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『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』
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◎本日（3/17)のプログラム

本日の卓話は、那覇保護観察所の岡田和也所長と、

卓話者 鷲﨑 一誠様 ｼﾞｬﾊﾟﾝｳｨﾝﾀ^ﾘｰｸﾞ代表
演 題 「ｼﾞｬﾊﾟﾝｳｨﾝﾀｰﾘｰｸﾞを沖縄で」

山口範之課長に保護司についてお話して頂きます。

点

鐘

有松 秀行 直前会長

どうぞよろしくお願いいたします。
また、元会員の長元朝顯さんにもおこしいただき、
大変うれしいです！
長元 朝顯 様 （元会員)
本日はよろしくお願いいたします。

司
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西村 眞一会員

斉
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『４つのテスト』

第2636回 例会報告 2022年3月10日（木）
強会員

３月のお誕生日を祝って頂き有難うございました。
遠藤 茂敏様・町子様 （台北城東RC)
那覇東RC創立５５周年、おめでとうございます。

『我らの生業』
ソングリーダー

大城 真也会員

ビジター紹介

上原 綱一会員

また、素晴らしい５５周年記録誌をお送りいただき

ニコニコＢＯＸ

根橋 理香会員

ありがとうございました。

【出席報告】

（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

75.86%

訂正出席率（3/3）

83.33%

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）
メイクアップ適応期間は通年です

【ゲスト】
岡田

和也様

（那覇保護観察所

所長）

山口

範之様

（那覇保護観察所

課長）

長元

朝顯様

（元会員、当クラブパスト会長）
※3/10（木）卓話者の岡田和也様、山口範之様と共に。

【メイクアップ】
大城

真也会員・根橋

下田

美智代会員

（3/12

クラブの行事・予定

浩司会員・
〈3月の予定〉

ひとり親世帯への食糧支援参加）

池間

守会員・根路銘

喜納

兼功会員・

（3/12

理香会員・古川

敦会員・渡慶次

薫会員・

24日（木） 通常例会 卓話 建築士会様
26日（土） ひとり親世帯への食糧支援 14：30～
３１日（木） 例会休会 （定款７－１－d適用）

PETS/地区チーム研修セミナー参加）

【ニコニコボックス】

〈4月の予定〉
0７日（木） 通常例会 卓話者 川松 保夫様

外間 晃会員・西村 眞一会員・宮平 良哲会員・

09日（土） ひとり親世帯への食糧支援 14：30～

緑間 禎会員・有松 秀行会員・喜納 兼功会員・

14日（木） 通常例会／理事会 卓話者未定

根橋 理香会員・古川 浩司会員・池間 守会員・

16日（土） 那覇東RC研修会 16：00～八汐荘

大城 真也会員・大城 強会員・玉城 哲会員・
渡慶次 薫会員
事務局／〒900-0014
電話 098-861-3021

懇親会 18：30～客家荘（園会員のお店）
21日（木） 通常例会 卓話者未定

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
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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
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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
18,000
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
276,000
達成率 46.00％

那覇東RC研修会のご案内
期日
時間

２０２２年４月１６日（土）
16：00～17：30 研修 （八汐荘会議室）
18：00～20：30 懇親会（客家荘）
会費 4,000円（お一人様）
※今回の研修会は全会員が対象です。ぜひご参加
をお願い致します。また、懇親会（客家荘）は、園
美恵会員のお店です。美味しい中華をいただき
ながら、楽しく交流しましょう。

※３月 10 日の卓話は那覇保護観察所所長の岡田和也様。
演題は「保護司の適任者確保について」。保護司の仕事や
社会での役割について詳しく説明して頂き、保護司の活動
はロータリーの精神に通ずるものがあると感じました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
インターアクト沖縄分区
2022瀬長島ビーチクリーン活動のご案内
日時 ３月２０日（日） 10：00～11：00
場所 瀬長島ビーチ入口（１０分前集合）
【注意事項】
・マイボトルにて飲み物持参（ペットボトルは×）
・事前に検温し、体調が優れない場合は不参加で。
・清掃にふさわしい服装で。（帽子、運動靴、タオル）
・軍手やチリばさみをご持参お願いします。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

地区大会のご案内
日 時 ２０２２年５月３１日（火）１３時～１８時
会 場 ホテルニューオータニ（千代田区紀尾井町）
登録料 会員10,000円 ご家族5,000円
登録締切り 4月８日（木）
※多くの会員のご参加をお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
■那覇西ロータリークラブ第２回献血会のご案内
日時 ４月１３日（水）10：00～16：00
場所 ハーバービューホテル第２駐車場
※別紙回覧をご確認の上、ご協力できる方は４月６日
までに申し込みをお願い致します。

※３/１２（土）、７回目の「ひとり親世帯への食糧支援」を
行いました。下田会員お疲れ様でした。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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
の窓口を設置しました。当クラブでも災害救援基金に
寄付をする予定がありますが、個人的に寄付をされた
い方は事務局までご連絡をお願い致します。クラブで
取り纏めて送金致します。なお、ロータリー財団を通し
て寄付をされた場合、ポールハリスフェローの認証に
加算されます。また、寄付控除の対象にもなります。
ご協力よろしくお願い致します。

※同じく食糧支援活動にて、お肉類や米、野菜類などと
一緒にお子さんが喜びそうなお菓子もプレゼント。
子どもさんの笑顔が励みになります。根橋会員でした。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
3/10 収益金 4,000 円

今年度累計 54,500 円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

３月は「水と衛生月間」です！
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

