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◎本日（4/14)のプログラム

西村 眞一会員・喜納 兼功会員・宮平 良哲会員・

卓話者 田中 久光様 地区RLI委員
演 題 「RLIと会員増強、新クラブについて」

緑間 禎会員・渡慶次 薫会員・下田 美智代会員・

第2639回 例会報告 2022年4月07日（木）

田名 毅会員・古川 浩司会員・大城 真也会員・
親泊 元八会員・玉城 哲会員・池間 守会員
本日は、地区ポリオプラス委員会 川松保夫委員長に
Zoomで卓話をしていただきます。ポリオについて
しっかり勉強したいと思います。

点
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毅会長
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会

渡慶次 薫会員

また、 本日はお二人の新しい会員、村田哲也会員と

斉

唱

『国歌 君が代』

岩崎克俊会員の入会式を行います。会員一同ご入会

『奉仕の理想』

を歓迎いたします。これからよろしくお願いします！

ソングリーダー

緑間

ビジター紹介

宮平 良哲会員

根路銘 敦会員
４月１日付けで昭和薬科大学付属高校・中学校後援

ニコニコＢＯＸ

喜納 兼功会員

会会長、ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ日本・九州ブロック代表、

【出席報告】

禎会員

沖縄翼友会 会長代行にそれぞれ就任いたしました。

（会員数３６名）

出席者数

ビジター

ゲスト

合計

22名

1名

1名

24名

当日出席者率

75.86%

訂正出席率（3/24）

85.18%

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

【ビジター】
川松

保夫

様

（地区ポリオプラス委員長）

【ゲスト】
蓑島

尚美

様

（入会予定者）

※4/9、9回目のひとり親世帯への食糧支援活動。

クラブの行事・予定

【メイクアップ】
根路銘

敦会員（4/1

（4/2

地区RLI委員会

渡慶次

地区クラブ奉仕委員会参加）

薫会員・根路銘

（4/3

毅会長

田名

毅会長・古川

大城

真也会員・有松

駒木根

敦会員

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

（地区RYLA委員会出席）
浩司幹事・渡慶次
秀行会員・轟

澄子会員・與那城

23日（土） ひとり親世帯への食糧支援 14：30～
薫会員

一盛会員

圭会員

ひとり親世帯への食糧支援活動参加）

【ニコニコボックス】
渡慶次 薫会員

電話 098-861-3021

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〉
05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
19日（木） 通常例会 卓話者未定

誕生日を祝っていただきありがとうございます。
事務局／〒900-0014

〈4月の予定〉
16日（土） 那覇東RC研修会 16：00～八汐荘

沖縄分区RLIパート3出席 ）

田名

（4/9

ZOOM出席）

26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
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Ｂ ＯＸ
前 年 度目 標 額

2.みんなに公平か
日計
15,000
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
315,000
達成率 52.50％

【新入会員紹介】
氏
名
蓑島 尚美（ﾐﾉｼﾏ ﾅｵﾐ）君
生年月日
１９72 年２月６日
職
場
花屋ちゅらパナ 代表
職場住所
那覇市泉崎 2-4-9
電
話
098-959-7356
携
帯
090-5927-7824
趣
味
三線
職業分類
生花小売業
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※米山功労者になられた上原綱一会員に米山記念奨学会
から感謝状が贈呈されました。ご芳志に感謝致します。

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）
※懇親会からの参加もOKです！
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
もっと元気なクラブになるためのワークショップ
4 月のワークショップ（青少年包括成果発表会）
日時 : 2022 年 4 月 17 日（日） 15-17 時
今回は完全バーチャルです。
登録料は無料なので、事前登録なさっていない方のご

※新会員入会式、イトーキ沖縄営業所所長の村田哲也様。
もうすでに顔なじみになっていますが、今後ともよろしく
お願い致します。

視聴も可能です。ぜひご覧ください。
ミーティング ID: 819 2947 8804
パスコード: 2580
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
那覇西 RC 創立６０周年記念式典・祝賀会のご案内
日 時 ２０２２年６月１８日（土）
記念式典 16：30～17：30
祝賀会
18：00～20：00
場 所 沖縄ハーバービューホテル 彩海の間
登録料 15,000 円
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
■事務局からのお知らせ
・沖縄分区名簿、クラブ要覧作成のため、現在の名簿
に変更がある方は事務局までご連絡ください。
・４月２５日（月）の地区研修協議会に出席される次年
度委員長の皆様へ。名刺を作成いたしますので、
ご要望があれば事務局までご連絡ください。
・ロータリーポロシャツの在庫が残り僅かとのことで
す。購入希望の方は早めにご連絡お願いします。

※同じく本日入会ほやほやの岩崎克俊様。映像制作の会
社 Cenaka(株)の代表取締役。那覇東で一番若い会
員です。ヤングパワー、期待しています！

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
4/7 収益金 3,500 円 今年度累計 66,500 円
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

4 月は「母子の健康月間」です！
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

