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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

：吉田 明正 ※創立55周年記念式典（縮小版）

：岡江会長 ：新垣 義夫

：君が代・四つのテスト ：岡江 保彦

：岡江 保彦 ：岡江会長

：平仲 絢子

【幹事報告】

①新旧理事引継ぎ会について

②今年度決算について

①ロータリー希望の風へ寄付１０万円

②中部商業高等学校eｓポーツ支援20万

・感謝状ー城間幹夫2015-16年度会長　

・感謝状ー東江繁子2018-19年度会長　

・感謝状ー新垣真由美2019-20年度会長

・会員増強功労表彰ーアラルコン朝子氏

清 聴

幹 事 報 告

＊＊＊　第２５１９回　（２０２１年６月３０日）　最終例会報告　＊＊＊

閉 会 点 鐘

新垣義夫55周年実行委員長

■感謝状及び表彰状の贈呈

■例会プログラム

創立55周年記念事業発表

感謝状及び表彰状の贈呈

■岡江会長挨拶

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

■幹事報告　平仲幹事

司 会

開 会 点 鐘

会 長 挨 拶

■創立55周年記念事業記念事業発表

本日の今年度最終例会に併せて、創立55周年記念式典を縮
小して相営むことになりました。当クラブは1966念1月10
日創立、今年で55周年の節目をむかえましたが、2019年に
発生した新型コロナウイルス感染拡大に伴い記念式典を止む
無く中止することに致しました。本来、平素から長年にわた
りご指導ご支援を賜りました各界の皆様をご招待申し上げ、
公式に記念式典及び祝賀会を挙行して感謝の意を表したいと
ころでありましたが、諸般の事情によりその意を尽くすこと
が出来なかったことは、誠に残念であり、申し訳なく思う次
第であります。当クラブは半世紀以上にわたり社会奉仕団体
として、地域に限らず国内及び国外の人々の生命と暮らしを
守るために一翼の支援の輪を広げることが出来たことは、偏
に歴代地区ガバナー、分区ガバナー補佐、分区幹事、県内各
クラブ会員並びに関係各位のご理解とご協力の賜物であり、
心から感謝申し上げます。この5念の間、特記すべき奉仕事業
は、2019念5月横浜金沢ＲＣと共同でグローバル補助金を活
用して現地に赴き、モンゴル共和国の妊婦、新生児の生命を
保護し維持する人命事業を実施して参りました。又、青少年
交換学生の受け入れ、送り出しにも積極的に取組み、青少年
の視野を広める機会を設けてきました。その他、生活困窮者
に対する食料支援、募金活動、地域振興事業にも参画致しま
した。2021-22年度国際ロータリー会長のシェカール・
メータ氏は「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
を提唱し、2580地区ガバナー若林英博氏は「会員増強・ク
ラブ拡大をする覚悟をもとう」を求めております。宮城富夫
次年度会長は「不易流行の実践でロータリー活動の充実」を
テーマに「超我の奉仕」を実践する取組みを働きかける方針
であります。当クラブは、国際性豊かな地域性に恵まれ、東
京東村山ＲＣと友好クラブを締結して物的・人的交流を深め
ております。又、台湾の圓通ＲＣとも交友関係を維持し、国
際親善の役割を果たしたいと考えております。当宜野湾ＲＣ
は、先人達が築き上げた伝統と歴史を重んじ、会員一丸と
なってロータリーの理念と奉仕の精神を体して社会の諸問題
に積極的に取組む考えでおりますので、これまで同様にご理
解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。尚、本日は
私の会長として最後の例会となりました。この一年間、新型
コロナウイルス感染症の蔓延のため、止む無く休会をするこ
ともありましたが、会員をはじめ関係者の皆様のご理解とご
協力により大過なく任務を果たすことが出来ました。ここに
改めて深く感謝申し上げます。ありがとうございました。



<本日＞
◆第２５２０回７月７日（水）理事会

宮城年度スタート（宮城会長所信あいさつ）

◆第２５２１回７月１４日（水）

五大奉仕委員会活動計画発表

◆第２５２２回７月２１日（水）

新城恵子ガバナー補佐訪問挨拶

卓話あり　演題未定

◆第２５２３回７月２８日（水）

各小委員会活動計画発表

◆第２５２４回８月４日（水）

各小委員会活動計画発表

◆第２５２５回８月１１日（水）

卓話：会員増強月間に因んで

◆第２５２６回８月１８日（水）

クラブ協議会（ガバナー公式訪問リハーサル）

◆第２５２7回８月２５日（水）

ガバナー公式訪問

・地区研修リーダーより

日　時：7月8日（木）16：00～18：00

場 所：ZOOM開催
登録者：９名

・地区青少年奉仕委員会より

■宜野湾ＲＣ創立55周年おめでとうございます。コロ
ナ禍の中岡江会長、平仲幹事様、何かとご苦労なさった
と思います。お疲れ様でした。貴クラブの益々のご発展
を祈念申し上げます。す。（新本博司）

■宜野湾ＲＣ55周年おめでとうございます。岡江会
長、平仲幹事1年間お疲れ様でした。そして私共も一年
間お世話になりまいた。ありがとうございました。（西
村眞一、緑間禎）

■宜野湾ＲＣの皆様、この一年本当にありがとうござい
ました。（岡江 保彦）

訂正出席者数

訂正算定分母

89.66%

前回 今回

例会NO. 2518 2519

0

宮城会長、池田幹事、平仲直前幹事、仲宗根副
幹事、仲村社会奉仕委員長、仲宗根真由美会
員、河村哲会員、天久宏幸会員、溜川会場監督
委員長

国際ロータリー第2580地区
インターアクト年次大会中止のお知らせ

■先日は、白間の姉　故サチ子の告別式にご参加頂きあ
りがとうございました。お陰様で滞りなく終えさせて頂
きました。（白間 弘造）

■西村ガバナー補佐、緑間分区幹事、一年間お疲れ様で
した。新本直前ガバナーお忙しい中お越し下さいまして
ありがとうございます。岡江会長、平仲幹事、一年間お
世話になりました。感謝申し上げます。
　　　　　（仲吉 サダ子、新垣 義夫、高橋 清一郎）

5月６月誕生月おめでとうございます！
茂宮隆次会員（5/11）
許田英子会員（5/25）
河村哲会員（5/28）
新垣利江子会員（6/3）

¥2,691

累 計 ¥209,000 ¥30,487

もっと元気なクラブになるための
ワークショップのご案内

29 29

訂正出席率 75.86%

出席免除者欠席数 1 1

例会日 4月7日 6月30日

0

0 0

30 30

出席者数

前 回 累 計 ¥170,000 ¥27,796

第2518回 ¥39,000

22 26

■例会予定

■地区・他クラブよりお知らせ

■ニコニコの趣旨

22 26

一般会員

免除会員

■55周年記念おめでとうございます。1日も早くコロ
ナ禍が集結し、元のロータリー例会開催を楽しみにして
います。宜野湾ロータリーの会員増に努力します。
岡江会長ご苦労様でした。感謝申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　（許田 英子）

■皆さん55周年おめでとうございます。1年間お疲れ
様でした。特に岡江会長、平仲幹事には大変ご苦労様で
した。コロナに負けずに次年度宮城富夫会長を中心に頑
張って参りましょう。東江 繁子）

■創立55周年おめでとう！宜野湾ＲＣの更なる活躍、
発展を祈願します。（阿嘉 よね子）

■岡江会長、平仲幹事、1年間お疲れ様でした。宜野湾
ＲＣ創立55周年記念事業、やっと挙行することに感謝
してます。
次年度もよろしくお願いします。（宮城 富夫）

算定用会員数 29 29

出席率 75.86% 89.66%

メーク
アップ

■出席報告
出席報告

会員数
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：司会進行　仲村 真二 自由登壇

：池田 彩織

：高橋 清一郎

： ：仲宗根 義次

： 新本直前ガバナー ：仲宗根 義次

： 西村ガバナー補佐 ：白間 弘造

： 緑間分区幹事 ：宮城次年度会長

■懇親会プログラム

職業宣言　２．天与の職業を愛情をもって育てる事が、職業奉仕だ。

５.６月誕生日お祝い

閉会の挨拶

■会員さん広告

記念品の九谷焼

開会の挨拶

ゲストビジター紹介

乾 杯 の 音 頭

ご来賓ご挨拶

出 席 報 告

手に手つないで　音頭

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

会長幹事交代式

カンパーイ❕

新本直前ガバナー

西村ガバナー
補佐

手に手つないで(^^♪お疲れ様でした❕

宮城次年度
会長


