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

第２６３８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）

卓話者 伊佐 強氏・山下 直彦氏 県建築士会
演 題 「首里城女官居室木材再生活動」
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また本日は鏡が丘特別支援学校の座間味恵利子校長

◎本日（3/24)のプログラム

点

2022. 0３/24

とボッチャ部顧問の宜野座雄先生にもお越し頂いて
おります。よろしくお願いいたします。
迫 幸治会員
鷲崎君の卓話をさせて頂きまして有難うございます。

『それでこそロータリー』
ソングリーダー

大城 真也会員

ビジター紹介

村田 哲也会員

ニコニコＢＯＸ

上原 綱一会員

【出席報告】

（会員数３5名）

出席者数

ビジター
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合計

22名
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当日出席者率

75.86%

※３/１７（木）の卓話者、鷲崎一盛様、ゲストの鏡が丘特

訂正出席率（3/10）

79.31%

別支援学校の座間味恵利子校長、宜野座雄教諭と一緒

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）

に記念撮影。本日もありがとうございました。

クラブの行事・予定

メイクアップ適応期間は通年です

【ゲスト】
鷲崎

一誠

〈3月の予定〉
様

座間味

恵利子

宜野座

雄

（ゲストスピーカー）

24日（木） 通常例会 卓話 建築士会様

様

26日（土） ひとり親世帯への食糧支援 14：30～

様

（鏡が丘特別支援学校校長）
（鏡が丘特別支援学校教諭）

【メイクアップ】

３１日（木） 例会休会 （定款７－１－d適用）
〈4月の予定〉

渡慶次

薫会員・古川

（3/20

インターアクトビーチクリーン活動参加）

浩司会員

09日（土） ひとり親世帯への食糧支援 14：30～

根路銘

敦会員

14日（木） 通常例会／理事会 卓話者未定

（3/15

松坂塾ロータリー勉強会参加）

（3/13

地区研修委員会参加）

0７日（木） 通常例会 卓話者 川松 保夫様

16日（土） 那覇東RC研修会 16：00～八汐荘

【ニコニコボックス】

懇親会 18：30～客家荘（園会員のお店）

西村 眞一会員・上原 綱一会員・與那城 圭会員・

21日（木） 通常例会 卓話者未定

緑間 禎会員・有松 秀行会員・喜納 兼功会員・

23日（土） ひとり親世帯への食糧支援 14：30～

根橋 理香会員・古川 浩司会員・池間 守会員・

25日（月） 地区研修協議会 パシフィックホテル

迫 幸治会員・田名 毅会員・渡慶次 薫会員・
本日の卓話は迫会員のご紹介によりｼﾞｬﾊﾟﾝｳｨﾝﾀ^ﾘｰｸﾞ

28日（木） 例会休会 （定款７－１－d適用）
〈5月の予定〉

代表の鷲崎一誠様にお話して頂きます。どんなお話が

05日（木） 例会休会 （公休日のため）

聴けるのか楽しみです。どうぞ宜しくお願い致します。

12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
13,000
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
289,000
達成率 48.16％

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。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

地区大会のご案内

※３月 17 日の卓話は、ジャパンウインターリーグ代表の鷲
崎一誠様。演題は「ジャパンウインターリーグを沖縄で」
冬でも温暖な沖縄でウインターリーグを開催し、野球に
夢をかける若者たちの人材発掘と、ウインターリーグを
開催することで地域の活性化や経済効果も期待できる
という素晴らしい取り組みを行っています。私たちロー
タリアンもできるだけの応援をしていきたいですね。

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。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
日台ロータリー親善会議のご案内
日 時 ２０２２年５月６日（金） 16：00～
場 所 ホテルニューオータニ博多
登録料 リアル参加費 22,000 円（２００名様限定）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
３月の結婚記念日おめでとうございます❣
玉城 哲会員（１日）
迫 幸治会員（１日）
根橋 理香会員（１７日）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※本日のニコニコボックス紹介は上原綱一会員。
どんどん板についてきました！

※本日初デビュー！ビジターゲストの紹介をする新会員の
村田哲也会員。急にお願いしても、そつなくこなすのはさ
すがです！

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
3/17 収益金 4,500 円 今年度累計 59,000 円
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

３月は「水と衛生月間」です！

