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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（６/16)のプログラム
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この度、沖縄県PTA連合会の会長を拝命しました。
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若林 英博ガバナー
「一年間をふり返って」
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先輩会長の喜納会員、田畑準会員のような素晴らし
い会長を目指してロータリー共々励んでまいります。
喜納 兼功会員
皆様から誕生日のお祝いをして頂きましてありが
とうございます。

『奉仕の理想』
ソングリーダー

緑間 禎 会員

ビジター紹介

駒木根 澄子 会員

ニコニコＢＯＸ

根橋 理香 会員

【出席報告】

（会員数３7名）
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24名

0名
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24名

当日出席者率

77.41%

訂正出席率（5/26）

80.64%

※６/９の卓話者、外間晃会員。オーストラリアのお話がとても

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）

興味深く、引き込まれました！第２弾を宜しくお願いします。

メイクアップ適応期間は通年です

クラブの行事・予定

【メイクアップ】

〈６月の予定〉
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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

東京御苑RC例会参加）

（6/2
（6/10

〃

浦和東RC例会参加）
浦添RC例会参加）

【ニコニコボックス】

嘉数高台公園 9：45集合
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

西村 眞一会員・駒木根 澄子会員・緑間 禎会員
宮平 良哲会員・根橋 理香会員・轟 一盛会員・

18：00～ ホテルコレクティブ
〈7月の予定〉

玉城 哲会員・有松 秀行会員・渡慶次 薫会員・

07日（木） クラブ協議会 11：00～12；20

古川 浩司会員・大城 真也会員・田名 毅会員

例会12：30～13：30

於：ホテルロイヤルオリオン

本日の卓話は外間晃会員に「オーストラリアと軽井沢」

14日（木） 新旧合同理事会／会長幹事就任挨拶

について、質問形式で卓話をしていただきます。

21日（木） 休会 （定款7-1-C適用）

楽しく、興味深いお話がたくさん聴けると思います。

28日（木） 嶋村文男ガバナー公式訪問

どうぞよろしくお願いいたします。

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
例会場／ホテルコレクティブ 2階 宴会場

e-mail／nahahigashi-rc@nahaeast.org
電話 098-860-8366
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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
16,000
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
409,000
達成率 68.16％

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
※今週日曜日です。皆様のご参加をお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
「ひとり親世帯への食糧支援」お知らせ
日 時 ６月２5 日（土） 15：30
場 所 沖縄県総合福祉センター ゆいホール
地区補助金活用事業「ひとり親世帯への食料支援」も
いよいよ今回が最後となりました。今回当番の皆様
最後までよろしくお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
インターアクト年次大会登録のお願い
日 時 ２０２２年 8 月 7 日（日）
場 所 城西中学・高等学校 しいの木ホール
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。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ガバナー事務所からのお知らせ
地区大会にてご講演いただきましたロータリー財団学
友で元 JAXA 宇宙飛行士の山崎直子様の動画
「宇宙、人、夢をつなぐ」を地区の YouTube チャンネ
ルでご覧いただけます。 なお、動画のリンクは、ロー
タリー関係者のみで共有ください。
https://youtu.be/vlHBg1b4RDc

※地区大会フォトコンテスト優秀賞と、地区大会アワード、
ロータリーデー奉仕賞をいただきました！（拍手～）

※昨年１２月９日に実施した「ポリオ根絶啓発を兼ねた献血
活動」に興南高校 IAC の生徒さんたちが応援に来てく
ださったときの写真。この活動で賞をいただけました！

※国際通り清掃活動の写真。 来る６/１９はインターアクト
平和学習とクリーン奉仕活動が実施されます。興南高校
インターアクト、活発に奉仕活動しています。那覇東ロー
タリアンも共に頑張っていきましょう！

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
6/9 収益金 4,000 円

今年度累計 93,000 円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

6 月は「ロータリー親睦活動月間」です！
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

