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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
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本日の卓話は、前年度地区青少年交換委員長の藤本

外間 晃会員
「オーストラリアと軽井沢 Q＆A」

誠一様に「青少年交換プログラム」について、Zoom
で卓話をしていただきます。次年度フィンランドから
の交換学生受入れの予備知識として、しっかりお話
をお聴きしたいと思います。よろしくお願い致します。
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クラブの行事・予定

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】

〈６月の予定〉
1６日（木） 通常例会 卓話者 若林英博ガバナー

藤本 誠一 様

（東京東久留米RC Zoom卓話）

上原 慎次 様

（那覇南RC Zoom参加）

18日（土） 旭川東RC創立55周年記念式典祝賀会
〃

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

【メイクアップ】

嘉数高台公園 9：45集合
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那覇南RC）

RLI研修会）

田名 毅会長・古川 浩司幹事・玉城 哲会員

23日（木） 通常例会 卓話者 未定
２５日（土） ひとり親世帯食糧支援 15：30～
30日（木） 今年度最終例会＆オープン例会

有松 秀行会員 （5/31 地区大会参加）

18：00～ ホテルコレクティブ
〈7月の予定〉

【ニコニコボックス】

07日（木） クラブ協議会 11：00～12；20

迫 幸治会員・西村 眞一会員・喜納 兼功会員・

例会12：30～13：30

親泊 元八会員・渡慶次 薫会員・與那城 圭会員・

14日（木） 新旧合同理事会／会長幹事就任挨拶

駒木根 澄子会員・古川 浩司会員・田名 毅会員・

21日（木） 休会 （定款7-1-C適用）

根橋 理香会員・緑間 禎会員・池間 守会員・

28日（木） 嶋村文男ガバナー公式訪問

大城 真也会員・大城 強会員

例会12：30～13：30 フォーラム13：40～15：00

事務局／〒900-0014
電話 098-861-3021

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

於：ホテルロイヤルオリオン

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
393,000
達成率 65.50％

My ROTRYとロータリー賞エントリー
ZOOM勉強会のご案内
日 時

６月15日（水） 15：00～16：45
（14：45より入室可能／事前申込不要）
ミーティングID: 845 7514 9918
パスコード: 2580
※タブレットやPCがご用意出来る方は画面を見なが
ら一緒に楽しく勉強して参りたいと思いますので、
ご参加頂きたく、宜しくお願いを申し上げます。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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
※多くの会員の皆様のご参加をお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
オープン例会のご案内（お願い）
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
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
インターアクト年次大会登録のお願い
日 時 ２０２２年７月８日（日）
場 所 城西中学・高等学校 しいの木ホール
東京都豊島区千早 1-10-26
登録料 参加 10,000 円 登録のみ 3,000 円
※登録のみでも結構ですのでご協力お願いします。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
次年度クラブ協議会のお知らせ
日 時 ７月７日（木） 11：00～12：15
12：30～13：30 通常例会
会 場 ホテルロイヤルオリオン ２階「旭の間」
※クラブ協議会は次年度各委員会委員長及び入会３
年未満会員は出席義務となっております。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

6 月は「ロータリー親睦活動月間」です！

※5/26（木）例会前に新会員研修会を実施しました。

※5/26（木）の卓話は前年度地区青少年交換委員長の
藤本誠一様に、Zoom で「青少年交換プログラム」に
ついてお話して頂きました。次年度の交換学生受入れ
準備として大変参考になりました（感謝）

※地区大会の壇上で表彰を受ける田名会長！那覇東は
フォトコンテスト（水辺の美化プロジェクト）と地区大会
アワード（ポリオ根絶啓発を兼ねた献血活動）で２つの
賞を戴きました（拍手）

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
６月のお誕生日おめでとうございます！
喜納 兼功会員（５日）
迫 幸治会員（１４日）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
5/26 収益金 4,500 円

今年度累計 89,000 円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

