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本日の例会 次回の卓話（10 月 2 日）

＊ 9/18、9/25 は休会となります。

ガバナー公式訪問
第 2580 地区ガバナー

新本　博司　様（那覇RC）

「人生に無駄なことなし」

江上　　剛　様
紹介者　櫟本　健夫会員

作　家

≪ 2019 ～ 2020 年度

国際ロータリー第2580地区ガバナーご略歴≫

新本　博司様　略歴

生年月日	 1945（昭和 20）年 6月 7日生

事 業 所	 株式会社ドリームサポート沖縄

	 　　　　　　　　　代表取締役

学　　歴

1969 年 3 月　専修大学法学部法律学科卒業

職　　歴

1969 年	 琉球石油株式会社　入社

1974 年	 参議院議員　稲嶺一郎	秘書

1994 年	 りゅうせき商事株式会社　常務取締役

1998 年	 株式会社オートプラザ琉石　代表取締役

2006 年	 株式会社りゅうせき　常勤相談役

2009 年	 株式会社ドリームサポート沖縄

	 　代表取締役　就任　現在に至る

2017 年	 社会福祉法人

	 　那覇市社会福祉協議会　会長就任

	 　　　　　　　　　　現在に至る

＜ロータリー歴＞（職業分類：健康食品）

1996 年 10月	 那覇ロータリークラブ　入会

2002-03 年度	 那覇ロータリークラブ　幹事

2004-07 年度	 地区インターアクト委員会

	 　　　　　　　　　副委員長

2007-08 年度	 那覇ロータリークラブ　会長

2008-09 年度	 地区国際奉仕委員会　委員

2009-10 年度	 地区世界社会奉仕委員会　委員

2011-12 年度	 地区ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会　委員

2012-13 年度	 沖縄分区ガバナー補佐

2013-14 年度	 地区拡大増強委員会　委員

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

米山功労者

2019 年 3 月 27 日現在



炉辺集会開催のお知らせ

今回の親睦活動委員会主催の炉辺会合のメイン

テーマは、「合同例会（IM、11/13 日開催）を全員で

盛り上げよう」です。

また、サブテーマとして、「本郷 RC らしさとは何

だろうか？具体的な活動を通じて再認識しよう」を

設定しました。

炉辺会合の実施は、10 月中旬までに開催してくだ

さい。

第 1班　

　班　長：小出会員　　副班長：櫟本会員

第 2班

　班　長：渡辺会員　　副班長：篠﨑会員

第 3班

　班　長：秋本会員　　副班長：栗原会員

第 4班

　班　長：三浦会員　副班長：米倉会員

以上

※開催運営につきましては班長、副班長が取り纏め

をお願いします。

※開催が決まりましたら開始日時、開催場所を事務

局にお知らせください。

尚、炉辺開催後 1 週間以内に事務局へ週報掲載用

報告書と集合写真をご提出下さい。

※メンバーについて配布済みのご案内を確認して下

さい。

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

ニコニコＢＯＸ 20,000 円

累　　計 240,775 円

ニコニコＢＯＸ

＊伊藤　守会員

過去最多の参加人数と最長の時間を費やした株主

総会が無事終了しました。。

＊加藤利雄会員

8 月 29 日、富士小山 C.C でエージシュート（88）

で優勝自祝。

＊清水卓治会員

会長・幹事会、傍聴させていただきます。

＊柴山修一会員

息子の貴生が、角田健一のビックバンドで、今日

新宿のピットインに出ます。ここのところ、ディ

ズニーや海宝直人の伴奏など、忙しくしているよ

うです。

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 0 名	 0 円
米山特別寄付	 1 名	 10,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

「事業計画内容の発表」

各委員会　委員長

9 月 4 日　第 1330 回例会報告

会長報告

1．来週 9月 11 日はガバナー公式訪問となります。

皆さんで新本ガバナーをお迎えしたいと思いま

すので、例会にご出席をお願いいたします。

幹事報告

1．9 月のロータリーレートは 1 ドル＝ 106 円となり

ます。

2．米山梅吉記念館より館報が届きましたので、回

覧いたします。

賛助会員依頼も同封されておりますので、ご検

討をお願いいたします。

また、昨年度米山梅吉記念館 50 周年につき、皆

様よりご寄付を頂戴し記念館へ送金しました。

この度 9 月 14 日に行われる祝賀式典のご案内を

いただきました。

日　時	 9 月 14 日（土）開式 14：00

会　場	 東レ総合研修センター

参加ご希望の方はクラブ事務局までご連絡下さ

い。

3．5 日（木）第 1 回　北分区会長幹事が行われ小出

ガバナー補佐、本郷分区幹事、　井田会長　飯塚

にて出席します。

7 日（土）米山梅吉記念館訪問ツアーに加藤カウ

ンセラーと金さんが参加されます。

出　　席

会員数：51名　出席免除者数：3名　出席数：37名

欠席数：11 名　出席率：77.08％

8 月 21 日修正後出席率：85.11％

クラブゲスト：山﨑　薫様（中川会員ゲスト）

理事会報告

1．会員身分（土井康嗣氏・山﨑　薫氏）について

承認された。

2．次々年度会長候補者について（熊井寛氏）につ

いて　承認された。

3．クラブ支援ロータリー米山記念奨学生のクラブ

支援奨学金（ＣＹ）について、否決された。

4．10 月 4 日北分区ゴルフ予選参加者メークアップ

扱いの件　承認された。

5．米山梅吉記念館 100 募金の件　承認された。

※一部抜粋


