年を祝う会
記念式典・祝賀会の開催日程延期について

②「日本のロータリー100周年」特殊切手
発行のご案内

21

2497 2498例会NO.

9月9日

出席報告

¥5,081前 回 累 計



<本日＞
◆第２４９９回９月１６日（水）

砂川夏海さん帰国報告会

◆第２５００回９月２３日（水）

第2500回記念例会

卓話：新本博司パストガバナー

◆９月３０日（水）特別休会

（定款第7条第1節ｄ項適用）

◆第２５０１回１０月７日（水）　理事会

会員卓話：河村哲会員

◆第２５０２回１０月１４日（水）

米山留学生卓話：クレシ エメンさん

演題：「私について」

◆第２５０３回１０月２１日（水）

移動例会（社会奉仕活動）

場所：宜野湾市いこいの市民パーク

主催：地区青少年交換委員会（沖縄分区） 時間：11：30集合　　12：30点鐘

日時：9月16日（水）12：30点鐘 ◆第２５０４回１０月２８日（水）

　 　・帰国報告会　12：50～13：30

場所：ラグナガーデンホテル2階（例会場） ■地区・他クラブよりお知らせ
ゲスト・ビジター費：2,000円 例会変更のお知らせ

参加案内先： ・浦添ロータリークラブ

①帰国学生（第55期）とご家族 日時：9月11日（金）Zoom例会

②次年度派遣予定学生（第56期）とご家族 　　　9月18日（金）通常例会

③本年度米山奨学生 　　　9月25日（金）Zoom例会

④青少年関係委員 ・石垣ロータリークラブ

⑤沖縄分区ガバナー補佐 日時：9月16日（水）通常例会

　　　9月30日（水）観月会（夜間例会）

例会再開のお知らせ

・那覇南ロータリークラブ

日時：9月14日（月）より通常例会再開

会場：パシフィックホテル沖縄2階ワイケレ

ビジター費：2,000円

・那覇東ロータリークラブ

期日：9月17日（木）より通常例会再開

例会休会のお知らせ

・石垣ロータリークラブ

日時：9月23日（水）特別休会

　（定款第7条第1節ｄ項（1）適用）

・那覇東ロータリークラブ

日時：9月24日（木）特別休会

　（定款第7条第1節ｄ項（1）により）

国際ロータリー第2580地区
青少年交換派遣学生

「帰国報告会」のご案内

■例会予定■委員会報告

平仲地区青少年交換委員

　　　会員増強委員会　東江繁子委員長
入会候補者の推薦を3名程受けているので、会
員増強に努めます。

仲宗根義次さん真由美さん
ご結婚おめでとうございます！

はじめまして

叶真です。



青少年交換学生報告より砂川夏海さんフォト集

　職業宣言　９．常に相手の身になって共存共栄を図ることが、職業奉仕だ。

初対面の写真。
お父さんとクリスティーナ

オウルにて。
同地区の留学生たちと。

ロータリーキャンプ
集合写真

第一ホストファミリーKarkkainenn家
全員集合（撮影者：お父さん）

Wanhat 2020
ヴァンホイェンタンッシ

Karki家　クリスマスの食卓。

Vahatiitto家との最後の写真
正真正銘最後の写真。

8か月間ありがとうございました。みんな大好きです。


