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幹
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本日のプログラム
１０月３日（水）
・点鐘・ロータリーソング

TEL : 098-861-7824

奉仕の理想

FAX : 098-861-7825

・会長報告・幹事報告
四つのテスト

・会員卓話

１、真実かどうか

比嘉広明会員

ビジター

次回予定

２、みんなに公平か １０月１０日
３、好意と友情を
「米山月間に因んで」
深めるか
４、みんなの為に

糸洲

豊村 英（那覇北）
ゲスト
眞榮城朝辰（具志堅会長）

昇委員長

古荘貴朗（ 〃 ）

１０月１７日（水）↓

なるかどうか １０月１６日（火）IM へ振替

島袋愛乃（那覇西奨学生）
ニコニコ BOX

例会報告
５５周年記念式典・祝賀会

合計 ￥１１，０００ 累計 ￥１０７，０００

第２６５３回（２０１８年９月２６日）

比嘉広明 この度社内組織変更により会長に就任いた

出席報告

しました。変わらず御指導お願いします。

会員数

出席数

欠席数

出席率

前々回
訂正出席
率

６２名

３５名

２５名

５９％

７８％

具志堅一真 先週の観月会皆様のお陰で楽しい会とな
りました。有難うございます。
親睦委員の皆様ご苦労様でした。
比嘉広明

欠席会員
名城、高田、大原、新里（順）
、宮里、上原
大城 (博)、儀部、福重、渡慶次、立津、
城間（久）三浦、當真、丸橋、照屋(紀)、近藤
友塚、小林、東、宮城、與儀、城間（一）
、大田

お誕生日祝いを頂いて

伊野波盛求 皆勤バッジを頂いて
名幸俊海

〃

会長報告

具志堅（毅）会員
Make Up
伊野波盛求（９／１０那覇南）
安里清榮（ 〃 ）
新里順一（９／１１地区国際大会参加推進委員会）
石川正一（９／１９地区指名委員会）
石川正一（９／２０地区青少年奉仕委員会）
崎原信一（９／２１浦添）
江夏正浩（９／２３那覇西 RA）
豊村良春（

〃

）

具志堅一真（９／２５那覇）
比嘉広明（

〃

）

皆さん、こんにちは。私、会長就任の一つの目標とし
て県内全クラブを回ろうと計画しております。昨日、
第 1 回は、那覇 RC の例会に参加してまいりました。

見ると聞くでは大違いです。いろんな例会の進め方が

鹿児島樟南高校学生 6 名の皆様がご参加の予定です。

あるのだと思いました。沖縄分区 IM の準備の最中で

10 月 27 日（土）は沖縄尚学高校において活動報告、

はございましたが、今度、会員の職場訪問を計画され

平和学習等の発表会も予定されております。詳細は回

ておりまして、NHK 沖縄を見学すると言う事でし

覧いたします。

た。そして、それは、通常例会に替えて執り行うと言
う事でした。そういう例会開催方法もあるのですね。

プログラム委員会（本島康雄委員長）

これから続く 9 ケ所の他クラブも楽しみながら訪問し

卓話予定の報告をいたします。

たいと思います。

10 月 3 日（水） 比嘉広明副会長

もう一つの報告として伊野波盛求会員よりロータリー

（水）米山月間（糸洲 昇米山奨学委員長）よろしく

財団へ 56 万円、米山奨学会へ 10 万円のご寄付を頂き

お願いいたします。

ました。伊野波盛求会員は長く継続して寄付を積み重

会長杯ゴルフコンペは次の通り執り行います。

ねております。感謝申し上げます。

日時：2018 年 10 月 6 日（土） 8：17 スタート

本日ゲスト参加として古荘貴朗さん、眞榮城朝辰さん

場所：沖縄カントリークラブ西原町桃原 109

がお見えになっております。RC 例会体験参加という

備考：5 組

10 月 10 日

ことです。楽しんでいただきたいと思います。
幹事報告
国際ロータリー日本事務局より
１０月のロータリーレートは１ドル１１２円
例会変更のご案内はございません。

（江夏正浩委員長）

（本島康雄委員長）

当クラブについては、10 月 17 日（水）の例会は 10 月
16 日（火）沖縄分区 IM への変更となります。

名幸俊海会員

出欠について回覧いたしますのでご確認と振るっての

先般、9 月 15 日・16 日は私共の寺社、波上山護国寺

ご参加をお願いいたします。

開創 650 年祭を無事執り行いうことができました。沖
縄県においては最も古い寺社となります。開創祭の準

2018 年－2019 年度国際ロータリー第 2580 地区
沖縄分区 Intercity Meeting プログラム
・日時：2018 年 10 月 16 日（火）13：30
・場所：パシフィックホテル沖縄 2 階
本会議・懇親会「万座の間」
・ＩＭテーマ
「ロータリーを学び、ロータリーを語ろう」
～こどもの夢と希望をかなえるために、ロータリアン
ができること～
・受付開始：13:30～14：00
・開会式
14：00 点鐘
・基調講演「沖縄のこどものリアルと未来を創るのは
私たち大人の責任」
てぃーだこども食堂 代表 梁 裕之氏
・グループディスカッション
・閉会式
17：40 総評等
・懇親会 18：30～

備には 1 年数ヶ月の時間を要しました。県下各寺住職
の参列されるのも稀な機会となりました。
開創祭も無事執り行う事ができました。その記念とし
て那覇西 RC 那覇西奨学金へ 5 万円の寄付を行いた
いと思います。

（名幸俊海会員より具志堅一真会長へ寄付金贈呈）

各委員会からの報告
青少年奉仕委員会（江夏正浩委員長）
10 月には沖縄・鹿児島の高校生交流プロジェクトが予
定されております。今回は沖縄開催となります。それ
に伴い 10 月 24 日（水）例会は 10 月 26 日（金）へ変
更の予定です。鹿児島中央 RC からロータリアン 10 名

（皆勤賞）
名幸俊海会員 33 年
伊野原盛求会員 48 年

（お誕生祝い）
比嘉広明副会長

