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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』

2021.12／23

SERVE TO CHANGE LIVES
2021-22年度ＲＩ会長 シェカール メータ

第2627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（12/23)のプログラム
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（12/10 インターアクト国際通り清掃奉仕活動参加）
田名 毅会員・古川 浩司会員・根橋 理香会員・

夜間例会（忘年会）

点

鐘

田名

毅会長

茂津目 孝文会員・渡慶次 薫会員
（12/11 母子家庭食糧支援プロジェクト参加）
緑間 禎会員
（12/6 那覇南RC・12/14 那覇RC例会参加）
田名 毅会員・古川 浩司会員・渡慶次 薫会員・

司

会

大城

強会員

（12/15 沖縄分区IM出席）

斉

唱

『国歌 君が代』

第2626回 例会報告 2021年12月02日（木）

玉城 哲会員 （1216 IM懇親ゴルフコンペ参加）
【ニコニコボックス】

『奉仕の理想』
ソングリーダー

玉城

ビジター紹介

茂津目 孝文会員

ニコニコＢＯＸ

駒木根 澄子会員

【出席報告】

田名 毅会員・駒木根 澄子会員・園 美恵会員

哲会員

池間 守会員・有松 秀行会員・渡慶次 薫会員・
迫 幸治会員・宮平 良哲会員・古川 浩司会員・
根橋 理香会員・大城 強会員・玉城 哲会員・

（会員数３5名）

出席者数

ビジター

ゲスト

合計

本日は待望の松田エレナ様に「Mammy’ｓマーケット

24名

1名

3名

28名

の取組み」について卓話をしていただきます。大変

当日出席者率

77.41%

興味深いお話が聴けると思います。

訂正出席率（11/11）

83.87%

どうぞよろしくお願いいたします。

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）

茂津目 孝文会員
1/1付けで東京へ異動となりました。 皆様との親睦

メイクアップ適応期間は通年です

【ゲスト】

もこれから・・・。 非常に残念に思っています。

松田

エレナ

様

（ゲストスピーカー）

津波

紀伊子

様

（ガールスカウト沖縄県連盟）

田畑

洋代

様

１２月中は沖縄におります。宜しくお願い致します。
與那城 圭会員

（ガールスカウト沖縄県連盟）

結婚記念日の花束ありがとうございました。妻に花

【メイクアップ】

をプレゼントするのはこの時だけです。

クラブの行事・予定

田名 毅会員・喜納 兼功会員・古川 浩司会員・
池間 守会員・根橋 理香会員・渡慶次 薫会員・
與那城 圭会員・宮平 良哲会員・大城 強会員・
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・

〈12月の予定〉
３０日（木） 例会休会（年末のため）
〈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・茂津目 孝文会員・轟 一盛会員・

13日（木） 通常例会 若林ガバナークラブ訪問

外間 晃会員・屋宜 優会員・大城 真也会員・

20日（木） 通常例会／理事会 卓話者 「建築士会」

西村 眞一会員

27日（木） 通常例会 卓話者 未定

（12/9 ポリオ根絶啓発を兼ねた献血活動参加）

〈2月の予定〉

喜納 兼功会員・古川 浩司会員・大城 真也会員

03日（木） 通常例会／理事会 卓話者未定

池間 守会員・玉城 哲会員・渡慶次 薫会員・

10日（木） 例会休会 （定款7-1-ｄ適用）

轟 一盛会員・駒木根 澄子会員・大城 強会員・

17日（木） 通常例会 卓話者未定

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／https://www.nahaeast-rc.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

18,000
600,000

181,000
達成率 30.16％

「ポリオ根絶啓発を兼ねた献血推進活動」ご協力お礼
去る１２月９日（木）10：00～16：00 サンエー那覇メイ
ンプレイス東側入口で実施された献血活動へは、会員
の皆様はじめ、事業所の方々やご家族、ご友人等、多
くの方にご協力いただき、心より感謝申し上げます。
当日は天気にも恵まれ、インターアクトの生徒さんたち
もお手伝いに来てくださり大変素晴らしい活動ができ
ました。ポリオ根絶のポスター掲示や映像も放映し、た
くさんの人に知っていただくことができたと思います。

※1２/２の卓話は、「Mammy’s マーケットの取組み」を代表
の松田エレナ様にお話していただきました。

当日の献血申込者は５６名 献血できた方４７名です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
夜間例会（新年会）のご案内
【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。
※新型コロナ（オミクロン株）の今後の状況により、予
定が変更になる場合もありますので、何卒ご承知お
きくださいますようお願いいたします。

※12/9 那覇メインプレイス東側入口にて「ポリオ根絶啓発を
兼ねた献血活動」を実施。たくさんの方にご協力頂きました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
若林英博ガバナークラブ訪問のご案内
１月１３日（木）の例会に若林ガバナーが来訪されます。
当日はガバナーに卓話をしていただきます。
全会員でお迎えしたいと思いますので、日程調整のほ
どよろしくお願いいたします。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ひとり親世帯への食糧支援プロジェクト１月の日程
日時 １月１５日（土）、１月２９日（土） １４：００集合
場所 那覇市総合福祉センター
提供品の仕分け、箱詰め作業がありますので、ご協力
いただける方は１４時にご参集お願い致します。

※12/10「インターアクト国際通りクリーン奉仕活動」 今年も
たくさんのインターアクター、ロータリアンが参加しました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
１２月の結婚記念日おめでとうございます！
佐久本 武会員（２9 日）

久高 学会員（04 日）

親泊 元八会員（１7 日）

渡慶次 薫会員（06 日）

上原 綱一会員（07 日）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
12/2 収益金 4,000 円 今年度累計 40,000 円
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※沖縄分区 IM 懇親会にて若林ガバナーと記念撮影！

