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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

第2624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（11/11)のプログラム

【ニコニコボックス】

卓話者 駒木根 澄子 会員
演 題
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西村眞一会員・喜納兼功会員・有松秀行会員・

「沖縄でゼロからゴルフブランドを
立ち上げました！」

第2623回 例会報告 2021年11月04日（木）

池間 守会員・駒木根澄子会員・田名 毅会員・
與那城 圭会員・迫 幸治会員・古川浩司会員・
大城 真也会員・園 美恵会員・
・本日は那覇西クリニック診療部長の玉城研太朗先生
にピンクリボン運動について卓話をして頂きます。
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『国歌 君が代』

田名毅会員・古川浩司会員・大城真也会員・

『奉仕の理想』

西村眞一会員・喜納兼功会員・有松秀行会員・

お話を楽しみにしています。よろしくお願い致します。

ソングリーダー

大城 真也会員

迫 幸治会員・玉城哲会員・大城真也会員・

ビジター紹介

野村 幸兵会員

池間守会員・園 美恵会員・

ニコニコＢＯＸ

有松 秀行会員

【出席報告】

・嶋村文男ガバナーエレクト、田中久光沖縄分区幹事、
当クラブへのメイクアップ、ありがとうございます。

（会員数３5名）

出席者数

ビジター

ゲスト

合計

21名

4名

1名

26名

当日出席者率

72.41%

訂正出席率（10/21）

79.31%

嶋村 文男 様（ガバナーエレクト）
・こんにちは。久しぶりのメーキャップ新しいホテルで
の例会を楽しみにしてきました。宜しくお願いします。
遠藤 茂敏 様（台北城東ロータリークラブ）
・先日は花束ありがとうございました。 今回は結婚

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）

５０周年で八ヶ岳を眺め山の空気を吸ってきました。

メイクアップ適応期間は通年です
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え、東ロータリアンの皆様に感謝致します。
〃

）

【ゲスト】
上條

・私の息子夫婦のバレエ（トコイリヤ）新国立、無事終

クラブの行事・予定
〈11月の予定〉
18日（木） 通常例会

さなえ

様

（屋宜会員ゲスト）

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

【メイクアップ】

場所：西原町きらきらビーチ

西村 眞一会員・外間 勉会員・玉城 哲会員・
駒木根 澄子会員・渡慶次 薫会員

25日（木） 通常例会 卓話者 松田 エレナ 様
〈12月の予定〉

（11/3 コザRC６０周年記念ゴルフコンペ参加）

0２日（木） クラブ総会／理事会

田名 毅会員・古川 浩司会員・西村 眞一会員・

09日（木） ポリオ撲滅啓発を兼ねた献血活動

緑間 禎会員・玉城 哲会員・渡慶次 薫会員・

10:00～16：00 サンエー那覇メインプレイス前広場

迫 幸治会員・大城 真也会員

１０日（金） ｲﾝﾀｰｱｸﾄ国際通りｸﾘｰﾝ奉仕活動 16：30～

（11/4 コザRC創立６０周年記念式典祝賀会出席）

15日（水） 沖縄分区オンラインIM（ホスト 名護RC)

根路銘 敦会員 （11/8 次年度会長研修会出席）

16日（木） 例会振替休会（ＩMに振替）

池間 守会員 （11/9 プレPETS研修会出席）

23日（木） 夜間例会（忘年会） ﾎﾃﾙｺﾚｸﾃｨﾌﾞ18：30～

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
☺☺☺☺☺

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

26,000
600,000

130,000
達成率 21.66％

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
10：00～11：30 清掃
11：30～ 昼食＆交流会
場 所 西原町「きらきらビーチ」
※クラブのイベントジャンパー着用でお越しください。
タオル、帽子、水筒等は各人でご準備ください。
※ご家族、ご友人、社員の方々にもお声掛けください
目標参加人数６０名！ご協力よろしくお願いいたし
ます。

※１1 月 4 日（木）の卓話は那覇西クリニック診療部長の玉城
研太朗先生。演題は、「沖縄の健康長寿のお話、がんの話、
そしてピンクリボンのお話」。大変ユーモラスで分かりやすく
お話して頂きました。貴重なお話、ありがとうございました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
「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。
※11/11 現在の申し込みは 39 名様です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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」

※嶋村文男ガバナーエレクトがメーキャップでお越しください
ました。大変エネルギッシュな嶋村エレクト、次年度に向け
てフルスロットルで疾走中です！

会 費： 3,000 円
※多くの会員のご参加をお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
■事務局からのお願い
①毎回例会出欠の確認をさせて頂いておりますが、こ
れはコレクティブさんへお食事の発注のためです。
ご面倒をおかけいたしますが、フードロスを無くす
ため、ぜひご出席の可否をご連絡お願い致します。
②緊急事態宣言が明けてから、いろいろなイベントや
行事のご連絡をＦＡＸでお送りしております。
返信をいただくものが多いので、大変混乱されるか
もしれませんが、不明な点等がありましたら、事務
局喜瀬までご連絡お願い致します。
そして必ずご返信いただけますようお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
11/4 収益金 4,500 円

今年度累計 28,000 円

※１１月のお誕生日おめでとうございます。本日４日は駒木根
会員の３９歳のお誕生日！フォーエヴァー39！いつまで
も若々しくいてくださいね(^^)
大城真也会員も池間会員もおめでとうございます！

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

★11 月は【ロータリー財団月間】です★
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

