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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

：日も風も星も・四つのテスト

：なし

：なし

：宮城 富夫

：仲村 真二

：山城咲乃氏

：宮城会長

【幹事報告】

【回　覧】

①ロータリー文庫デジタル化済資料廃棄のお知らせ

②コーディネーターニュース1月号のご案内

③ハイライトよねやま261号のご案内

④ボーイスカウト（ユースの力）月刊誌のご案内

⑤ボーイスカウト（もったいない寄付）のお願い

　・年賀ハガキ、官製ハガキ、切手等
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 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

職業奉仕月間

¥127,500

会員数

24 21

■幹事報告

算定用会員数

ｴｺ思想推進宣言

幹 事 報 告
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例会NO.
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訂正出席者数

訂正算定分母 28 27

訂正出席率 85.71%

0
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出席者数

■ニコニコの趣旨　

宮城富夫会長

¥27,549

■オークション売上金は52,500ありました。
会員の皆さんご協力ありがとうございました。
（新垣 裕輝社会奉仕委員）

第2534回 ¥52,500

■ニコニコ（米山・財団寄付）

¥0

累 計 ¥27,549

前 回 累 計 ¥75,000

免除会員

2一般会員

《1月ロータリー為替レート　＄１＝￥１14》

出席報告

皆様こんばんは！本日は例会と忘年会でありま
して、例会を手短に開催し、このあとの忘年会に
移りたいと存じます。多くのゲストを交えての例
会ですが、あとの忘年会の部で紹介があります
が、まずは、特別招待ゲストであります、お二人
を私から紹介させていただきます。一人目が宜野
湾市長の松川正則氏です。二人目が北中城村長の
比嘉孝則氏であります。先月お会いする機会に直
接口頭でもご案内申し上げましておりましたが、
年末のお忙しい中ご参加くださいまして、誠にあ
りがとうございます。あとで、ご挨拶を賜りたい
と思います。

さて、先週は沖縄分区大会IMが名護RCのホスト
により、各クラブ３名限定リアル出席のもと、他
の会員にはYouTubeオンライン配信参加で開催
されました。各クラブの活動報告発表があり、宜
野 湾 RC か ら は 「 ビ ー チ ク リ ー ン 活 動 」 と
「HappyBirth＆HappyBaby Project」の2題を
発表しました。そのパワーポイントの自動動画が
横のスクリーンであります。

話は変わって、ロータリーも今日にて上半期が
終了するわけですが、コロナ禍で委員会活動など
思うようにできなかったと思いますが、来月にク
ラブ予算の仮決算と委員会活動報告発表を企画し
ますのでよろしくご対応お願いします。

これをもって、楽しい忘年会を期待して、私の
挨拶を終わります。

例会日

入 会 式

■会長挨拶

仲村真二幹事

①2024-25年度当地区ガバナー決定
　東京福生ＲＣ会員　石川彌八郎市

閉 会 点 鐘

会 長 挨 拶

前回



<本日＞
◆第２５３５回１月５日（水）理事会

新年ユンタク会

◆第２５３６回１月１２日（水）

卓話：二宮徹氏（福岡城西ＲＣ）

演題：未定

◆第２５３７回１月１９日（水）

職業奉仕月間に因んで卓話

◆第２５３８回１月２６日（水）

卓話：大野倫氏（元巨人軍）

演題：未定

◆第２５３９回２月２日（水）理事会

◆第２５４０回２月９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２５４１回２月１６日（水）オープン例会

日時：２月２３日（水）祝日休会

　　

■例会予定■入会式

宮城会長よりロータリー会員バッチの授与

山城咲乃会員ご挨拶

新垣カワンセラーより奨学金の贈呈
を受けるクレシエメンさん

沖縄国際大学エメンさん担当教授
尚真貴子先生ご挨拶

演題：デジタル社会（Society5.0）
　　　の世界観について

卓話：國吉博樹氏
　　（沖縄セルラー電話㈱取締役営業本部長）

■米山奨学金贈呈

推薦者のアラルコン朝子会員より
入会される山城咲乃氏の紹介

宮城会長より「ロータリーの目的」授与



■懇親会プログラム ■ゲスト・ビジター紹介　新垣 真由美会員
：仲宗根親睦活動委員長 ・宜野湾市長　松川正則様

：仲宗根 義次 ・北中城村長　比嘉孝則様

：新垣 真由美 ・中部商業高等学校　近藤貴雄先生

：松川正則宜野湾市長 ・中部商業高等学校　上江洲百合花先生

　　　 ：比嘉孝則北中城村長 ・中部商業高等学校　稲福瑞稀様

：近藤貴雄先生（中部商業高等学校） ・沖縄国際大学　尚真貴子教授

乾杯の音頭 ：白間弘造会員 ・米山留学生　クレシエメンさん

・城間こころさん（城間会員お嬢さん）

：平仲絢子会員、新垣裕輝会員 ・仲宗根妃奈さん・叶真くん（仲宗根会員お子様達）

ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：新垣 裕輝 ・仲村春美様（仲村幹事奥さん）

：新垣 裕輝 ・茂宮小夜子様（茂宮 会員奥さん）

：新垣 真由美 ・平仲朱那さん（平仲会員お嬢さん）

：新垣義夫副会長 　　　　　　　　　　　　　以上１３名の方々です。

職業宣言　２．どんな仕事でも有用で、それを継続する事が、職業奉仕だ。

ゲストビジター紹介

開会の挨拶

今年一年お疲れ様でした。来年もよろしくお願いします。

松川正則宜野湾市長ご挨拶 比嘉孝則北中城村長ご挨拶
乾杯の音頭　白間弘造会員

カンパーイ(^^♪

忘年会（懇親会）

来賓ご挨拶

オークション

アシスタント

リーダー：東江繁子会員

手に手つないで　音頭

開会の挨拶

司 会 進 行

出 席 報 告



　　　　　　　　　　　夜間例会（忘年会）　　　　　　2021/12/22（水）

司会：仲宗根親睦委員長 ゲスト紹介：新垣真由美会員 中部商業高等学校近藤貴雄先生ご挨拶

カンパーイ(^^♪ カンパーイ(^^♪ 小っさいゲストさん　叶真くん

天久宏幸会員、宮城会長、仲村幹事 茂宮会員ご夫妻 東江会員、許田会員、尚教授

新入会員　山城咲乃会員 稲福瑞稀さん、上江洲百合花先生 朝子会員、山城会員

クレシエメンさん、近藤貴雄先生 クレシエメンさん、尚真貴子教授

なかよし組の平仲親子 ﾆｺﾆｺ・出席報告：新垣裕輝会員 閉会の挨拶：新垣義夫副会長



炉辺会合（四火会）出席者名簿

　・新垣義夫会員

　・アラルコン朝子会員

　・溜川良次会員

　・白間弘造会員

　・天久宏幸会員

　・仲宗根義次会員

　　　　　　　　　　　炉辺会合（四火会）　　　　　　2021/12/28（火）

普天満宮　新垣宮司　ぎのわんシティＦＭ年末特番に出演　2021/12/27（月）


