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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

：天久 宏幸 ☆ゲスト

：國吉会長 ・鶴田健太様（中部病院研修医/天願会員紹介）

：河村 哲 ・大城栄喜様（㈲大喜商建/宮城会員紹介）

：我らの生業・四つのテスト ★ビジター

：なし ・岡本雅子様（柏ＲＣ）

：國吉会長

：仲宗根幹事

：各委員長

：河村 哲

：國吉会長

■会長挨拶

【臨時理事会報告】

①2022-23年度一般会計予算（案）について

②今後のコロナ禍における例会運営について
　
皆

【幹事報告】

①9/10開催地区大会への参加お願い

②炉辺会及び四火会の案内

【回　覧】

①ハンガーゼロニュース7月号のご案内

2558

例会日 7月13日

¥7,252

例会NO. 2557

会員数

3

前回

　皆さまこんにちは。

本日はかなり寂しい例会となりました。先週、
先々週頃からコロナ感染者数がだいぶ上々してい
ますが、職業人として経済を回したいという考え
の下、蔓延防止等が発令されないよう願っており
ますが、例会参加については、今日のように体調
不良の方が出た場合は、ご自分の判断で結構です
ので、無理はなさらずにお休み頂き、例会は進め
て行く考えであります。本日の臨時理事会でも議
題となりましたが、ハイブリット例会、ZOOM例
会の開催も模索して行くこととなりました。皆さ
んからのご意見も頂きたいと思います。

さて、私事ですが、先週高校野球県予選に参加
させて頂きました。去った4月に次男が優勝し
て、横浜スタジアムに行きますと報告させて頂き
ました。今回は長男の方が興南高校野球部に所属
しておりまして、この度みごとに優勝することが
出来ました。8月はクラブ協議会、ガバナー公式
訪問と大事なスケジュールがありますが、何とか
調整して子ども達の応援に望みたいと思います。

本日はこの後、委員会活動計画の発表がありま
す。各委員長の皆さまよろしくお願いします。

閉 会 点 鐘

委員会報告

訂正出席率

國吉一人会長

訂正出席者数

訂正算定分母

＊＊＊　第２５５８回　（２０２２年７月２０日）　例会報告　＊＊＊

¥2,412

《7月ロータリー為替レート　＄１＝￥１36》

累 計

0

出席免除者欠席数

仲宗根義次幹事

今回

■ニコニコの趣旨

27 27

算定用会員数 27 27

出席率 85.19% 51.85%

7月20日

前 回 累 計 ¥35,000 ¥4,840

第2558回 ¥2,000

30 30

出席者数 23 14

■出席報告
出席報告

 　 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

■ゲスト・ビジター紹介　河村哲会員

清 聴

エコ思想推進宣言

■幹事報告
幹 事 報 告

ゲスト・ビジター紹介

五大奉仕委員会活動計画発表
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■職業奉仕、社会奉仕委員会の活動を応援しま
す。頑張って下さい。（茂宮 隆次）

■クラブ職業奉仕委員会です。一年間頑張ります
ので、事業にご協力下さい！（宮城 富夫）



<本日＞
◆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

◆第２５６５回９月７日（水）理事会

◆第２５６６回９月１４日（水）

夜間例会（観月会）

●9月21日（水）祝日週休会

定款第7条第1節d項（1）適用

◆第２５６７回９月２５日（日）

移動例会（環境保全クリーン活動）

●9月2８日（水）振替休会

9/25移動例会振替

●基本方針

会場：セルリアンタワー東急ホテル

・会長幹事会　14：30～17：30

・RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

　　　 　　　　18：00～21：00

会場：グランドプリンスホテル新高輪

・入会3年未満会員セミナー

　   　　　　　10：30～12：40

■活動計画 ・PHSとメジャードナーの集い

　　　　   　　10：30～12：40

・本会議  　   13：00～19：00

・会員懇親会  19：00～20：00

１．クラブ制定の「職業宣言」や地区職業宣言の
勉強会を例会やクラブ協議会、炉辺会合などで設
置し、習得向上を目指します。

2．新入会員の卓話については、職業分類に基づ
くテーマを優先し会員へのピーアールに努めま
す。

3．週報を通じて、会員職場情報、広告を積極的
に掲載できるように会報委員

「職業奉仕はロータリーの金看板である」とか
「ロータリーの根幹は職業奉仕にある」と長年言
われてますが、「職業奉仕ってなんですか」「職
業を通じて社会に貢献すること」など、研修、理
解することが課題であります。
クラブ職業奉仕委員会は「職業奉仕の実践」のた
めに宜野湾ロータリークラブ制定の「職業宣言」
等に基づく職業奉仕の理解、活動促進に努めて参
ります。

職業奉仕委員会　宮城富夫委員長

■五大奉仕委員会活動計画発表

4．会員職場訪問を、年2回以上挙行し、異業種・
職業理解に努めるとともに、社員へのロータリー
活動の啓蒙およびイメージ向上を推進します。

5．会員職場主催の地域貢献事業に対して、積極
的に支援する体制を構築します。

2022-23年度地区大会プログラム（案）

■委員会報告 ■例会予定

第1日目　　　　　　2022年9月9日（金）

第2日目　　　　　　2022年9月10日（土）

■地区・他クラブよりお知らせ

ロータリー情報・デジタル化推進委員会
河村哲委員長

ロータリークラブの本来あるべき姿とモラルにつ
いて、また、デジタル化推進に関する講習会を開
催する予定です。



●基本方針 ●基本方針

■活動計画 ■活動計画

●基本方針

■活動計画

職業宣言　７．業界の発展のために力を尽くすことも、職業奉仕だ。

２．地域メディアとの連携を深め、ロータリークラブの積極的な活動を広く知ってもらい、公共イメージを
向上させる。

３．会員企業に週報作成に係る基本方針を理解してもらい、週報への広告掲載の協力をお願いする。

１．地域社会でロータリークラブの情報を多くの人に広め活動内
容を知ってもらうことで、ロータリーが地域社会のニーズに合っ
た奉仕活動に積極的に取り組む信頼できる組織であることを理解
してもらう。

会報委員会　天久宏幸委員長

２．ロータリークラブについて好ましい公共イメージを広めるこ
とで、会員のロータリー活動の士気を高め、会員増強に繋げる。

１．本クラブの所在地域（宜野湾市、北谷町、中城村、北中城村）においてロータリー公共イメージを積極
的に展開していく。

4．第2580地区で制定されている「環境保全クリーン
活動」を実施する。

青少年奉仕委員会　溜川良次副委員長

２．ＲＯＴＥＸを活用して、クラブ内に青少年交換プロ
グラムの情報提供を行う。

３．ロータリー青少年指導育成プログラム（RYLA）へ
参加協力し、研修プログラムに参加を希望する青少年を
積極的に支援する。

４．地域の学校や団体と連携して青少年との交流を積極
的に行い、ロータリー活動を広く知ってもらうよう努力
する。

１．県蝶に指定された「オオゴマダラ」の生育、保護を
通して愛蝶精神を高揚し世界の恒久平和を願望して放蝶
する。計画的に保護施設の内外の維持管理を継続する。

２．地域の公共及び公益団体と連携して福祉向上と環境
整備事業を整備する。具体的にはフードドライブ、道
路、公園、河川、海岸等の清掃。

３．複数クラブ又は分区11クラブが一丸となって県土
の自然保護に努める。例えば、山原と西表島の世界遺産
登録の環境保全事業の促進を提唱する。

『ロータリー活動を通して将来のリーダーとなり得る青
少年の育成を支援する』を引き続き推奨する。

１．第57期青少年交換派遣学生（浦崎絵戸さん）のス
ポンサークラブとして派遣までの準備や事前研修などす
べての面において支援する。

■小委員会活動計画発表

地域に密着した奉仕活動の継続、新規の奉仕活動の計
画、実施。地域福祉活動への参画。

■五大奉仕委員会活動計画発表

社会奉仕委員会　茂宮隆次委員

■五大奉仕委員会活動計画発表


