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2021-22年度国際ロータリーのテーマ
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『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』
SERVE TO CHANGE LIVES
2021-22年度ＲＩ会長 シェカール メータ
カルカッタ-マハナガル・ロータリークラブ所属（インド、西ベンガル州）

◎本日（7/15)のプログラム
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駒木根澄子会員・茂津目孝文会員・緑間禎会員
西村眞一会員・田中真純会員・大城真也会員

クラブ総会

第2607回 例会報告 2021年６月24日（木）

渡慶次薫会員・古川浩司会員・仲本清弘会員
迫幸治会員・田名毅会員・轟一盛会員・池間守会員
外間晃会員・園美恵会員・儀間智会員・玉城哲会員
本日は今年度最終例会です。 有松会長、大城幹事、
年間大変お疲れ様でした。コロナ禍の中、対面で最

点

鐘

有松 秀行会長

司

会

渡慶次 薫会員

終の例会が開催できることを嬉しく思います。

斉

唱

『国歌 君が代』

また、本日は創立55周年記念例会でもあります。

『奉仕の理想』

諸々の準備をしてくださった渡慶次実行委員長、

ソングリーダー

大城 真也会員

ビジター紹介

與那城 圭会員

ニコニコＢＯＸ

古川 浩司会員

【出席報告】

ありがとうございます。大変お疲れ様でした。
菊地 徳省会員
那覇東ロータリークラブ創立５５周年の喜びと幸せ！
佐久本 武会員

（会員数３６名）

出席者数

ビジター

ゲスト

合計

32名

2名

2名

36名

当日出席者率

94.11%

訂正出席率（ 7/1 ）

71.42%

有松会長、大城幹事一年間ありがとうございました。
新本 博司 パストガバナー
本日は五周年記念例会おめでとうございます。
安里 政晃 ガバナー補佐
５５周年おめでとうございます。ますますのご発展を

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）

願っております。

メイクアップ適応期間は通年です

【ビジター】
新本 博司 パストガバナー

田畑 静夫 様 （那覇南RC）
55周年おめでとうございます。準会員の田畑をよろ

田畑 静夫 様（那覇南ロータリークラブ）
【ゲスト】

しくお願いします。
根橋 理香会員

菊地 賀代子 様（菊地会員夫人）
【メイクアップ】

（祝）５５周年！ 益々の発展を祈念します。
有松 秀行 会長

西村 眞一会員・緑間 禎会員・根路銘 敦会員・

本日6/24がいよいよ最終例会となりました。会員

（6/25 浦添RC例会出席）

の皆様一年間支えて下さり有難うございました！

田名 毅会員・古川 浩司会員・森川 敦子会員・

大城 強 幹事

喜納 兼功会員・有松 秀行会員・野村 幸兵会員・

本日最終例会となり、あっという間の一年でした。

迫 幸治会員・大城 強員・茂津目 孝文会員・

いろいろとご協力いただき有難うございました。

根路銘 敦会員・渡慶次 薫会員・根橋 理香会員・
池間 守会員・下田 美智代会員・駒木根 澄子会員・

【ニコニコボックス報告】

（7/8 ワークショップ参加）
緑間 禎会員 （7/12 那覇南RC例会出席）

2020-21年度

事務局／〒900-0014
電話 098-861-3021

509,000円

【チャリティーロッタリー報告】

【ニコニコボックス】

2020-21年度

喜納 兼功会員・與那城 圭会員・野村 幸兵会員・

累計
累計

90,500円

皆様のご協力に感謝致します！

沖縄県那覇市松尾2-6-24 ルクソール松尾203号
FAX 098-869-0403

URL／http://nahahigashirc.jimdo.com/ e-mail／nahahigashi-rc@nahaeast.org
例会場／ホテルコレクティブ 2階 宴会場
電話 098-860-8366

会 長／田名 毅
幹 事／古川 浩司
副会長／池間 守

四つのテスト（言行はこれに照らしてから）

1.真実かどうか
☺☺☺☺☺
ニ コ ニ コＢＯＸ
前 年 度目 標 額

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

日計

累計

0
600,000

0
達成率 0％

4.みんなのためになるかどうか

会長就任挨拶
2021-22 年度 会長 田名 毅

第 56 代会長を拝命しました田名毅でございます。
55 周年記念事業が無事終了し、新たな 5 年のスター
トをきる年度に会長になりますことは大変身の引き締
まる思いであります。
シェカール・メータ RI 会長が『奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために』 また、当地区の若林英博
ガバナーが『世界で、日本で、地域で、良いことをしよ
う』 と掲げる年間テーマのもと、私は以下の三つの事
業、課題に取り組みます。
（1）地区補助金を活用した那覇市の母子家庭への食
糧提供
（2）ポリオデーに合わせたポリオ根絶に関わる行動の
開始
（3）ロータリーの月間テーマを意識した卓話者の招聘
奉仕活動には緊急性が高いものと、緊急性はないが
堅実に前進させるべきものがあります。会員の皆様が
クラブの活動に誇りを感じるような会務運営を心がけ
ますので、1 年間何卒宜しくお願い致します。
幹事就任挨拶

※6/24（木）クラブ創立５５周年記念例会を開催しました。
記念事業の一つとして揃いのイベントジャンパーを新調。
全員で着用し記念撮影しました（祝）

※創立５５周年記念例会の中で、第５０代～54 代の歴代会長
へ感謝の楯を贈呈しました。

2021-22 年度 幹事 古川 浩司

今年度、田名毅会長のもと幹事を務めさせていた
だくことになりました。
皆様のご指導ご協力を賜り勉強しながら、那覇東ロー
タリークラブのために全力を尽くしたいと考えておりま
す。一年間どうぞよろしくお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

■ ７月・８月の行事予定
７月２２日（木）
７月２９日（木）
８月０５日（木）

８月１２日（木）
８月１９日（木）
８月２０日(金)
８月２６日(木)

休会 （祝日のため）
通常例会 クラブ協議会ﾘﾊｰｻﾙ
若林英博ガバナー公式訪問
11：00～12：15 クラブ協議会
12：30～13：30 例会
休会 （定款 7-1-ｄ 適用）
通常例会／理事会
第２回ワークショップ（Zoom）
通常例会 卓話者未定

※ガバナー公式訪問は全員参加でお願いします

※6/24 は２０２０－２１年度最終例会でもあり、有松会長、
大城幹事へ感謝を込めて花束の贈呈と、田名次年度会
長、古川次年度幹事へタスキの引継ぎ式を行いました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
☆7 月のお誕生日おめでとうございます☆
外間 晃会員（18 日）

玉城 哲会員（30 日）

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

【７月は会員増強、新クラブ結成推進月間です】

