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那覇東ロータリークラブ週報

2021-22年度国際ロータリーのテーマ

『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

第2622号

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（10/22)のプログラム
「米山月間にちなんで」

第2621回 例会報告 2021年10月21日（木）
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『４つのテスト』

毅会長

・本日１０月２１日で、1999年１１月２６日に入会以来
8000日（２１年１１か月）目を迎えました。 ロータリ
ーに誘って頂いた喜納兼功氏に感謝しつつ、20年
を１つの区切りと考えていましたので、今後は好き
なことをしながらのんびり過ごしたいと思います。
親泊 元八 会員
・喜納さん、今日は卓話を楽しみにしています！
田中 真純 会員
・久しぶりに参加させていただきます。

『それでこそロータリー』
ソングリーダー

大城 真也会員

ビジター紹介

野村 幸兵会員

ニコニコＢＯＸ

下田 美智代会員
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根路銘 敦 会員

卓話者 カドカ・サロズ 様（米山奨学生）
演 題

2021.10/28

皆さん、忘れないでください。

（会員数３5名）
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25名

0名
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25名

当日出席者率

78.12%

訂正出席率（10/14）

78.12%

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

【メイクアップ報告】
外間

晃会員・与那城

駒木根

圭会員・下田

田名

澄子会員（10/18
毅会長・古川

渡慶次
（10/25

美智代会員・

軽井沢ＲC訪問）

浩司幹事・根路銘

薫会員・大城

※母子（父子）家庭への食糧支援プロジェクトがいよい

よ始まります。写真は配布する食品のサンプル。

クラブの行事・予定

敦会員・

強会員

ポリオ根絶に関するワークショップ参加）

【ニコニコボックス】

〈11月の予定〉
04日（木） 通常例会 玉城 研太朗 様
11日（木） 通常例会／理事会 駒木根澄子会員

田名 毅会長・古川 浩司幹事・仲本 清弘会員・

18日（木） 通常例会

有松 秀行会員・儀間 智会員・下田 美智代会員・

25日（木） 通常例会 卓話者 松田 エレナ 様

池間 守会員・渡慶次 薫会員・喜納 兼功会員・

卓話者 特体連関係者様

〈12月の予定〉

玉城 哲会員・緑間 禎会員・西村 眞一会員・

0２日（木） クラブ総会／理事会

大城 真也会員

09日（木） ポリオ撲滅啓発を兼ねた献血活動

・本日は喜納兼功会員に米山奨学会の事業について
卓話をしていただきます。宜しくお願いいたします。
池間 守 会員
ですが、20年経っても妻の尻に敷かれています！
電話 098-861-3021

15日（水） 沖縄分区オンラインIM（ホスト 名護RC)
16日（木） 例会振替休会（ＩMに振替）

・結婚記念日の花束有難うございました。 20周年

事務局／〒900-0014

10:00～ サンエー那覇メインプレイス前広場

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）

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

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

19,000
600,000

87,000
達成率 14.50％

「ポリオ根絶啓発を兼ねた献血推進活動」のお願い
日 時 １２月９日（木）10：00～16：00
場 所 サンエー那覇メインプレイス前広場
皆様の事業所の方々やご家族、ご友人にお声かけい
ただき、一人でも多くの方に足を運んでいただけます
ようご協力よろしくお願いいたします。
※10/26 現在の申し込みは７名様です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
沖縄分区 RLI 講習会パート 1 のご案内
日 時 １１月２３日（火・祝）9：00～17：00
場 所 男女共同参画センターてぃるる
登録料 4,000 円

※１０月の「米山月間」に因み、喜納兼功会員に米山奨学会
の事業について卓話をして頂きました。 さすが！米山の
地区委員や、奨学生のカウンセラーを何度も歴任された
喜納会員のお話は大変分かりやすかったです。
次回はロータリー財団のお話もぜひ宜しくお願いします。

テキスト代 1,000 円

※登録締め切りは１１月１１日まで。
ぜひ多くの会員の受講をお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
名護 RC より沖縄分区ＩＭのご案内
１．日 時 ２０２１年１２月１５日（水）１４：００～１７：００
２．場 所 ホテルゆがふいんおきなわ ２階
※YouTube URL は後日ご案内致します。
今大会はコロナ感染拡大防止により会場に集まる人
数を限定し（クラブ会長・幹事・発表者の３名）とし、他
の会員の方は YouTube 配信にて参加いただくこと
になりました。なにとぞご理解のほど宜しくお願い申し
上げます。

※９月の誕生日にお祝いをできなかった上原綱一会員に、
プレゼントを贈呈する田名会長。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
水辺の美化プロジェクトのご案内
日時 １１月２１日（日）10：00～12：00
場所 西原町「きらきらビーチ」
※詳細は決まり次第お知らせいたしますので、皆様の
日程調整をよろしくお願いいたします。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
オープン例会開催予定
日 時 2022 年２月 17 日（木）時間未定
場 所 ホテルコレクティブ 例会場
※詳細は決まり次第お知らせいたします。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
10/21 収益金 4,500 円

今年度累計 19,000 円

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

※本日のチャリティーロッタリー当選者は、いつもにこにこ
笑顔の素敵な下田美智代会員(^^)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
１０月の結婚記念日おめでとうございます！
池間 守会員（７日）

喜納 兼功会員（１０日）

大城 強会員（１２日）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

