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＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜～言行は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
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■新年度スタートしました。楽しいロータリーライフを皆様
と1年よろしくお願いいたします。（東江 繁子）

■國吉年度の船出を大歓迎致します。一年間よろしくお願い
致します。田畑ガバナー補佐を始めゲスト・ビジターの皆様
ようこそお越し下さいました。ありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（仲吉 サダ子）

■許田先生、日本助産師会受賞おめでとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（天久 宏幸）

■素敵なお花を頂きありがとう。この一年よろしくお願いし
ます。（新垣 真由美）

■國吉年度スタートおめでとうございます。（茂宮 隆次）

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

■例会プログラム
司 会

開 会 点 鐘

会 長 挨 拶

■ニコニコの趣旨

■2022-23年度國吉会長、仲宗根幹事スタート、一年頑張
りましょう！田畑ガバナー補佐担当よろしくお願いします。
新城直前ガバナー補佐、田中直前分区幹事お疲れ様でした。
ゲスト・ビジターの皆さまようこそ！（宮城 富夫）

■皆様、一年間楽しく笑って過ごせるよう宜しくお願い致し
ます！田畑AG、新垣地区幹事サポート宜しくお願い致しま
す。（國吉 一人）

■前年度分は大変お世話になりました。任務は終わりました
が引続き仲良くして下さい。（新城恵子、田中久光）

清 聴

エコ思想推進宣言

所 信 表 明
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前 回 累 計 ¥0 ¥0

第2556回 ¥34,000

■①マルチプルポールハリスフェローのバッチ大変ありがと
うございました。
②國吉会長、仲宗根幹事仕事の件で大変お世話になりまし
た。新年度の活躍、期待致します。（白間 弘造）

■22-23年度國吉会長、仲宗根幹事、新役員の、理事会の皆
様おめでとうございます！一年宜しくお願いします。一年楽
しく例会を過ごしましょう！（仲村 真二）
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出席報告 前回

國吉一人会長
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今回

■國吉会長、Ｓ48年生丑年生まれは博学多才でカリスマがあ
り、情と義を重んじます。「今やらねばいつやる」しっかり
頑張って下さい。（虹水）

■新会長國吉さん他役員就任おめでとうございます。今後1年
イマジンロータリーの真意を追求し頑張ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（許田 英子）

幹 事 報 告

ご 挨 拶

皆さんこんにちは。私の年度は自然体で行動して
行きたいと考えています。ただこの2年半、コロ
ナの影響で今日お越し頂いている新城直前ガバ
ナー補佐、田中直前幹事もそうですが、あまり
思ったような活動が出来なかったかと思っていま
す。私の年度では、気難しい事は考えずに、楽し
い例会が執り行われたらと考えています。今日こ
うして多くのビジターゲストの皆さんもお越し頂
いて、明るく初日を迎えることが出来て本当に感
謝しております。皆さんにこの一年間ロータリー
ライフを楽しんで頂けるように、私と仲宗根幹事
と共に頑張って行きたいと思いますので宜しくお
願い致します。今年のRI会長のテーマ「イマジン
ロータリー」そのロゴマーク、マルの外側に小さ
な円が描かれています。ロータリーの中で人種、
性別、年齢など関係なく、みんな等しくロータリ
アンとして社会貢献、福祉活動、色々なことを協
力して行えるという願いがこもっています。また
イマジンロータリーの中では、皆さんがそれぞれ
のロータリー活動を通して将来のロータリアンラ
イフも含めた想像しながらロータリーライフを送
ろうというテーマが副題として入っています。そ
ういう願いのこもったロゴマークになっていま
す。それを念頭に入れて見て頂ければと思いま
す。そのバッチを皆さんにお配りさせて頂きたい
と思います。次回例会から付けて下さい。以上で
第1回目の会長挨拶とさせて頂きます。ありがと
うございました。
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<本日＞
◆第２５５７回７月１３日（水）

五大奉仕委員会活動計画発表

◆第２５５８回７月２０日（水）

各小委員会活動計画発表

◆第２５５９回７月２７日（水）

各小委員会活動計画発表

◆第２５６０回８月３日（水）理事会

◆第２５６１回８月１０日（水）

◆第２５６２回８月１7日（水）

クラブ協議会（田畑ガバナー補佐就任挨拶）

◆第２５６３回８月２４日（水）

◆第２５６４回８月３１日（水）

ガバナー公式訪問

【幹事報告】

①ガバナー訪問交流会（沖縄分区）のご案内 【メークアップのお知らせ】

②2025-26年度ガバナー候補者推薦のお願い 7/4（月）那覇南ＲＣ例会出席

③東京江戸川ＲＣ例会臨時変更のお知らせ ・東江繁子会員、阿嘉よね子会員

【理事会報告】

①前期会費について

②インターアクト年次大会協力金について

③ゲスト・ビジター費価格改正について

④ロータリー賞13項目について

⑤宜野湾市社会福祉大会被表彰者の推薦について

⑥例会卓話アンケート調査について

⑦環境保全クリーン活動について

【回　覧】

①地区大会のお礼状のご案内

②バギオだより7月号のご案内

③「ポリオデーポータブル」開設のお知らせ

④ロータリー文庫ＨＰのご案内

⑤ガバナー月信7月号のご案内

■お祝い

■乾杯の音頭

仲宗根義次幹事

皆さんこんにちは。本年度幹事を務めさせて頂き
ます。仲宗根です。國吉会長を支えながらこの一
年頑張って行きたいと思いまのでご指導ご鞭撻の
ほど宜しくお願い致します。
では、幹事報告をさせて頂きます。

■幹事報告 ■例会予定

■地区・他クラブよりお知らせ

7月誕生月おめでとうございます！
田畑静夫ガバナー補佐（6日）
東江繁子会員（13日）
天久宏幸会員（17日）

新垣真由美地区幹事
嶋村年度スタート！頑張って下さい。

新年度スタート乾杯の音頭
宮城富夫直前会長



■会長所信表明

職業宣言　５．社員教育に熱意を注ぐのも、立派な職業奉仕だ。

2022-23年度国際ロータリーテーマ

クラブ運営方針；
クラブ運営方針としてクラブテーマである『クラブの、そして自分

の未来のために』を実践することを考えるにあたり、次の行動指針を
推奨いたします。
①違思考への寛容
自己と違う意見も存在することを許容し、いきなり批判や非難的言動
をしない。誰にでもその人なりの言い分があります。まずは経緯を
持って相手の言い分を聞き、そのあとに理解をする努力並びに理解を
深める努力をしましよう。
②自己及び他己への寛容
人は時に選択の連続の人生の中で、最善ではない選択をすることがあ
ります。その最善の選択ではなかった事柄を生涯悔やむことは、豊か
な人生を築くうえで足かせになる事があります。最善の選択をできな
かった自己若しくは他己の選択を引きずらず、未来の選択でよりよい
判断をすることに目と心を向けましょう。これらの行動指針を基本と
し各委員会の活動が成されることを期待しております。

Ⅰクラブ管理運営委員会
　①プログラムー参加する事が楽しみな例会（卓話）や奉仕活動であるプログラムの作成を希望します。
　②出席・会場監督ー例会時には入り口で会員・ビジター・ゲストを温かくお迎えし、例会が楽しくなるような例会運営を希望
　　します。
　③親睦活動ー会員間の親睦が深まり、会員の家族や来訪者との交流促進、通常例会以外での親睦も盛んな運営を希望します。
　④会員増強選考ー新入会員5名以上、退会者0名を期待します。
　⑤ロータリー情報・デジタル推進ー非常時下でのZOOM例会へ多くの会員出席への対応、ロータリアンへ為になる情報発信
　　等の企画・運営を希望します。
　⑥広報・ウェブークラブのホームページを活用し、クラブでの奉仕活動・夜間例会等の告知並びに写真を用いた報告を頻度高
　　くＨＰ更新を行う活動を希望します。
　⑦会報委員会ー週報の作成・広告掲載企業の勧誘を希望します。

Ⅱ職業奉仕委員会
　職業を通して、社会に貢献する活動を行う団体並びに人材の育成計画・活動を希望します。

Ⅲ社会奉仕委員会
　地域に密着した奉仕活動の継続、新規の奉仕活動の計画・活動。また地域福祉への奉仕活動の推進も希望します。

Ⅳ国際奉仕委員会
　国境、人種、宗教、思想、信条を超越した平和活動の立案・活動を希望します。

Ⅵ青少年奉仕委員会
　青少年交換留学生・米山奨学生へのサポート並びに地域の青少年育成事業の計画・活動を希望します。

國吉一人会長

■ご挨拶

新城恵子直前ガバナー補佐 田中久光直前分区幹事

■ご挨拶


