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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
100 周 年 :2020/10/20

2020年11月18日号

国際ロータリー

2020-21年度会長

ホルガー・クナーク

テーマ



＞＞＞　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

：仲村 真二

：岡江会長 ☆ゲスト

：新垣 真由美 ・川村敦様（東江繁子会員紹介）

：奉仕の理想・四つのテスト ・松尾燿平様（天願勇会員紹介）

：登壇なし ★ビジター

：登壇なし ・徳物葉子様（札幌はまなすＲＣ）

：岡江 保彦 ・新城恵子様（浦添ＲＣ/次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐）

：平仲 絢子 ・田中久光様（浦添ＲＣ/次年度分区幹事）

：登壇なし ・喜納朝勝様（浦添ＲＣ）

：東江繁子様

：吉田 明正

：吉田 明正

：岡江会長

■岡江会長挨拶

はじめに
　例会なくしてロータリアンもロータリークラブの存在価値はないと評される程、例会はロータ
　リークラブの心臓部に当たります。
目的について
　例会場の入り口に提示されている「入りて学び、出でて奉仕せよ」の標語が示すように、例会
　はロータリーの理念と奉仕の精神を学ぶ修練の場であります。したがって、定款・細則の改正
　役員選挙以外は原則として議案を審議し決議するところではありません。親睦と信頼を深め、
　友情を暖めるところに例会の意義があると思います。
服装について
　当クラブのクラブユニフォーム（制服）は、記念式典、ＲＩ国際大会、地区大会その他特別の
　会合に着用するだけで通常の例会には四季折々の気候に合わせて自由となっております。
　ところで、当クラブは例会時に環境宣言を唱和しておりますが、夏はクールビズ、冬にはウォ
　ームビズの着用を奨励しております。昼の例会は昼食時間帯に行われておりますので、職場の
　制服、又は、ネーム入りの作業服を着用したまま出席することも大変結構な事だと思います。
ゲスト・ビジターについて
　県内外のクラブから当クラブの例会に出席されるロータリアンは少なくありません。心から
　喜んで歓迎したいものです。又、ゲストに関しては、殆ど当会員に伴われて出席されます。
　社交上の接待もあれば、ロータリーの理念や奉仕の実態を理解してもらい入会の機会とする
　目的で案内される場合もあります。いずれにしても、大事なお客様ですから失礼のないよう
　心からのおもてなしをしたいものです。ビジターやゲストの紹介、卓話やその他のスピーチに
　対しては、静粛に耳を傾けるマナーが求められます。しかし、残念なことに私語を交わしてい
　るため、スピーチの内容が充分に聞き取れない場合があります。当クラブの品格だけでなく、
　ロータリアンとしての品位が疑われますので、お互いに自重したいものです。

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

閉 会 点 鐘

＊＊＊　第２５０６回　（２０２０年１１月１１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

ロータリー財団月間

 　 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

■ゲスト・ビジター紹介
　　　　　　　　　新垣真由美会員

委 員 会 報 告

幹 事 報 告

卓 話

出 席 報 告



<本日＞
◆第２５０７回１１月１８日（水）

玉栄章宏氏（㈲きらら総合企画 取締役社長）

演題：沖縄県の電力自由化・エネルギー政策

◆第２５０８回１１月２５日（水）

ユンタク会

◆第２５０９回１２月２日（水）　理事会

福山冬威氏

㈲スキップヒューマンワーク  取締役塾長

演題：「三つ子の魂百まで」

◆第２５１０回１２月９日（水）

クラブ総会

【幹事報告】 ◆第２５１１回１２月１６日（水）

ユンタク会

◆第２５１２回１２月２３日（水）

【回　覧】 通常例会（忘年会）　点鐘12：30

①東京ＲＣ10月21日（水）週報 （ご注意）夜間例会改め通常例会です。

②東京ＲＣ100周年記念バナー ◆第２５１３回１月６日（水）理事会

③100周年記念特製和三盆糖製千菓子 新年ユンタク会

④財団室NEWS11月号 ◆第２５１４回１月１３（水）

クラブ協議会リハーサル

◆第２５１４回１月１５（金）
ガバナー公式訪問（浦添ＲＣ合同例会）

場所：ラグナガーデンホテル

１月２０日（水）振替休会

（1/15ガバナー公式訪問・合同例会）

◆第２５１６回１月２７（水）

創立55周年記念式典・祝賀会

■地区・他クラブよりお知らせ

・那覇東ロータリークラブ

日時：11月26日（木）休会

　　※定款第7条第1節ｄ項（1）による

・那覇南ロータリークラブ

日時：11月16日（月）➡11月17（火）

　点鐘12：30（那覇ＲＣ合同例会のため）

場所：パシフィックホテル沖縄「万座の間」

・那覇東ロータリークラブ

日時：12月3日（木）点鐘12：30

場所：ホテルコレクティブ 2階　中宴会場

　（那覇市松尾2-5-7）860-8252

ビジター費：2,500円

（メークアップ事前連絡必要）

期間：2021/6/12（土）～6/16（水）

場所：6/13 開会式・本会議

　　　　　　「台北南港展覧館1階」

　　　6/13 ガバナーナイト

　　　　　　「雅悦会館」　18：00

例会NO.

例会日

出席免除者欠席数 3

71.43%

0

11月11日

2505

31

■大変むつかしい財団についての卓話、楽し
く話して貰い有難う御座いました。感激して
おります。（高橋 清一郎）

23

¥1,511

今回

23

31

¥12,718¥105,000

¥4,000

《11月ロータリー為替レート　＄１＝￥１04》

算定用会員数

0

出席者数

29

2506

前回

28

0

11月4日

20

出席報告

例会休会のお知らせ

第2506回

累 計

訂正出席者数

79.31%

一般会員

2

会員数

例会変更のお知らせ

2020-21年度ロータリー国際大会
台湾・台北開催について

訂正出席率 79.31% 71.43%

出席率

免除会員

0

20

訂正算定分母 28

メーク
アップ

29

■出席報告

■例会予定■幹事報告　　

①東京ＲＣ創立100周年記念例会兼祝賀会に
際しての祝電に対するお礼状のご案内

平仲絢子幹事

前 回 累 計 ¥101,000

■ニコニコの趣旨

¥11,207

■東江さんロータリー財団についてお話し頂
きありがとうございました。（茂宮 隆次）

■東江会員、卓話ご苦労さんでした。
　　　　　　　　　　　　（白間 弘造）

■東江会員、今日の卓話ご苦労さま。
短期間で分かりやすい資料を準備して下さっ
てありがとう。私も財団への寄附に努力した
いと思います。（許田 英子）



※プログラム

４．質疑応答

１．はじめに
　ご挨拶・自己紹介

卓話：「ロータリ財団の活動について」

　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。

東江繁子ロータリー財団地区委員

※続きは続編にて

２．ロータリー平和センタープログラム
　（ＤＶＤ上映）
　実際に活動し、世界に貢献している事例を紹介

３．ロータリー財団の活動について
　ロータリー財団とは？主な活動目標・内容。
　運用費用、資金調達の種類・方法。
　ＲＩＤ2580の実績



　　

東江繁子ロータリー財団地区委員卓話　資料（１）
財団のプログラム



東江繁子ロータリー財団地区委員卓話　資料（２）
ロータリー財団


