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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

■クラブ協議会プログラム
：溜川 良次

：宮城会長

：天久 宏幸

：君が代・四つのテスト

：

ｴｺ思想推進宣言 ： ☆ゲスト

会長挨拶 ：宮城 富夫 ・遠藤町子様（遠藤茂敏様令夫人）

幹事報告 ：仲村幹事 ・嘉手苅潤様（高橋清一郎会員紹介）

委員会報告 ：國吉 一人 ★ビジター

ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：平仲 絢子 ・田畑静夫次年度ガバナー補佐（那覇南ＲＣ）

出席報告 ：平仲 絢子 ・遠藤茂敏様（台北城東RC）

閉会点鐘 ：宮城会長

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

母子の健康月間

＊＊＊　第２５４６回　（２０２２年４月６日）　例会報告　＊＊＊

■ニコニコ・米山・財団寄付

累 計 ¥171,500 ¥44,009

■ニコニコの趣旨

開 会 点 鐘

司 会

皆様こんにちは！本日はゲスト・ビジターの方も多い
うえに、コロナ禍の影響か？久しぶりの会員も復活出席
し、満席で活気を感じて喜んでおります。

今月4月は、今日配付の月刊誌に掲載されてます国際
ロータリーの「母子の健康月間」です。2年前のグロー
バル補助金によるモンゴル国での「ハッピーバース＆
ハッピーベイビー」も活動成果をYouTubeにUPして
います。2月に開催予定していましたイメージ向上のた
めの宜野湾市役所ロビーでの展示発表が５月開催に延期
になりましたが、この母子の健康プロジェクトも含めて
おります。来週の例会時に例会場入口ロビーにて展示リ
ハーサルを予定していますので、ご協力ください。

さて、25日には、地区研修協議会が久しぶりに沖縄
分区開催となりましたが、次年度新規の各委員会が設置
されていて、地区委員とともにクラブ委員長等の出席対
象も増えているようです。あとで、仲村幹事や國吉会長
エレクトから詳細説明があると思います。該当する方は
積極的に参加奨励いたします。

それから、例会前に理事会開催しましたが、来月の
オープン例会やウクライナ支援など審議しましたが、こ
の後幹事から報告します。

今日卓話時間はフリートーキングですので、田畑次年
度分区ガバナー補佐はじめ、ゲスト、ビジターの自己紹
介はじめご挨拶もお願いしたいのでよろしくお願いしま
す。
それでは、楽しい例会を期して、私の挨拶と致します。
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■ゲスト・ビジター紹介 天久 宏幸

■会長挨拶

宮城富夫会長

ゲストビジター紹介

清 聴

■許田の祝賀会に向けて、開催委員長の國吉会員
他委員の方々の援助、心より感謝致します。又ラ
グナガーデンホテルのスタッフの皆さまお世話に
なります。宜野湾ロータリーの会員の皆さまよろ
しくお願いします。（許田 英子）

■3/27平仲さんの主催イベントで初めて真近で
ボクシングを観戦しました。
ボクサーに勝てそうです⁉（新垣 義夫）

■大勢のゲスト・ビジターの皆さま、ようこそ宜
野湾ＲＣへ！（茂宮 隆次）

■田畑さん、宜野湾ＲＣへお越しいただきありが
とうございます。次年度もよろしくお願いしま
す。（仲吉 サダ子）

■久しぶりのメイクアップ楽しみに来ました。
　　　　　　　　（田畑静夫/那覇南ＲＣ）
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<本日＞
◆第２５４７回４月１３日（水）

◆第２５４８回４月２０日（水）

◆4月27日　振替休会

　許田会員叙勲受章祝賀会

◆5月4日　特別休会

　定款7-1-d-5適用

◆第２５４９回５月１１日（水）理事会
【幹事報告】 オープン例会
①日台ロータリー親善会議in福岡ご登録のお願い ◆第２５５０回５月１８日（水）
②ヒューストン国際大会のご案内

③第14回全国RYLA研究会開催のご案内 ◆第２５５１回５月２５日（水）

◆６月１日　地区大会の振替休会
⑤東京東大和RC創立50周年記念講演会のご案内

⑥トンガ王国支援金は23,000寄せられました。 ◆第２５５２回６月８日（水）理事会
【回　覧】

①米山梅吉記念館館報のご案内 ◆第２５５３回６月１５日（水）
②母子の健康月間リソースのご案内

③ガバナー月信4月号のご案内 ■地区・他クラブよりお知らせ
④ロータリーの友4月号目次のご案内 ●例会変更のお知らせ

⑤チーム嶋村ガバナーエレクトメッセージ4月号 ・石垣ロータリークラブ

日時：4月13日（水）　夜間例会に変更

場所：アートホテル石垣島

※若林ガバナー卓話並びにオープン例会

・那覇南ロータリークラブ

①日時：4月18日（月）12：45点鐘

　場所：エーススポーツクラブ

※移動例会＆職場訪問の為メークアップ不可

②日時：4月25日（月）振替例会

※同日の沖縄・地区研修協議会へ振替

●例会休会のお知らせ

・石垣ロータリークラブ

日時：4月27日（水）第7条第1節（d）（1）

【メークアップお知らせ】

・新垣真由美会員

　4月4日（月）那覇南ＲＣ例会参加

■例会予定■幹事報告　

■表彰

仲村幹事

④第25回国際ロータリー日本青少年交換研究会
　熊本会議のご案内

ＰＨＦ賞３回目
宮城富夫会員

お誕生日おめでとうございます！
高橋 清一郎会員（1/13）

仲村 真二会員（4/2）
新垣 義夫会員（4/20）



■PETS報告

　

皆さんこんにちは。昨日ZOOMにてPESTの補講
を受けました。本日のお越しの田畑ガバナー補佐
エレクト、我がクラブの新垣次年度地区幹事も
ZOOM参加されていました。
私が今まで経験してきたロータリー活動とは異な
り、かなり変わったスケジュールだったり、新し
い組織が出来たり、結構今までの風習、習慣では
進まないのかなと思います。PESTの中で、青森
のパストガバナー鈴木一作さんの講話がありまし
た。昨年もしくは一昨年のルールというか習わし
を去就するのではなく、新しく作って改革してい
くというお話でした。恐らく嶋村ガバナーエレク
トの熱意、思いもそこにあるんだろうと思いま
す。また、地区ガバナーからの要望として、新し
い取り組み、新しい表彰の仕組みというのが色々
模索されています。恐らく田畑ガバナー補佐エレ
クトの方が戸惑いが大きいのではと、長年ロータ
リーに携わっていますので、変わることへの不自
由さもだいぶ感じられているのではと思います。
地区大会も本来ならば2月に行われていました
が、今年度はコロナの影響で5/31開催です。次
年度の地区大会は9月開催となっており、その準
備に田畑ガバナー補佐エレクト始め新垣地区幹事
は奔走し始めているのではと思います。そういう
時期的なものシーズンも変わります。まだ皆さん
には次年度スケジュールとかはお配りしておりま
せんが、そういうことがあるということを事前に
ご承知頂いて、宜野湾RCも少しは変わった委員会
が設置されて次年度を進めていく事になると思い
ます。「不易流行」ではないですが、「変わると
ころ」と「変えたいところ」と「変えられないと
ころ」「変えるべきではないところ」という風に
次年度もロータリー活動を進めていきたいと思い
ますので、どうぞ宜しくお願い致します。

■ゲストご挨拶

嘉手苅潤様

皆さんこんにちは。嘉手川潤と申します。
宜野湾市普天間の方で2年前にオクマ税理士事務
所から引き継ぎまして、嘉手川税理士事務所の所
長として事務所を切り盛りしております。どうぞ
よろしくお願いします。

國吉一人会長エレクト

皆さんこんにちは。2年程前に近所のお餅屋さん
が無くなってしまい、あの美味しいお餅を持って
くることができなくてご無沙汰しておりました。
さて、次年度ガバナー補佐として那覇西RC、那覇
北RC、浦添RC、宜野湾RC、那覇南RCの5RCを
担当致します。新垣真由美地区幹事のお手伝いを
頂きながら沖縄分区を盛り上げていきたいと思い
ますので宜しくお願い致します。次年度嶋村ガバ
ナーと一丸となって頑張っていきたいと思いま
す。
来る4/25は地区研修協議会があります。これは
次年度に向けての各委員会の研修となっておりま
す。是非、関係者の皆様のご参加頂きますようお
願い致します。

田畑静夫次年度ガバナー補佐

職業宣言　９　常に相手の身になって共存共栄を図ることが、職業奉仕だ。

■ビジターご挨拶


