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・会長報告・幹事報告
・立食

四つのテスト

次回予定

１、真実かどうか

９月５日

２、みんなに公平か

会員卓話

本島康雄会員

３、好意と友情を

９月１２日

深めるか

会員卓話

具志堅一真会長

４、みんなの為に
なるかどうか

ニコニコ BOX
合計￥４，０００ 累計￥６６，０００

９月１９日観月会（夜間例会）

豊村良春 インターアクターの皆様ようこそ
大城純市 興南高校をはじめ甲子園高校野球の

例会報告
５５周年記念式典・祝賀会

熱戦、野球の感動有難うございます。

第２６４９回（２０１８年８月２２日）

８月誕生祝い

出席報告

安里文雄（８月１０日）本島康雄（８月１２日）

会員数

出席数

欠席数

出席率

前々回
訂正出席率

６２名

３９名

２０名

６７％

７０％

欠席会員

上原 勉（８月１８日）久保以明（８月２２日）
平尾慎一郎（８月２７日）糸洲 昇（８月２９日）
宮里政一（８月３１日）
７月皆勤バッジ

伊野波、名城、崎原、高田、上原、大城 (博)

崎原信一（４１年）糸洲 昇（２７年）

儀部、宮内、大嶺、福重、久保、立津、三浦

松島寛行（１９年）宮内一郎（８年）

當真、照屋（俊）照屋(紀)、本島、近藤、小林、

比嘉広明（６年）

與儀会員
Make Up

会長報告

江夏正浩（８／４IA 大会）崎原信一（８／１３那覇南）

夏の甲子園決勝戦、北大阪代表大阪桐蔭学園と秋田

江夏正浩（８／１０東京銀座新）宮内一郎（ 〃 ）

県代表秋田県立金足農業高等学校の対戦でした。金足

新垣裕道（８／１２RAC）照屋義美（８／１４那覇）

農業高校、試合は負けましたが準優勝です。清々しい

江夏正浩（

立派な試合でした。秋田県民の大喜びが伝わって参り

〃

）宮内一郎（８／２０那覇南）

ゲスト

ました。判官贔屓になってしまいますが公立高校で地

島袋愛乃（那覇西奨学生）

元出身の選手だけのチームと言うのも昨今では珍しく

渡久地 凜（那覇商業 IAC）

も有り大健闘を讃えたいと思います。私事になります

佐藤恋子（

〃

）

が春の甲子園大会には観戦によく行きます。テレビで

濱崎 藍（

〃

）

放映されない試合後のエール交換や勝ち負けに関係な

大城琴美（

〃

）

く交流する選手達の姿は本当に素晴らしいものだと思

儀間琴音（

〃

）

います。第 100 回記念大会の夏の甲子園、これまでの
球史以上にこれからも高校球児の夢の舞台となっても

らいたいものです。

卓話

9 月に入りますと恒例の観月会となります。現在、

去る 8 月 5 日（日）に昭和薬科大学付属高校におい

松宮委員長を中心に企画を行っているところです。今

て開催された、
「2018 年－2019 年度 第 55 回インタ

回は例会開催と同じく当ホテルで開催となります。今

ーアクト年次大会」大会テーマ「未来への道」へ参加

回は少々趣向を凝らした催しも考えているようです。

した那覇商業高等学校インターアクトクラブ 5 名の皆

事前の参加費用の納入もお願いしたいとのことですの

様が報告に参りました。

でご協力よろしくお願いいたします。
幹事報告
各ロータリークラブ例会変更・休会のお知らせ
石垣ロータリークラブ
（例会休会）
2018 年 8 月 22 日（水）旧盆の週の為
（例会変更）夜間例会
2018 年 8 月 29 日（水）19：00～
・場所：海坊主 3F ビヤガーデン

（具志堅会長、インターアクトクラブの皆さん、江夏

石垣市美崎町 8-12

委員）

・会費：3,000 円

◇沖縄の米軍基地に関するいろんな問題の理解を深め

浦添ロータリークラブ例会卓話：
「RYLA について」の
ご案内

る事ができました。
◇他校の活動報告は大変参考になりました。私達に出

・日時：2018 年 8 月 31 日（金）12：30～13：30

来る事を考え、少しずつでも私達らしく奉仕活動が

・会場：ダブルツリーby ヒルトン那覇首里城 20F「ス

できたらと思います。

カイビュープラザ」

◇ボランティア活動に対し周りから理解を得られず偽

・ビジター費：2,000 円

善者的な見方もされました。それでも活動を続けて

・卓話：
「RYLA について」
地区 RYLA 委員会 委員長

奉仕する事の楽しさを知る事ができました。
嶋村文男 様

2018 年－2019 年度第 55 回インターアクト年次大会
スポンサークラブ浦添ロータリークラブより当クラブ
の参加協力に対してお礼状が届いております。
現在支援募金のご協力をお願いしている西日本豪雨
被害ですが、保険金支払い額が 1340 億円と報告があ

◇ペットボトルキャップの回収を通して支援団体へ貧
しい国のワクチン等を提供したいと思います。
◇今年は老人ホームの訪問やペットボトルキャップ回
収を行い社会奉仕に役立てたいと思います。
参加したロータリアンからの感想とインターアクトク
ラブの皆さんへのメッセージ。

ります。保険金支払額で過去に遡ると東日本大震災の
被害総額を 16 兆 9 千億円でした。その内、地震保険
の支払金額が 1 兆 2 千億円となっております。現在台
風 19 号、20 号が発生しております。今年は台風も多
く風水災害の多い年となっております。自然災害には
十分に気をつけましょう。

◇ボランティアは他人の為でもあり自分自身の為にも

各委員会からの報告

行うことです。周囲の意見に惑わされる事なくこれ

親睦委員会（松宮委員長）

からも自信と誇りをもってインターアクト活動を行

会長杯ゴルフコンペ

って下さい。
（比嘉広明副会長）

・日時：2018 年 10 月 6 日（土） 8：17 スタート
・場所：沖縄カントリークラブ
西原町桃原 109
・備考：4 組にて予約（16 名定員なり次第〆切り）
※募集案内回覧中、お早目のお申込みをお願いしま
す。

◇環境問題、基地問題、いろんな意見がありました。
これからも若い皆さんの自由な発想で奉仕活動を通
して取組んで頂きたいと思います。
（松島寛行委員）
◇奉仕の大切さを知る事が大事です。また奉仕活動を
続けてゆく事が最も大切な事です。
（大城純一委員）

