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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

■例会プログラム
：仲宗根 真由美 【平仲直前幹事】

：宮城会長 ①岡江年度決算報告

：仲宗根 義次

：奉仕の理想・四つのテスト

：なし

：なし

：宮城 富夫

：平仲前幹事、仲村幹事

：順次登壇

：新垣 裕輝

：新垣 裕輝

：宮城会長

 
【回　覧】

①ガバナー月信voL.1のご案内

②コーディネーターニュース8月号のご案内

③ハイライトよねやま256号のご案内

④ロータリー文庫ＨＰ利用方法のご案内

⑤宜野湾市商工会からのご案内

7月14日

会員数

今日は会長挨拶というよりも報告があります。
週報に添付しておりますが、会長、副会長、幹事
の三役プラス会長エレクトと副幹事それから会場
監督委員長で今後の運営に関して会議を持ちまし
た。このコロナ禍で、ある程度指標を作り、会員
皆で共有して行きたいと思います。例会を開催す
る判断として直近1週間の感染者数が緊急事態宣
言の1日の目安80人以上になったら例会を中止し
ようと思います。毎日の感染者数のデータは私の
会社のホームページにＵＰしていますので、そこ
から見ることも出来ます。
基本的に中止という案内がない限り例会は開催で
す。
実は、池田彩織さんが幹事を辞退しました。一身
上の都合により出来ませんという事であります。
それで、仲村真二さんが幹事に就任しました。仲
村会員は社会奉仕委員長でしたので、後任に新垣
裕輝さんが快く引き受けて頂いております。お二
人とも1年間よろしくお願いいたします。
新しい組織表配布してありますので、ご確認くだ
さい。

会 長 挨 拶

21 22

0 0

例会日

メーク
アップ

■出席報告

訂正出席者数

訂正算定分母

78.57%

前回 今回

例会NO. 2520 2521

0

21 22

出席免除者欠席数 1 1

0

■クラブの皆様こんにちは。
2021-2022年度幹事を務めます仲村です。
一年宜しくお願いします。（仲村 真二）

■ニコニコの趣旨　

一般会員

■一年間よろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　（茂宮 隆次）

7月7日

出席報告

五大奉仕委員会活動計画発表

今年度の幹事を務める事になりました仲村真二で
す。1年間よろしくお願いいたします。
それでは幹事報告を致します。

¥2,353

累 計 ¥21,000 ¥4,259

29 28

訂正出席率 72.41%

免除会員

30 29

出席者数

前 回 累 計 ¥18,000

①東京江戸川中央RCと東京本郷ＲＣより例会変更
のお知らせ

司 会

清 聴

＊＊＊　第２５２１回　（２０２１年７月１４日）　例会報告　＊＊＊

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

《7月ロータリー為替レート　＄１＝￥１11》

■会長挨拶

出 席 報 告

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

¥1,906

第2521回 ¥3,000

29 28

開 会 点 鐘

■幹事報告

72.41% 78.57%

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

算定用会員数

ｴｺ思想推進宣言

幹 事 報 告

閉 会 点 鐘

出席率

■今期より復活致しますので、宜しくお願い致し
ます。（新垣 裕輝）

ゲストビジター紹介



<本日＞
◆第２５２２回７月２８日（水）

各小委員会活動計画発表

◆第２５２３回８月４日（水）

各小委員会活動計画発表

◆第２５２４回８月１１日（水）

卓話：会員増強月間に因んで

◆第２５２５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２５２６回８月２５日（水）

ガバナー公式訪問

【奉仕プロジェクト委員会】 ◆第２５２７回９月１日（水）理事会

●基本方針 ビーチクリーン勉強会

◆第２５２８回９月８日（水）

移動例会（社会奉仕活動）

蝶々ハウス維持管理

◆第２５２９回９月１２日（日）

ビーチクリーン開催

◆振替休会（ビーチクリーン9/12開催）

◆第２５３０回９月２２日（水）

■活動計画 夜間例会（観月会）

1）職業奉仕を通じて、明るく未来の社会を支援する。 場所と時間：未定

2）貧困家庭の皆無を目指す社会の実現を支援する。 ◆特別休会　定款7-1-(d)-(5)

4）次世代を担う青少年の育成事業を支援する。 例会臨時休会のお知らせ

【職業奉仕委員会】 ・宮古島ロータリークラブ

●基本方針 7月27日（火）

8月  3日（火）

8月10日（火）

8月17日（火）

※定款第7条第1節ｄ項（3）による

■活動計画 ・名護ロータリークラブ

1）会員職場の訪問、異業種交流を推進する。 7月28日（水）

定款第7条第1節ｄ項（3）による

例会休会のお知らせ

・那覇ロータリークラブ

8月3日（火）クラブ定款6-1-dにより

3）当クラブ制定の「職業奉仕」及び「環境保全推進
　  宣言」にもとづく活動を実施する。

■地区・他クラブよりお知らせ

2021-2022年度国際ロータリー会長のシェカール・
メータ氏は当年度のテーマとして「奉仕しよう みんな
の人生を豊かにするために」を宣言されました。これを
受けて、地区ガバナーの若林英博氏は「会員増強・クラ
ブ拡大をする覚悟をもとう」と提言しております。ま
た、当クラブの宮城富夫会長は「超我の奉仕」の理念を
実施することがロータリーの使命である旨を表示してお
ります。当委員会は、関係する各奉仕委員会と連携を密
にして次の計画を実施する

楽しい中でも品格ある例会を進めるために、皆さんの声やご意見を聞きながら
いくつかを次の通り試行してみたいと提案しております。
1.座席のテーブル指定

気の合った会員同士でテーブルを囲む事も大切ですが、時には”いつもとは違
う会員”と隣合せで親睦を深めることも大切です。毎回でなくとも、座席を指定
する例会をいずれかの時に導入してみますので、ご意見や感想をお寄せ下さい。
2.ドレスコードの明文化
　女性はドレスアップして参加されていますが、男性は正装として認められて

ロータリークラブの原点は、職業を通じて社会を良くす
る奉仕の精神であります。宮城会長は基本方針の一つと
して「超我の奉仕」の理念を示しております。当委員会
は、この理念を体して次の計画を実施します。

2）会員企業の主催する地域奉仕プロジェクトに積極
　  的に参加し支援する。

奉仕プロジェクト委員会
職業奉仕委員会　岡江 保彦委員長

3）当クラブエリアの優位性を活かした国際交流事業
　 を支援する。

■活動計画発表

いる「かりゆしウェア」をはじめ様々です。職場から直行して参加することもあるでしょうから仕事着での参加も認めて
よいと考えます。他方、ある程度のドレスコードは必要だと思います。全員で共有できるものが明文化できれば理想的だ
と考えています。

時代の流れと共に様々な変化がロータリーにも生まれています。かつては「一職種で一人」しか会員として認められな
かったものが現在では制限がありません。例会参加もリモートの時代です。いろいろな立場や事情を汲みながら、例会が
楽しく充実したものになるよう皆様のご協力とご理解をお願い致します。

■出席・会場監督委員会活動計画発表 　　　溜川良次委員長

■例会予定



【社会奉仕委員会】 【国際奉仕委員会】

●基本方針 ●基本方針

■活動計画 ■活動計画

【青少年交換委員会】 【親睦活動委員会】

●基本方針 ■活動計画

■活動計画

1）青少年交換プログラム（YEP）を積極的に支援する。

職業宣言　４．事業の経営に最善を注ぐのも、立派な職業奉仕だ。

■活動計画発表

1）宜野湾市国際交流協会や海軍病院の行事に参加し
　  て相互理解を深めます。

2）台湾中和圓通ロータリークラブとの友好クラブ締
　  結式を行い、積極的な交流を図り永続的な友好関
 　 係 が築けるよう努めます。

3）来年6月にヒューストンで開催される国際大会に多
　 くのクラブ会員と参加して、世界各国のロータリア
　 ンと交流を図ります。

■活動計画発表

3）ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）
　 への参加者派遣を推進し、スポンサークラブとして
　 積極的に支援する。

ロータリーの活動を通して国際感覚を養い、リーダーシップ
や奉仕の価値観を学ぶ機会を広げ、次世代のリーダーとして
社会で活躍できる人材育成を支援する。

2）インターアクトクラブ（IAC）の新規提唱を検討
　  し、候補校への働きかけを行う。

4）その他、青少年奉仕に関わる案件についての検
　  討・支援を行う。

親睦活動委員会　仲宗根義次委員長

1）我々親睦委員会メンバーは、例会時に「ガイドライン」に
沿ってゲスト・ビジターを安心して気持ちよく出迎え、積極
的に声をかけ、一日楽しんで頂きたいと思う気持ちで案内
し、参加しやすい例会になるよう心がけします。

2）会員間の親睦を深める最適の場所は、週一回の定例例会で
あります。例会において、いかに友情を深めるかを考え実行
し、真の親睦が保たれるような環境づくりをしていきます。

3）炉辺会合（四火会）を復活して、メンバーの和気あ
いあいとした場を創出する。

4）ロータリー情報・デジタル化推進委員会と協力し
て、気楽なロータリー勉強会の場を設ける。

青少年交換委員会　平仲絢子委員長

地域社会の環境保全に務め、奉仕活動を積極的に取り組
み支援する。

社会奉仕委員会　新垣裕輝委員長

1）地域社会及び各関係団体との交流を深めながら、
　 年4回の清掃、草刈りを実施し『オオゴマダラを飛
　 ばそう』の事業を維持管理する。

2）花いっぱい運動、はごろも祭り、フードドライブ
     などの地域の公共団体等が主催する事業及びイベ
     ントのボランティア活動へ参加協力する。

3）『エコ思想推進宣言』の唱和を行い積極的に行動
 　 に移す。

国際奉仕委員会　新垣真由美委員長

国際色豊かな土地柄を活かし、クラブ会員の皆様と協力
して、身近な国際奉仕活動積極的に行います。


