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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
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【ニコニコボックス】

◎本日（3/３)のプログラム

卓話者 芝田 祐蔵パストガバナー補佐
演 題 「一声かける、大切さ」
第2634回 例会報告 2022年2月24日（木）

田名 毅会員・駒木根 澄子会員・西村 眞一会員・
池間 守会員・有松 秀行会員・喜納 兼功会員・
古川 浩司会員・轟 一盛会員・與那城 圭会員・
根橋 理香会員・大城 強会員・玉城 哲会員・
迫 幸治会員・渡慶次 薫会員・園 美恵会員・
親泊 元八会員

点

鐘

田名

毅会長

司

会

大城

強会員

斉

唱

『４つのテスト』

皆様お変わりないでしょうか。

『それでこそロータリー』

本日は次年度の理事を選出する大切な総会です。
どうぞよろしくお願いいたします。

ソングリーダー

緑間 禎会員

ビジター紹介

有松 秀行会員

ニコニコＢＯＸ

根橋 理香会員

【出席報告】

やっと対面で例会が開催できるようになりました。

緑間 禎会員
息子の那覇文化芸術劇場公演、大変お世話になりま
した。感謝いたします。

（会員数３5名）
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当日出席者率

78.57%

訂正出席率（2/17）

69.23%

仁開 一夫様 （石垣RC）
次年度ガバナー補佐として担当クラブになりました。

クラブの行事・予定
〈3月の予定〉

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）

10日（木） 通常例会／理事会 卓話 那覇保護観察所

メイクアップ適応期間は通年です

12日（土） ひとり親世帯への食糧支援 14：30～

【ビジター】

１３日（土） PETS（会長エレクト研修セミナー）

仁開

一夫様

（次年度ガバナー補佐)

17日（木） 通常例会 卓話者未定

田畑

静夫様

（

24日（木） 通常例会 卓話 建築士会

〃

）

【メイクアップ】

26日（土） ひとり親世帯への食糧支援 14：30～

根路銘

敦会員

（2/22

次年度クラブ奉仕委員会出席）

（2/20

田名

毅会長・古川

池間

守会員・渡慶次

（2/26

地区RLI委員会参加）

浩司幹事・仲本

清弘会員

薫会員

母子家庭への食糧支援プロジェクト参加）

喜納

兼功会員・宮平
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真也会員・
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３１日（木） 例会休会 （定款７－１－d適用）
〈4月の予定〉

澄子会員・
哲会員・

與那城

圭会員

（2/27

牧志公園清掃活動&桜を見る会参加）

７日（木）

通常例会 卓話者未定

9日（土）

ひとり親世帯への食糧支援 14：30～

14日（木） 通常例会／理事会 卓話者未定
21日（木） 通常例会 卓話者未定
23日（土） ひとり親世帯への食糧支援 14：30～
25日（月） 地区研修協議会 パシフィックホテル
28日（木） 例会休会 （定款７－１－d適用）
〈5月の予定〉
5日（木）

例会休会 （公休日のため）

12日（木） 通常例会／理事会 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
22,000
600,000

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
229,000
達成率 38.16％

「牧志公園清掃活動＆桜を見る会」参加御礼
去る２月２７日（日）、社会奉仕活動の一環として、当ク
ラブのテリトリーである牧志公園の清掃活動と花見交
流会を行いました。
当日は天気に恵まれ、会員１6 名、ご家族ゲスト１０名、
総勢２６名で牧志公園からモノレール沿線の道路を清
掃しました。清掃活動終了後、立川フードサービス（宮
平会員の会社）のデラックス弁当で昼食を取りながら
楽しく懇談。当クラブの創立３５周年、５０周年に植樹
した桜は、葉桜になりかけていましたが、喜納会員が
当時の活動等の説明をされ、那覇東の地域美化活動
について再認識しました。
ご参加くださった皆様、ありがとうございました。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

池間
田名
玉城
大城
根橋

【2022-23 年度理事決定】
守（会長） 轟 一盛（幹事） 下田 美智代（副幹事）
毅（現会長） 古川 浩司 （現幹事）
哲会員
緑間 禎会員
西村 眞一会員
真也会員 渡慶次 薫会員 大城 強会員
理香会員 （上の写真は次年度理事の皆様）

■ひとり親世帯への食糧支援プロジェクトの日程
※次回は 3 月 12 日（土）１５時より、那覇市総合福祉
センターにて行います。
当番の方は１４時３０分に集合し食料品の仕分け、箱
詰め作業のご協力をよろしくお願い致します。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
「ロータリー希望の風奨学金」ご支援のお願い
2011年3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震
（東日本大震災）」からまもなく12年を迎えます。
各クラブに於かれましては、新型コロナウイルス感染
拡大防止のもと、クラブ運営に大変なご苦労をされて
いると思いますが、コロナ禍ということもあり、ロータリ
ー希望の風奨学金への寄付金が減少しております。
震災遺児が大学を卒業する2033年まで月額5万円
の奨学金支給を続けていくためには、1年で5000万
円弱の寄付金が必要です。大学、短期大学や専門学
校卒業まで頑張っている若者達は、新型コロナウイル
ス感染拡大の中、必死に生活をしているに違いありま
せん。私たちロータリアン一人ひとりが苦しい中でも
力を合わせ支援していくことは、この上ない「奉仕活
動」となります。亡くなった彼らのご両親の思いを感じ
ながら、「ロータリー希望の風」を吹き続けさせるため
に、可能の範囲で本年度もぜひともご支援、ご協力を
賜りたく心よりお願い申し上げます。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
3 月のお誕生日おめでとうございます！
西村 眞一会員（２日） 田中 真純会員（１２日）
根橋 理香会員（17 日）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

２月 27 日（日）牧志公園清掃&お花見交流会開催。

興南高校インターアクト卒業生へ記念品贈呈
卒業してもロータリーとの絆を心に留めておいてほしい
との気持ちを込め、興南高校インターアクト卒業生に名
入れボールペンを贈呈しました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
2/24 収益金 5,000 円

今年度累計 45,000 円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

