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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
：天久 宏幸

：宮城会長

：仲宗根 義次

：君が代・四つのテスト

：なし

：なし

：宮城 富夫

：仲宗根 義次

：新垣裕輝、東江繁子、城間幹夫 【理事会報告】

：新垣 裕輝 ①故比嘉盛吉氏のグロリア会員推薦について

：新垣 裕輝 【幹事報告】

：宮城会長  浦添ＲＣ11/12（金）ZOOM例会に変更　

【回　覧】

★ゲスト ①赤い羽根共同募金への寄付のお礼

・山城咲乃様（アラルコン朝子会員紹介） ②2020-21年度地区大会の記録の送付

・遠藤町子様（遠藤茂敏様令夫人） ③バギオだより11月号のご案内

・仁紙泰志様（天願勇会員紹介） ④宜野湾市社会福祉大会要綱のご案内

☆ビジター
・遠藤茂敏様（台北城東ＲＣ）

会員数

25 23

0 0

皆様こんにちは！
お手元の週報の別紙にありますが、先日約１年半ぶり

に「炉辺会合」を持ちました。延び延びになってました
「天久宏幸」会員の新入会員歓迎会、と、「新垣義夫」
宮司会員の神職の位「浄階」および「１級」の昇任の祝
い、そして「アラルコン朝子」会員の「宜野湾市市政功
労賞」授賞のお祝いを兼ねて開催しました。盛り上がり
の中で早、次の会場まで決める有意義で楽しい酒席懇談
が持てました。

先週11/4木曜日には、コザRCの60周年記念式典祝
賀会がありまして、宜野湾RC会員の参加が最も多く盛
り上がってまして、コロナ禍を感じさせない祝宴であり
ました。

さて、恒例の新役員就任挨拶としてのテリトリー内の
首長表敬訪問。これも延び延びになっていましたが先
週、先々週に中城村長、北中城村長、宜野湾市長を訪ね
挨拶してきました。ビーチクリーン計画などロータリー
公共イメージ向上をPRしました。「忘年会開催できま
したらご案内いたします」と伝えると、御3名共に快い
返事を頂きました。

ビーチクリーンも近づきました。皆様のご協力をお願
いし、私の挨拶を終わります。

《11月ロータリー為替レート　＄１＝￥１14》

出席報告

例会日

85.19%

前回 今回

例会NO.

ロータリー財団月間

司 会

■許田英子さんの秋の叙勲、瑞宝双光章の受章お
めでとうございます。祝賀会しましょう。
平仲さんの「南風｝毎回楽しみに拝読しておりま
す。素晴らしい！（仲吉 サダ子）

清 聴

委員会報告

＊＊＊　第２５２８回　（２０２１年１１月１０日）　例会報告　＊＊＊

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

会 長 挨 拶

出 席 報 告

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

■ゲスト・ビジター紹介　仲宗根親睦委員長

■宮城会長挨拶

22 20

出席免除者欠席数 1 2

一般会員

10月27日 11月10日

3メーク
アップ

¥5,000

訂正出席者数

訂正算定分母

■ポリオプラス基金協力よろしくお願い致しま
す。（東江 繁子）

■ニコニコの趣旨　

■出席報告

2527 2528

3

¥1,839

累 計 ¥53,000 ¥19,012

28 27

訂正出席率 89.29%

免除会員

29 29

出席者数

前 回 累 計 ¥48,000 ¥17,173

第2528回

28 27

開 会 点 鐘

■幹事報告　仲宗根副幹事

78.57% 74.07%

 　 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

ゲストビジター紹介

■ニコニコ（米山・財団寄付）

■許田英子さん、秋の叙勲、瑞宝双光章受章おめ
でとうございます。
　　　　（茂宮 隆次、白間 弘造、新垣 義夫）



<本日＞
◆第２５２９回１１月１７日（水）

卓話：玉那覇潤警視（宜野湾警察署署長）

演題：宜野湾警察署管内の治安情勢

◆第２５３０回１１月２４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

時間：11：30集合　12：30点鐘

◆第２５３１回１２月１日（水）理事会

卓話：天久宏幸会員

◆第２５３２回１２月８日（水）

クラブ総会

◆第２５３３回１２月１５日（水）

移動例会（沖縄分区大会IM）

◆第２５３４回１２月２日（水）

夜間例会（忘年会）点鐘19：00

会場：ラグナガーデンホテル

◆１２月２９日（水）特別休会

　定款7-1-（d）-（5）適用

●例会休会のお知らせ

・浦添ロータリークラブ

11月26日（金）（定款第7条第1節ｄ項①）

日　時：11月19日（金）12：30点鐘

例会場：ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城

卓　話：『認知症～その原因と予防～』

【メークアップのお知らせ】

1.白間 弘造会員  8.宮城 富夫会長

2.岡江 保彦会員  9.仲村 真二幹事

3.新垣 義夫会員 10.仲吉 サダ子会員

4.東江 繁子会員 11.城間 幹夫会員

5.アラルコン朝子会員 12.新垣 真由美会員

6.仲宗根 義次会員 13.阿嘉 よね子会員

7.國吉 一人会員 14.仲宗根 真由美会員

◆11/12（金）開催 浦添ＲＣZOOM例会参加

・仲村 真二幹事

日　時：11月18日（木）15：00～16：30

場　所：YouTubeライブ

登録料：無料

新垣裕輝社会奉仕委員長

■地区・他クラブよりお知らせ

11/21ビーチクリーンプロジェクトについて

本日の卓話、川松保夫委員長のご紹介

2022ヒューストン国際大会について

城間地区国際大会推進委員

■近況報告

東江地区ロータリー財団委員

●浦添ＲＣ例会のお知らせ●

※ 医療法人天仁会　天久台病院理事長
　 平良直樹様の卓話を予定しております。

ロータリー米山記念奨学金に関する
ワークショップのご案内

2021-22年度（3/25～3/27開催予定）
RYLAセミナー中止のお知らせ

◆11/4（木）開催
　コザRC創立60周年記念式典・祝賀会出席

皆さんこんにちは。先ほど宮城会長からお話しありまし
たように、叙勲、瑞宝双光章を頂きました。大変恐縮に
思っておりますが、皆さんのお力添えを頂いてのことと
感謝申し上げます。お祝いの言葉ありがとうございまし
た。

■委員会報告 ■例会予定

許田英子会員



職業宣言　11．例会に出席して多くの人々と職業上の理解を深めることも職業奉仕だ。

■ZOOM卓話

■協賛広告
ZOOM卓話の様子


