
例会場： ラグナガーデンホテル　TEL: 098-897-2121 2022-23年度
例会日： 毎週水曜日　12:30～13:30 会長： 國吉 一人
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主なテリトリー：宜野湾市、北谷町、中城村、北中城村

（ 第 2569 回 )

2022-23年度国際ロータリーテーマ

創立：1966年1月10日

2022-23年度クラブ会長テーマ：『クラブの、そして自分の未来のために』を考え、そして行動しよう！

国際ロータリー 第2580地区 宜野湾ロータリークラブ

2022年11月9日号

Rotary International District 2580 Rotary Club of Ginowan



＞＞＞　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

：河村 哲

：國吉会長

：君が代・四つのテスト

：唱和なし

：國吉 一人

：仲宗根 義次

：新垣 裕輝、河村 哲

：城間 幹夫

：城間 幹夫

：國吉会長 【理事会報告】

■会長挨拶 ①赤い羽根共同募金について

②ボーイスカウト支援金について

③10/19（水）夜間例会（観月会）について

④10/23（日）ポリオデーについて

【幹事報告】

①世界食料デー沖縄大会のご案内

②「ハローRotary」第一クールのご案内

【回　覧】

①ハンガーゼロニュース9月号のご案内

②社会奉仕部門通信9月後のご案内

③ガバナー月信9月号・10月号のご案内

④風のたより通刊95号のご案内

⑤バギオだより9月号のご案内

⑥コーディネーターニュース10月号のご案内

⑦ハイライトよねやま270号のご案内
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訂正出席率 64.29% 79.31%

本日は久しぶりのラグナでの例会です。ゲストの
皆さま、そして会員の皆さま、多くの方がご出席
頂きとても嬉しく思います。
又、9月25日開催、いこいの市民パークでの環境
保全クリーン活動にも多くの会員が出席されて、
一緒に汗をかき、とても充実した移動例会となり
ました。
本日の理事会で兼ねてより河村さんから提案があ
りました「事業者に向けての勉強会、ワーク
ショップの開催」というイベントがいよいよ理事
会の承認を得まして動き出す気配になっておりま
す。こういう新入会員を呼び水となっていくイベ
ントというのが金のたまごとなって宜野湾ＲＣが
活性化していくのではないかと思います。やはり
新しい方の知恵が芽吹いてきているのではと感じ
ています。ハードルを上げる訳ではないですけ
ど、非常に楽しみにしています。できればこうい
うイベントに先輩方も多く参加して頂いて、お知
恵を貸して頂ければと思いますので是非ご協力と
ご支援よろしくお願いいたします。
以上をもちまして本日の会長挨拶とさせていただ
きます。ありがとうございます。
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免除会員

1 2

出席免除者欠席数

訂正算定分母

¥83,000 ¥18,312

会員数 30

2 1
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閉 会 点 鐘
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幹 事 報 告

出 席 報 告

委員会報告

出席者数 16 21

10月5日
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例会日 9月25日

國吉一人会長

出席率

2565 2566

訂正出席者数

出席報告

■ニコニコの趣旨

仲宗根義次幹事

■出席報告

¥1,074

《11月ロータリー為替レート　＄１＝￥145》

累 計

¥81,000 ¥17,238

第2566回 ¥2,000

前 回 累 計

■よろしくお願いいたします。（新垣 義夫）

＊＊＊　第２５６６回　（２０２２年１０月５日）　例会報告　＊＊＊

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

ロータリー財団月間

■例会プログラム
司 会

開 会 点 鐘

■幹事報告　

エコ思想推進宣言

清 聴

メーク
アップ

会 長 挨 拶

■ゲストの皆さま、本日はようこそ宜野湾ＲＣ
へ！（茂宮 隆次）

前回 今回

例会NO.

57.14% 72.41%

算定用会員数 28 29

一般会員



■例会予定
<本日＞
◆第２５６９回１１月９日（水）理事会

◆第２５７０回１１月１６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

●１１月２３日（水）祝日週休会

　定款第7条第1節d項（1）適用

◆第２５７１回１１月３０日（水）

■地区・各クラブよりお知らせ
☆ゲスト ●例会休会のお知らせ

・金城孝文様（沖縄県商工会青年部連合会長） ・名護ロータリークラブ

　　　　　（仲宗根義次会員紹介） 期日：11/９（水）第7条第1節（d）適用

・大城真美様（東江繁子会員紹介） 期日：11/23（水）第7条第1節（d）（1）

・石川綾子様（東江繁子会員紹介） ・那覇東ロータリークラブ

期日：11/10（木）定款7-1-（d）適用

●例会変更のお知らせ

・コザロータリークラブ

とき：11/17（木）→11/19（土）

沖縄国際カーニバル参画に変更

・名護ロータリークラブ

期日：11月30日（水）

　　　夜間例会→移動例会18：30点鐘

場所：オリオンビール名護工場

ビジター費：3,000円

・那覇東ロータリークラブ

日時：12月1日（木）

　　　18：30点鐘　　夜間例会に変更

場所：ホテルコレクティブ4階

ビジター費：5,500円（要事前予約）

【メークアップのお知らせ】

10/3（月）那覇南ＲＣ例会出席

・新垣真由美会員　・城間幹夫会員

・平仲絢子会員　　・仲宗根義次会員

・仲宗根真由美会員

10/6（木）コザＲＣ例会出席

・新垣真由美会員　

11/7（月）那覇南ＲＣ例会出席

・新垣真由美会員　

9月誕生月おめでとうございます！
新垣裕輝会員（8日） 比嘉直子会員（22日）

10月誕生月おめでとうございます！
城間幹夫会員（4日）

河村哲ロータリー情報委員長
ワークショップ開催について

■ゲスト・ビジター紹介 

■お祝いごと

会員企業様の週報への広告掲載依頼

新垣裕輝国際奉仕委員長
10/23ポリオデー開催概要案内

■委員会報告　

新垣真由美副会長

天久宏幸会報委員長



■会員企業広告

取締役会長　仲吉 サダ子

１.天与の職業を愛情をもって育てることが、職業奉仕だ。



観月会（夜間例会）第2567回 2022年10月19日

参加者紹介
白間弘造会員、新垣義夫会員、天願勇会員（ゲスト：天願荘子様、高里偉温君、吉村忠様）國吉
一人会長、岡江保彦会員、アラルコン朝子会員、平仲絢子会員（ゲスト：平仲朱那さん）仲宗根
義次幹事（ゲスト：仲宗根叶真君）仲村真二会員（ゲスト：仲村春美様）仲宗根真由美会員、河
村哲会員、天久宏幸会員、山城咲乃会員
以上、会員13名、ゲスト6名でした。皆さまお疲れ様でございました。



東京御苑ロータリークラブの皆さんと集合写真(^^♪

東京東村山RC、東京御苑RCガバナー公式訪問
新垣真由美地区幹事出席

2022年10月13日



祝　日本助産師会特別功労表彰

許田英子先生、受賞おめでとうございます！
仲の良いご主人様といつまでもお元気で！



会員さん情報

情報提供：國吉会長（2022/9/13）

炉辺会合及び四火会 2022年10月25日

美味しそうなお肉ですね(^^♪
参加者メンバー：宮城富夫会員、天久宏幸会員、仲村真二会員、新垣裕輝会員、國吉会長、アラ
ルコン朝子会員、山城咲乃会員、仲宗根幹事、仲宗根真由美会員



開会式の様子

嶋村文男ガバナーご挨拶
興南高校インターアクト顧問教師

井上泉先生ご挨拶

各クラブ壇上に上がり　結団式

ポリオデー募金活動（移動例会）第2568回 2022年10月23日

開会式の様子 嶋村ガバナーを囲んでエイエイオー(^^♪

いざ出発！ パレット前からテンプス広場へ

白間弘造会員と茂宮隆次会員 仲宗根幹事ご家族大活躍！



ポリオデー募金活動（移動例会）第2568回 2022年10月23日

募金活動の様子　仲宗根妃奈さん 募金活動の様子　山城咲乃会員

一方パレット久茂地前では許田英子会員が所属するコーラスグループは童謡を歌いました(^^♪

國吉 一人会長ご挨拶 テンプス広場前の様子

仲宗根幹事、國吉会長、上原慎次様 新垣裕輝会員、仲村真二会員

第一号寄付　赤嶺カヨミ様 赤嶺カヨミ様を囲んで！！


