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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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SERVE TO CHANGE LIVES
2021-22年度ＲＩ会長 シェカール メータ
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◎本日（5/26)のプログラム
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本日の卓話は池間守次年度会長に「2022-23年度

藤本誠一 様 前年度区青少年交換委員長
「青少年交換プログラムについて」
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会長の想い」を語っていただきます。
次年度に向けて着々と準備が進んでいます。今年度
同様、次年度も全会員で盛り上げていきましょう！
池間 守会員
本日の卓話は「次年度会長の想い」を発表させてもら
います。どうぞよろしくお願いします！

強 会員

『我らの生業』
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】

（会員数３7名）

出席者数

ビジター

ゲスト

合計

23名

1名

0名

24名

当日出席者率

71.87%

訂正出席率（5/12）

79.41%

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）

※5/19の卓話は池間守会長エレクトに次年度の取組みに
ついてお話して頂きました。

クラブの行事・予定

メイクアップ適応期間は通年です

〈5月の予定〉

【ビジター】
仲本 榮章 様

26日（木） 通常例会 卓話者 藤本 誠一様
（那覇西ロータリークラブ）

【メイクアップ】

31日（火） 地区大会 (ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ）

田名 毅会長 （5/21～22 全国RYLA研究会出席）
根路銘

敦会員

前年度地区青少年交換委員長

（5/19

奉仕活動情報交換会出席）

（5/23・5/25 次年度地区研修委員会出席）

〈６月の予定〉
02日（木） 例会休会 （定款７－１－C適用）
09日（木） 通常例会／理事会 卓話 外間晃会員

緑間 禎会員・喜納 兼功会員・古川 浩司会員・
渡慶次 薫会員・根橋 理香会員・蓑島 尚美会員
（5/22 ひとり親世帯への食料支援参加）

〃

1６日（木） 通常例会 卓話者 若林英博ガバナー
18日（土） 旭川東RC創立55周年記念式典祝賀会

【ニコニコボックス】
迫 幸治会員・宮平 良哲会員・喜納 兼功会員・

第２回クラブ研修会&炉辺会合 16：00～

〃

那覇西RC創立60周年

〃

１９日（日） ｲﾝﾀｰｱｸﾄ平和学習&清掃活動

有松 秀行会員・渡慶次 薫会員・與那城 圭会員・

嘉数高台公園 9：45集合

駒木根 澄子会員・古川 浩司会員・田名 毅会員・

23日（木） 通常例会 卓話者 未定

田中 真純会員・緑間 禎会員・玉城 哲会員・

２５日（土） ひとり親世帯食糧支援 15：30 てぃるる

大城 真也会員・轟 一盛会員・大城 強会員

30日（木） 今年度最終例会＆オープン例会
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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
17,000
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
378,000
達成率 63.00％

第２回クラブ研修会＆炉辺会合のご案内
前回好評をいただきましたクラブ研修会（全会員対
象）の第２弾を６月９日（木）に開催いたします。日程は
下記の通りです。たくさんのご参加をお願い致します。
日
時 ６月９日（木）
研修会 16：00～17：50 炉辺会合 18：00～
場
所 ホテルコレクティブ ２階宴会場
炉辺会合 ホテルコレクティブ ４階レストラン
会
費 炉辺会合参加の方 3,000 円
※FAX でご案内をお送り致しますので、出欠のご返
信をよろしくお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
インターアクト沖縄分区
「慰霊の日平和学習クリーン奉仕活動」ご案内
日 時 ６月１９日（日） 10：00 集合
場 所 宜野湾市嘉数高台公園
沖縄分区インターアクトクラブは、毎年慰霊の日の前
後に、平和学習と清掃活動を嘉数高台公園にて行っ
ています。清掃活動後は京都の塔に献花、黙とうを捧
げ、ロータリアンに平和についてのお話をしていただ
きます。ぜひ多くの会員の皆様にご参加いただき、イン
ターアクターと共に汗を流し、平和について考える１日
にしていただきと思います。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
オープン例会のご案内（お願い）
今年度最終夜間例会はオープン例会といたします。
オープン例会は那覇東クラブに入会していただきたい
方、奉仕活動に興味のある方をご招待して、ロータリ
ーを知ってもらい入会に結びつけることを目的として
います。ぜひ皆様の友人知人の方をお誘いくださいま
すようお願い致します。
日 時 ６月３０日（木） 18：00～20：30
場 所 ホテルコレクティブ２階
会 費 会員 3,000 円 ゲスト 無料
※FAX でご案内をお送りしておりますので、ご確認い
ただきご協力をお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
■次年度各委員会委員長の皆様へ
委員会活動計画の提出、お早めにお願いいたします。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

5 月は「青少年奉仕月間」です！

※5 月１9 日（木）池間会長エレクトの卓話に聞き入る会員
の皆様。
※5/22（日）、
梅雨の晴れ間
の中、イオン那
覇店前広場に
て、「ひとり親
食糧支援」の
配布を行いま
した。
新会員の蓑島
さんも参加さ
れ、８０世帯へ
の支援を行い
ました。参加し
てくださった皆
様お疲れ様で
した！

※食糧支援にご参加くださった皆様、古川幹事、緑間会員
渡慶次会員、根橋会員、蓑島会員、写真には写っていま
せんが、喜納会員も参加され頑張っていました（＾＾）

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
5/19 収益金 5,000 円

今年度累計 84,500 円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

