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◎本日（10/07)のプログラム
卓話者 眞喜志 淳様（沖縄県赤十字血液センター課長）
演 題 「コロナ禍の献血の現状」

第2618回 例会報告 2021年9月30日（木）
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『日も風も星も』

※９/30（木）のZoom例会にて。 卓話は興南高校IAC
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顧問の井上泉先生。演題は「ｲﾝﾀｰｱｸﾄと私～子どもた

ニコニコＢＯＸ

ちとの学びの日々」でした。

【出席報告】
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クラブの行事・予定
〈10月の予定〉

当日出席者率

64.28%

07日（木） 通常例会

訂正出席率（ 9/16）

70.37%

14日（木） 通常例会／理事会
卓話者 飯島 浩太様（日銀那覇支店長）

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）
メイクアップ適応期間は通年です

卓話者 眞喜志 淳様

２1日（木） 通常例会

【ゲスト】

卓話者 カドカ・サロズ様（米山奨学生）

井上 泉 様 （興南高校IAC顧問）

２5日（月） ポリオ根絶に関するワークショップ
２８日（木） 通常例会 卓話者 喜納 兼功会員

【お知らせ】

〈11月の予定〉

★１０月からホテルコレクティブにて例会（ハイブリッド）

04日（木） 例会休会（定款７－１－ｄ適用）

を開催いたします。会場に足を運べない方はZoom

11日（木） 通常例会／理事会 卓話者未定

でご参加お願いいたします。

18日（木） 通常例会

卓話者未定

25日（木） 通常例会 卓話者未定
★今月から地区補助金活用事業（母子・父子家庭への

〈12月の予定〉

食糧品配布）や、ポリオ撲滅を兼ねた献血活動事業

0２日（木） クラブ総会／理事会

への具体的な取り組みが開始されます。

09日（木） ポリオ撲滅啓発を兼ねた献血活動

会員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

10:00～ サンエー那覇メインプレイス前広場
15日（水） 沖縄分区IM（ホスト 名護RC)

★クラブホームページ、お知らせの欄にＲAYLA学友の
神谷幸佳さんの素晴らしい活動を掲載しております。
https://nahaeast-rc.com/

16日（木） 例会振替休会（ＩMに振替）
23日（木） 夜間例会（忘年会） 場所未定
30日（木） 例会休会（年末のため）

皆様ぜひご覧ください。
事務局／〒900-0014
電話 098-861-3021

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
日計
13,000
600,000

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのためになるかどうか

累計
33,000
達成率 5.5％

【ポリオ根絶活動に関するワークショップのご案内】
日時 ２０２１年１０月２５日（月）15：00～17：00
場所 ZOOM ご自身の PC やタブレット等の機材
でご参加ください。
ミーティング ID 858 7952 9500
パスコード 2580
登録 クラブでまとめて申し込みしますので、参加ご
希望の方は事務局喜瀬までご連絡をお願い
いたします。
「ポリオとは？」
ポリオは感染性の高い病気で、特に感染しやすいの
は５歳未満の子どもです。ポリオウイルスは人から人
へ感染し、神経系を侵すことで全身のマヒを引き起こ
し、死に至らしめることもあります。治療法はありませ
んが、ワクチンで予防が可能です。日本では１９８０年
最後に症例はありませんが、海外からポリオウイルス
が入る可能性があるため、日本でも乳児へのポリオ予
防接種が行われています。
１０月２４日は「世界ポリオデー」です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※９/30（木）の卓話者、興南高校インターアクトクラブ顧問、
井上泉先生の多彩な趣味！いつも明るくバイタリティ溢れ
る井上先生のプライベートに興味津々です（＾＾）

※興南高校インターアクトクラブの生徒さんたちからのメッセ
ージ！コロナ禍の中、ロータリーの皆さんと接する機会もほ
とんどなかったこの１年ですが、一日も早くまた一緒に活動
できる日が来ることを願っています。

■コザ RC 創立６０周年記念式典・祝賀会のご案内
日時 ２０２１年１１月４日（木）
記念式典 16：30～17：30
祝賀会
18：00～20：00
場所 ｵｷﾅﾜｸﾞﾗﾝﾒｰﾙﾘｿﾞｰﾄ（沖縄市与儀 2-8-1）
登録料 10,000 円
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
■RLI パート 1 講習会のご案内
日 時 ： 2021 年 11 月 23 日（火・祝）9:00 登録開始
9:30～
開会
9:45～16:20 昼食を含み６セクションの講習
16:20～17:00 評価表提出、終了証授与
会 場 ：沖縄県男女共同参画センター てぃるる
〒900-0036 沖縄県那覇市西 3-11-1
登録料 ： 4,000 円 （パートＩ、Ⅱ、Ⅲ共通テキストが必
要な方は＋1,000 円の 5,000 円）
※参加希望の方は事務局までご連絡ください。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
10 月は【経済と地域社会の発展月間・
米山月間】です。

※渡慶次青少年奉仕委員長からもインターアクトクラブにつ
いて報告がありました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
★８月のお誕生日おめでとうございます★
仲本 清弘会員（２０日） 儀間 智会員（１３日）
古川 浩司会員（１１日）
★９月のお誕生日おめでとうございます★
与那城 圭会員（１９日） 上原 綱一会員（１４日）
園 美恵会員（１６日）
★１０月のお誕生日おめでとうございます★
緑間 禎会員（２２日） 田名 毅会員（１９日）
野村 幸兵会員（１５日）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

