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【ニコニコボックス】

◎本日（６/23)のプログラム

2021-22年度 委員会活動総括
2022-23年度 委員会活動計画発表

緑間 禎会員・西村 眞一会員・喜納 兼功会員・

第2646回 例会報告 2022年6月16日（木）

宮平 良哲会員・岩崎 克俊会員・野村 幸兵会員・
玉城 哲会員・有松 秀行会員・渡慶次 薫会員・
古川 浩司会員・下田 美智代会員・田名 毅会員
大城 真也会員
本日は待ちに待った若林ガバナーが当クラブを訪問

点
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会

有松 秀行 会員

されます。会員一同心から歓迎申し上げます。

斉

唱

『４つのテスト』

卓話も大変楽しみにしております。どうぞよろしく

『我らの生業』

お願いいたします。
若林 英博ガバナー

ソングリーダー

大城 真也 会員

ビジター紹介

野村 幸兵 会員

地区大会おめでとうございました。おかげで無事

ニコニコＢＯＸ

下田 美智代 会員

終了いたしました。本日よろしくお願い致します。

【出席報告】

松島 寛行様 （沖縄分区幹事）

（会員数３7名）

出席者数

ビジター

ゲスト

合計

若林ガバナー、ようこそ那覇東RCへいらっしゃいま

24名

4名

0名

28名

した。一年間ありがとうございました。

当日出席者率

77.41%

訂正出席率（6/9）

79.31%

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）

新崎 康幸様 （地区副幹事）
那覇東RCの益々の発展を祈念いたします。
池間 守会員
今朝、倫理法人会モーニングセミナーで下田会員に

メイクアップ適応期間は通年です

よる素晴らしい講話がありました。ロータリークラブ

【ビジター】
若林

英博
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（RI2580地区ガバナー）
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寛行
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（沖縄分区ガバナー補佐）

新崎

康幸

様

（RI2580地区副幹事）

北崎

隆

様

（東京中央RC）

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

仲本

清弘会員・西村

古川

浩司会員

眞一会員・玉城

旭川東RC創立５０周年記念式典参加）

毅会員・迫

喜納

兼功会員・緑間

幸治会員・渡慶次

宮平

良哲会員・大城

薫会員・轟

一盛会員・

真也会員・蓑島

尚美会員

ｲﾝﾀｰｱｸﾄ平和学習&ｸﾘｰﾝ奉仕活動参加）

毅会長・古川

（6/20

浩司幹事・根路銘

敦会員・

沖縄分区連絡会参加）

事務局／〒900-0014
電話 098-861-3021

18：00～ホテルコレクティブ
07日（木） クラブ協議会 11：00～12；20
例会12：30～13：30

21日（木） 休会 （定款7-1-C適用）
28日（木） 嶋村文男ガバナー公式訪問
例会12：30～13：30 フォーラム13：40～15：00
〈８月の予定〉
０４日（木） 通常例会／クラブ総会 12：30～13：30
11日（木） 休会 （公休日 山の日）

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

於：ホテルロイヤルオリオン

14日（木） 新旧合同理事会／会長幹事就任挨拶

那覇西RC創立６０周年記念式典参加）

兼功会員・渡慶次

田名

薫会員・

禎会員

喜納

（6/19

哲会員・

〈7月の予定〉

田名

（6/18

クラブの行事・予定
〈６月の予定〉

【メイクアップ】

（6/18

のメンバーにも聞いてもらいたかったです！

e-mail／nahahigashi-rc@nahaeast.org
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
30,000
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
439,000
達成率 73.16％

「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）
現在のところ、ゲストの登録は３名となっております。
最低でも５名はお招きしたいと思いますので、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。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
嶋村文男ガバナー公式訪問ご案内
日 時 ７月２８日（木）
場 所 ホテルコレクティブ ２階
例会 12：30～13：30 フォーラム 13：40～15：00
※全員参加でお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
■事務局からのお願い
年度末、新年度にかけいろいろな行事が多々ありま
す。皆様、日程のご確認をよろしくお願い致します。
また、出欠のお返事も確実にお願いいたします！

※6/16（木）の例会に若林英博ガバナーがお越しください
ました。会員一同熱烈歓迎でお迎えしました！

※若林ガバナーを囲んで記念撮影！とても楽しくいい例
会でした！
※６/１９（日）、
「インターアクト
平和学習とクリ
ーン奉仕活動」
が嘉数高台公
園で実施されま
した。
当日は梅雨明
けの日差しが厳
しい中、インタ
ーアクトの生徒
さんとロータリ
アンの皆さん一
緒に奉仕活動に
汗を流し、世界
の平和について
考えるいい一日
となったと思い
ます。
参加された皆様、大変お疲れ様でした。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
6/16 収益金 4,000 円

今年度累計 97,000 円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

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

