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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（4/7)のプログラム

卓話者 川松 保夫様 地区ポリオプラス委員長
演 題 「END POLIO NOW＝気づきと実行＝」

第263８回 例会報告 2022年3月24日（木）

西村 眞一会員・喜納 兼功会員・宮平 良哲会員・
緑間 禎会員・渡慶次 薫会員・與那城 圭会員・
田名 毅会員・古川 浩司会員・大城 強会員・
本日の卓話は池間会員のご紹介により沖縄県建築士

点

鐘

田名

毅会長

会の伊佐強様、山下直彦様に「首里城女官居室木材
再生活動」についてお話して頂きます。どんなお話が

司

会

大城

強会員

聴けるのか楽しみです。宜しくお願い致します。

斉

唱

『４つのテスト』

池間 守会員
本日の卓話で沖縄建築士会の活動内容が、少しでも

『日も風も星も』
ソングリーダー

大城 真也会員

ビジター紹介

轟

ニコニコＢＯＸ

村田 哲也会員

【出席報告】

伝わることができれば幸いです！

一盛会員

（会員数３5名）

出席者数

ビジター

ゲスト

合計

17名

0名

8名

25名

当日出席者率

60.71%

訂正出席率（3/17）

80.00%

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】
様

※３/24（木）の卓話者、伊佐様、山下様はじめたくさん
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0７日（木） 通常例会 卓話者 川松 保夫様

野村

南海子
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09日（土） ひとり親世帯への食糧支援 14：30～

安里

歩

（立川フードサービス）

14日（木） 通常例会／理事会 卓話者 田中久光様

日田

洋一
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16日（土） 那覇東RC研修会 16：00～八汐荘

様
様
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のゲストの皆さんとサムアップポーズでパチリ！

）

クラブの行事・予定

）

〃

〈4月の予定〉

）

【メイクアップ】

懇親会 18：30～客家荘（園会員のお店）

根路銘

敦会員（3/22

地区クラブ奉仕委員会参加）

（3/23

次年度ガバナー補佐研修会参加）

23日（土） ひとり親世帯への食糧支援 14：30～

（3/24

ＲＬＩ日本支部研修会参加）

25日（月） 地区研修協議会 パシフィックホテル

（3/28

地区研修委員会

28日（木） 例会休会 （定款７－１－d適用）

（3/30

沖縄分区次年度ガバナー補佐研修）

3/29

沖縄分区ＤL研修会）

21日（木） 通常例会 卓話者未定

〈5月の予定〉

宮平良哲会員・駒木根澄子会員・古川浩司会員

05日（木） 例会休会 （公休日のため）

（30/26

12日（木） 通常例会／理事会 卓話者未定

ひとり親世帯への食糧支援活動参加）
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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
11,000
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
300,000
達成率 50.00％

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。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
【新入会員紹介】
氏 名 村田 哲也（ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾔ）君
生年月日 １９６３年１２月２６日
職 場 （株）イトーキ 沖縄営業所 所長
職場住所 那覇市松山 1-1-14
電 話 098-943-7006
携 帯 090-4666-4644
趣 味 ゴルフ
氏 名 岩崎 克俊 (ｲﾜｻｷ ｶﾂﾄｼ)君
生年月日 １９８５年１月１３日
職 場 Cenaka 株式会社
職場住所 那覇市安里 1-1-58 光生ビル 303
電 話 050-3647-3618
携 帯 080-2246-7828
趣 味 フットサル
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
本日の卓話要旨
ポリオ根絶という歴史的瞬間まで「もう少し」となって
いる今だからこそ、根絶のためにロータリーが果たし
た役割を再度、確認することが重要と考えます。
本日の卓話では上記に則り、特に財政的な側面に的
を絞って、これまでロータリーがポリオ根絶のために
拠出した資金が、何に、どう使われ、どう役立ったの
か、またロータリーがこれを止めると何が起きるのか
をご説明したいと思います。その事実に「気づいて」い
ただき、その気づきに基づいた「実行」をお願いしたい
と思います。
地区ポリオ委員会委員長 川松 保夫
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
今月のひとり親世帯への食糧支援日程は、４月９日
（土）、４月２３日（土）14：30、那覇市総合福祉センタ
ー集合です。当番の皆様よろしくお願いいたします！

※３月 24 日の卓話は、沖縄県建築士会の伊佐強様と山
下直彦様。 演題は「首里城女官居室木材再生活動」。
建築士会がどのような活動をされているのか、普段は、
なかなか耳にすることができない貴重なお話を聴かせ
ていただきました。

※３/２４の例会は喜納住宅開発、立川フードサービス、
大和証券から社員の皆様がゲストでご参加くださり、
たくさんのゲストで盛り上がりました。 写真は喜納住
宅開発、営業の大浜利沙様❣

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
4 月のお誕生日おめでとうございます❣
渡慶次 薫会員（１2 日）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
3/24 収益金 4,000 円 今年度累計 63,000 円
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

4 月は「母子の健康月間」です！

