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本日のプログラム
９月１９日（水）
・点鐘・ロータリーソング
TEL : 098-861-7824

我らの生業

FAX : 098-861-7825

・会長報告・幹事報告
・夜間例会

四つのテスト
１、真実かどうか

次回予定

２、みんなに公平か

１０月

観月会
９月２６日

３日

立食

会員卓話

比嘉広明会員

３、好意と友情を
深めるか

大城純市 鹿島建設株式会社九州支店 沖縄営業所

１０月１０日

沖縄工事事務所 所長の石垣伸氏をゲス

「米山月間に因んで」

４、みんなの為に

糸洲

なるかどうか

トでお招きしています。入会予定者で

昇委員長

す。皆様宜しくお願いします。
具志堅一真 ２回お休みしました。断食道場へ１１

例会報告
５５周年記念式典・祝賀会

日間行って参りました。
会長報告

第２６５３回（２０１８年９月１２日）
出席報告
会員数

出席数

欠席数

出席率

前々回
訂正出席率

６３名

４３名

１９名

６９％

７３％

欠席会員
名城、安里（清）
、新里（順）宮里、上原
大城 (博)、儀部、福重、照屋（義）久保、立津、
三浦、照屋（俊）
、照屋(紀)、本島、宮城、中村、
城間（一）
、橋本会員
Make Up
名幸俊海（９／３那覇南）松島寛行（９／９青少年報告会）
大城純市（９／４那覇）三浦 勉（

〃

小林 充（９／６那覇東）渡慶次 馨（

）
〃 ）

新里 孝（９／６那覇北）宮内一郎（９／１１那覇）
江夏正浩）
（９／９青少年報告会）
ビジター
石川丈正（那覇南）
ゲスト
石垣 伸（大城会員）
仲宗根岩雄（愛隣園）
ニコニコ BOX
合計 ￥３，０００ 累計

９６，０００

昨日は夜にクラブ協議会第１回目を開催しました。
各委員の発表の後に、会員増強、退会防止、長く来ら
れていない方への提議とか２時間ぐらい行いました。
大変すばらしい時間だったと思います。定期的にこう
いう会を設けて、よりよい会、より楽しく、規律があ
る会としてやっていきたいと思います。例えば２つぐ
らい行動を起こしてそこで又協議しながら改善してい
きたいと思います。
私事ですが 5kg 痩せました。89.5kg から 84kg チョ
ットになっています。11 日間の淡路島断食に行ってき
ました。敷地内から出れません。最初の半分 5 日間、1
食 100kcal の豆乳に色々なものを混ぜた物を 3 回飲ん
で終わりです。それから復元食になってトータル 1 日
900 kcal です。ここはお医者さんが経営している施設
で 25 年、約 4 万人の方が来ています。日数は皆さん
違いますが常時 40 名ぐらいいて、割と忙しく脈を取っ

たり体操したり忙しく、身も細くなりましたがストレ
スも軽減できました。
クラブ協議会の次回は 11 月にあり、ガバナー公式訪
問の 1 週間前に再度どうなっているのか、どうできて
いるのか進捗状況も含めて報告いただいて、期が終わ
る 6 月に最終的な総括をやってまいります。
幹事報告
共生社会をめざす地域交流グランドゴルフ大会への
ご参加協力について（お願い）
日程：平成３０年１１月２５日（日）
午前９時３０分～午後１時３０分
場所：ユインチホテル南城
南城市新里１６８８
※９月２８日までにご返答宜しくお願い致します。
施設利用者との混成チームとなります。弁当・商品の
準備がありますので当日の申し込みはご遠慮下さい。
各クラブ例会変更のお知らせ
那覇ロータリークラブ（夜間例会 観月会）
日時：２０１８年９月１８日（水）
場所：那覇セントラルホテル
那覇市牧志２－１６－３６
ビジター費：５，０００円
コザロータリークラブ
（夜間例会）観月会
日時：２０１８年９月２７日（水）１９：００点鐘
場所：本願寺派 城徳寺
ビジター費：３，０００円
（例会変更）
２０１８年１０月１８日（木）↓
２０１８年１０月１６日（火）沖縄分区 IM へ振替
場所：パシフィックホテル沖縄
那覇北ロータリークラブ（夜間例会・観月会）
日時：２０１８年９月２７日（木）
場所：PYLAMID（平良竜太会員店）
那覇市松山１－１４－１３ホテルタイラ B1
ビジター費 ４，０００円
浦添ロータリークラブ （例会休会）
２０１８年９月２８日（金）
新会員紹介
新 会 員 臼井淳司氏
生年月日 １９７２年１１月４日
職業分類 地方銀行
会 社 名 （株）鹿児島銀行 新都心支店
役 職 名 支店長
趣
味 ゴルフ・ラグビー・スポーツ観戦

各委員会報告
〇親睦委員会（松宮会員）
来週は夜間例会と観月会を行います。18 時半から開
始です。再度出欠の確認をお願いします。
〇出席委員会（宮内会員）
出席率向上に向けてアンケートボックスを作ってき
ました。できるだけ皆さんの意見をまとめて具志堅会
長に渡し理事会で検討していただきたいと思います。
〇社会奉仕委員会（豊村会員）
西日本災害への支援募金が 69,750 円集まりました。
これに那覇西 RC から足して地区へ送りたいと思いま
す。9/22 開催の愛隣園バザーへの参加もよろしく。
◎愛隣園への寄付金贈呈（仲宗根施設長）
福祉バザーへの寄付金有り難うございます。感謝申し
上げます。皆さんから頂いた善意で子供たちの夢を叶
えたいと思います。
卓話 小林充会員 「スタートアップ RYLA」

今回が初めての卓話になります。江戸川中央 RC で
９年おりましたが、新しい事業を始めようと考えてい
たところ、家内が東風平出身という縁があり、宮内さ
んの紹介で移籍となりました。東京と沖縄の行き来の
ため例会も半分ぐらいの出席ですが、メークアップは
必ずさせて頂いて出席率 100％を持続しております。
今日は「スタートアップ RYLA」ということで、説
明をします。３つの目的があって、①RYLA への参加
者の推薦のお願い ②参加者の費用負担のお願い
③RYLA の説明を行い参加者費用負担のご協力のお願
い RYLA とは「Rotary Youth Leadership Awards」
の略でロータリー青少年指導者養成プログラムです。
1959 年オーストラリアで誕生し、日本では 1976 年に
第 366 地区で初めて実施されました。現在では、当地
区を含めて 29 地区で実施されています。松坂ガバナー
は、本年度第 2580 地区 RYLA プログラムを地区単独
で開催決定しました。本年度テーマは『心にふれあ
う』とし準備を行っています。2018 年度 RYLA プロ
グラム実施要項；日時：2019 年 3 月 1 日～3 日
会場：沖縄県南城市「玉城青少年の家」資格：概ね 20
歳から 30 歳・在京 18 名、沖縄 6 名 合計 24 名予定
受講料：在京 30,000 円 沖縄 15,000 円 ロータリア
ン登録料 5,000 円 一次募集締切が 9/15（土）
選考の流れ：エントリー⇒クラブ推薦⇒選考⇒合否決
定 受講生推薦：対象になる方が・地域で活躍してい
る青少年・米山奨学生、米谷学友・ローターアクタ
ー、ローテックス・ロータリアンの会社社員・ロータ
リアンのお子さん、お孫さん等 受講後 RYLArian と
なり活動します。H31/5/18 に報告会を開催予定。

