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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』
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SERVE TO CHANGE LIVES
2021-22年度ＲＩ会長 シェカール メータ
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◎本日（12/2)のプログラム
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田名 毅会員 （11/22 チーム嶋村顏合せ会出席）

卓話者 松田 エレナ 様

根路銘 敦会員・渡慶次 薫会員・田名 毅会員

演 題

「Mamy‘ｓ マーケットの取組み」

点

鐘

田名

毅会長

（11/23 沖縄分区RLI講習会出席）
根路銘 敦会員（11/25次年度クラブ奉仕委員会出席）
田名 毅会員・古川 浩司会員・緑間 禎会員・
迫 幸治会員・宮平 良哲会員・渡慶次 薫会員・
茂津目 孝文会員・根橋 理香会員

司

会

大城

強会員

（11/27 母子家庭食糧支援プロジェクト参加）

斉

唱

『４つのテスト』

第2624回 例会報告 2021年11月11日（木）

【ニコニコボックス】

『それでこそロータリー』

喜納 兼功会員・野村 幸兵会員・園 美恵会員

ソングリーダー

大城 真也会員

池間 守会員・西村 眞一会員・渡慶次 薫会員・

ビジター紹介

轟 一盛会員

迫 幸治会員・宮平 良哲会員・古川 浩司会員・

ニコニコＢＯＸ

野村 幸兵会員

大城 真也会員・儀間 智会員・玉城 哲会員・

【出席報告】

駒木根 澄子会員・

（会員数３5名）

出席者数

ビジター

ゲスト

合計

22名

0名

3名

25名

当日出席者率

73.33%

訂正出席率（11/4）

80.00%

本日は、特別支援学校体育連盟の與儀達子会長他
２名の方に卓話をしていただききます。
どうぞよろしくお願いいたします。
西村 眞一会員・緑間 禎会員

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）

今日は前年度ガバナー補佐と分区幹事の慰労会を

メイクアップ適応期間は通年です

開催していただき有難うございます。大変楽しみに

【ゲスト】

しております。よろしくお願いいたします。

与儀

達子

様

（特体連会長）

田港

規剛

様

（西崎特別支援学校教頭）

平良

尚紀

様

（西崎特別支援学校教諭）

【メイクアップ】

クラブの行事・予定
〈12月の予定〉
0２日（木） 通常例会／理事会 卓話者 松田エレナ様
09日（木） ポリオ撲滅啓発を兼ねた献血活動

根路銘 敦会員・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

（11/17 沖縄分区DL研修会参加）

１０日（金） ｲﾝﾀｰｱｸﾄ国際通りｸﾘｰﾝ奉仕活動 16：30～

緑間 禎会員 （11/19 浦添RC例会出席）

15日（水） 沖縄分区オンラインIM（ホスト 名護RC)

田名 毅会員・喜納 兼功会員・古川 浩司会員・

16日（木） 例会振替休会（ＩMに振替）

池間 守会員・根橋 理香会員・渡慶次 薫会員・

23日（木） 夜間例会（忘年会） ﾎﾃﾙｺﾚｸﾃｨﾌﾞ18：30～

與那城 圭会員・宮平 良哲会員・大城 強会員・

３０日（木） 例会休会（年末のため）

野村 幸兵会員・迫 幸治会員・仲本 清弘会員・
緑間 禎会員・駒木根 澄子会員・玉城 哲会員・

〈1月の予定〉
06日（木） 夜間例会（新年会） ﾎﾃﾙｺﾚｸﾃｨﾌﾞ18：30～

根路銘 敦会員・下田 美智代会員・轟 一盛会員・

理事会 17：00～18：15

外間 晃会員・

13日（木） 通常例会 若林ガバナークラブ訪問

（11/21 水辺の美化プロジェクト参加）

20日（木） 通常例会 卓話者 未定

根路銘 敦会員 （11/22 RLI委員会出席）

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
☺☺☺☺☺
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

163,000
達成率 27.16％

「ポリオ根絶啓発を兼ねた献血推進活動」
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。
※11/30 現在の申し込みは 50 名様です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
クラブ総会延期のご案内
本日１２月２日（木）に予定していましたクラブ総会は、
諸般の事情で延期になりました。新たな日程が決まり
ましたらご案内致しますので、宜しくお願い致します。

※11/18（木）の卓話は当クラブが継続的に支援を行ってい
る、特別支援学校体育連盟の先生による「特別支援学校
の取組み」でした。クラブが寄贈したプラカードを持参し、
お礼の言葉を述べられました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
夜間例会（忘年会・新年会）のご案内
【忘年会】
日 時 ２０２１年１２月２３日（木）18：30～20：30
場 所 ホテルコレクティブ２階宴会場
会 費 3,000 円 （会員・ご家族・ゲスト）
【新年会】
日 時 ２０２2 年１月 6 日（木）18：30～20：30
場 所 ホテルコレクティブ２階宴会場
会 費 3,000 円 （会員・ご家族・ゲスト）
※新年会は恒例のチャリティーオークションを予定し
ています。お一人様１品以上の景品提供をお願い致
します。
※本日より出欠の回覧を回しますので、ぜひご参加お
願い致します。

※１１/２１（日）、西原町きらきらビーチにて「水辺の美化プロジ
ェクト」クリーン活動を実施しました。総勢８２名の方にご参
加いただき、青空の下、皆でビーチを清掃しました！

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
インターアクト沖縄分区
国際通りクリーン奉仕活動のご案内
日時 ２０２１年１２月１０日（金）17：00～18：30
集合 さいおんスクエア前広場集合 16：45
※ロイヤルオリオンから那覇市役所までクリーン活動
多くの会員の皆様のご参加をお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
１２月のお誕生日おめでとうございます！
佐久本 武会員（２４日）

屋宜 優会員（１０日）

親泊 元八会員（１０日）

宮平 良哲会員（１８日）

有松 秀行会員（２９日）

轟 一盛会員（１日）

大城 強会員（２２日）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

★12 月は【疾病予防と治療月間】です★

※11/27（土）、地区補助金活用プロジェクト「母子（父子）家
庭への食糧支援」がスタートしました。クラブから食品保存
用冷凍庫も寄贈。那覇市母子会で贈呈式を行いました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
11/18 収益金 4,000 円 今年度累計 36,000 円
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

