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◎本日（11/04)のプログラム
卓話者 玉城 研太朗様（那覇西クリニック 診療部長）
演 題

「沖縄の健康長寿のお話、がんのお話、
そしてピンクリボンのお話」

第2622回 例会報告 2021年11月04日（木）
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【出席報告】

※10/28（木）の例会終了後、皆で「エンドポリオナウ！」

の掛け声とともにガッツポーズで記念撮影！

（会員数３5名）
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当日出席者率

75.86%

訂正出席率（10/21）

78.12%

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）

クラブの行事・予定
〈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
18日（木） 通常例会

メイクアップ適応期間は通年です

【ゲスト】

卓話者 特体連関係者様

21日（日） 水辺の美化プロジェクト10：00～12：00

カドカ・サロズ

様

花木

（琉球銀行松尾支店

尚美

様

（米山奨学生）

場所：西原町きらきらビーチ
支店長）

25日（木） 通常例会 卓話者 松田 エレナ 様
〈12月の予定〉

【ニコニコボックス】

0２日（木） クラブ総会／理事会

田名 毅会長・古川 浩司幹事・宮平 良哲会員・

09日（木） ポリオ撲滅啓発を兼ねた献血活動

有松 秀行会員・野村 幸兵会員・根橋 理香会員・

10:00～16：00 サンエー那覇メインプレイス前広場

池間 守会員・渡慶次 薫会員・喜納 兼功会員・

１０日（金） ｲﾝﾀｰｱｸﾄ国際通りｸﾘｰﾝ奉仕活動 16：30～

玉城 哲会員・緑間 禎会員・西村 眞一会員・

15日（水） 沖縄分区オンラインIM（ホスト 名護RC)

大城 真也会員・外間 晃会員・駒木根 澄子会員・

16日（木） 例会振替休会（ＩMに振替）

與那城 圭会員・

23日（木） 夜間例会（忘年会） 場所未定

・本日は米山奨学生のカドカ・サロズさんに卓話をし
ていただきます。 お話を楽しみにしています。
どうぞよろしくお願いいたします。

30日（木） 例会休会（年末のため）
〈２０２２年1月の予定〉
０６日（木） 夜間例会（新年会）18：30～20：30

與那城 圭 会員

１３日（木） 通常例会／理事会 卓話者未定

・誕生日を祝っていただき有難うございます。

20日（木） 通常例会 卓話者未定
27日（木） 通常例会 卓話者未定
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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
☺☺☺☺☺

2.みんなに公平か
日計

ニ コ ニ コＢＯＸ
前 年 度目 標 額

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

17,000
600,000

104,000
達成率 17.33％

「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。
※11/2 現在の申し込みは 20 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

※１０月２８日（木）の卓話は米山奨学生のカドカ・サロズ様。
大変日本語が上手なネパール出身のカドカさん。
ネパールの風習や沖縄の文化と類似している点など興
味深いお話をしてくださいました。

場 所 男女共同参画センターてぃるる
登録料 4,000 円

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。

※誕生日のお祝いとプレゼントを贈呈！ いつも若々しい
與那城圭会員！もう４２歳になったそうです。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
西村直前ガバナー補佐・緑間直前分区幹事慰労会
ご案内
日 時： １１月１８日（木）18：30～20：30
場 所： 琉球サンロイヤルホテル１０階「ボルドー」

※ホテルコレクティブ向かいの琉球銀行松尾支店支店長の
花木尚美様が外間晃会員のゲストとして例会に来てくだ
さいました(^^)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
１1 月のお誕生日おめでとうございます！

会 費： 3,000 円

駒木根澄子会員（4 日）

※多くの会員のご参加をお願い致します。

池間 守会員（１8 日）

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

茂津目孝文会員（１９日） 久高 学会員（30 日）

チャリティーロッタリー報告
10/28 収益金 4,500 円

今年度累計 23,500 円

大城 真也会員（１6 日）
下田 美智代会員（１８日）

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

★11 月は【ロータリー財団月間】です★

