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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（3/10)のプログラム

卓話者 岡田 和也様 那覇保護観察所 所長
演 題 「保護司の適任者確保について」

田名 毅会員・駒木根 澄子会員・宮平 良哲会員・

点

鐘

田名

毅会長

緑間 禎会員・有松 秀行会員・喜納 兼功会員・
野村 幸兵会員・古川 浩司会員・大城 真也会員・
下田 美智代会員・大城 強会員・玉城 哲会員・
迫 幸治会員・渡慶次 薫会員・根橋 理香会員・
本日はパストガバナー補佐の芝田祐蔵様を卓話に

司

会

大城

強会員

お招きしています。お話を楽しみにしております。

斉

唱

『国歌 君が代』

第2635回 例会報告 2022年3月3日（木）

また、本日はたくさんのビジター、ゲストの皆様に
ご参加いただき誠にありがとうございます。

『奉仕の理想』
ソングリーダー

大城 真也会員

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】

芝田 祐蔵 様 （コザRC)
ひと声かけあって頑張りましょう！
新城 恵子 様 （浦添RC)
今日はステキな例会へ参加しています。皆さんの

（会員数３5名）

出席者数

ビジター

ゲスト

合計

23名

9名

4名

36名

当日出席者率

82.14%

訂正出席率（2/24）

85.71%

お顔が楽しそうでとてもイイ！ありがとう！
田中 久光 様 （浦添RC）
芝田さんの卓話を聴きに来ました。
比嘉 弘二 様 （浦添RC）

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）

那覇東RCの新しい例会場でのメーキャップ初めて

メイクアップ適応期間は通年です

になります。よろしくお願い致します。芝田様の卓話

【ビジター】
芝田

祐蔵様

（パストガバナー補佐)

新城

恵子様

（沖縄分区ガバナー補佐）
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茂敏様・町子様

田中

久光様・比嘉

弘二様

(浦添RC）

大城

裕美様・平良

友美様

（浦添RC）

大城

純市様

（台北城東RC)

（那覇西RC）

楽しみにしております。今日も笑い有りかな！
ご参加いただき誠にありがとうございます。
平良 友美 様 （浦添RC)
本日は芝田さんのお話を伺うことができて嬉しい
限りです！初コレクティブにも感動しています！

クラブの行事・予定
〈3月の予定〉

【ゲスト】

12日（土） ひとり親世帯への食糧支援 14：30～

井上

泉様

（興南高校IAC顧問）

岩崎

克俊様

（入会予定者）

17日（木） 通常例会 卓話者 鷲岡 一誠様

蓑島

尚美様

（駒木根会員ゲスト）

24日（木） 通常例会 卓話 建築士会様

備瀬

綾乃様

（駒木根会員ゲスト）

26日（土） ひとり親世帯への食糧支援 14：30～

【メイクアップ】

３１日（木） 例会休会 （定款７－１－d適用）
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１2日（土） PETS（会長エレクト研修セミナー）
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DL研修会参加）
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沖縄分区RLIパートⅡ参加）
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事務局／〒900-0014
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地区研修委員会参加）

〈4月の予定〉
７日（木）

通常例会 卓話者 川松 保夫様

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
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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Ｂ ＯＸ
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

29,000
600,000

258,000
達成率 43.00％

ウクライナへの支援金のお願い
ロータリー財団がウクライナ地域での直接的人道支援
の窓口を設置したことが発表されました。
ウクライナから既に 100 万人が避難しており、国連は
避難する人の数が 500 万人に上る可能性があると推
測しているようです。被害地域が限定される自然災害
とは異なり、今回のケースは広範囲で救援活動の需
要がございます。世界中のロータリアンがロータリー
財団の災害救援基金に寄付をし、それをウクライナや
近隣諸国のロータリアンが活用して奉仕活動をするこ
とは、国際ロータリーのネットワークとロータリー財団
の制度をいかした素晴らしい方法です。
国際ロータリー第2580地区は、支援金の送金先とし
てロータリー財団の災害救援基金を推奨いたします。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
全国ボッチャ選抜大会へのご寄付お礼
那覇東ロータリークラブの皆様
先日の第６回全国ボッチャ選抜甲子園においては鏡
が丘特別支援学校へのご支援、誠にありがとうござい
ました。おかげさまで３位入賞することができ、生徒た
ちにかけがえのない貴重な経験をさせて頂きました。
那覇東ロータリークラブの皆様方の厚いご支援に心よ
り感謝申し上げます。
取り急ぎメールにてお礼をさせていただきます。

※３月３日の卓話はパストガバナー補佐芝田祐蔵様。
演題は「ひと声かける、大切さ」。いつもながらの軽妙なトー
クと笑い有りの話に引き込まれました。 ご自身が継続して
活動している子ども食堂の子どもたちとの関わりから、いろ
んな学びがあったこと等、真面目で楽しいお話でした。

※３月生まれの誕生日を祝っていただきました(^^)♪

鏡が丘特別支援学校ボッチャ顧問 宜野座 雄

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
■地区からのご案内
2 月 9 日に実施した”公共イメージとデジタル化推進
のワークショップ”に作詞家・作家の吉元由美様と印象
戦略コンサルタントの乳原佳代様をお招きしました。
動画は 3 本に分けて公開予定です。
第二弾の動画は、乳原佳代様による印象に関する講
演で演題は『見せるということ』です。 ぜひ地区の
YouTube チャンネルからご視聴ください。
乳原佳代様 印象戦略『見せるということ』
https://youtu.be/txfM4L5_3GE
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
3/3 収益金 5,500 円

今年度累計 50,500 円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

３月は「水と衛生月間」です！

※たくさんのビジターゲストで賑やかな例会でした！

