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◎本日（６/30)のプログラム

<オープン例会〉 卓話者 荒川 雅志 様
琉球大学国際地域創造学部ｳｪﾙﾈｽ研究分野 教授

第2647回 例会報告 2022年6月23日（木）
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『４つのテスト』

強 会員

『それでこそロータリー』
ソングリーダー

大城 真也 会員

ビジター紹介

村田 哲也 会員

ニコニコＢＯＸ

根橋 理香 会員

【出席報告】

※６/２３の例会にてビジターの熊本泰久様（宇都宮陽北RC）
を囲んで記念撮影をしました。
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訂正出席率（6/16）

79.31%

出席規定での免除会員数 ８名（７月現在）

【ビジター】
泰久

〈６月の予定〉
30日（木） 今年度最終例会＆オープン例会
18：00～ホテルコレクティブ
〈7月の予定〉
07日（木） クラブ協議会 11：00～12；20

メイクアップ適応期間は通年です

熊本

クラブの行事・予定

例会12：30～13：30
様

（宇都宮陽北RC）

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

【メイクアップ】

21日（木） 休会 （定款7-1-C適用）

玉城

哲会員・渡慶次

薫会員・根路銘

敦会員・

28日（木） 嶋村文男ガバナー公式訪問

宮平

良哲会員・大城

真也会員・池間

守会員・

例会12：30～13：30 フォーラム13：40～15：00

古川

浩司会員

（6/25

〈８月の予定〉

ひとり親世帯への食糧支援参加）

０４日（木） 理事会／通常例会／クラブ総会

【ニコニコボックス】

12：30～例会

13：00～13：30クラブ総会

喜納 兼功会員・緑間 禎会員・迫 幸治会員・

07日（日） IA年次大会（城西大学付属高校）

宮平 良哲会員・池間 守会員・大城 強会員・

11日（木） 休会 （公休日 山の日）

玉城 哲会員・轟 一盛会員・渡慶次 薫会員・

18日（木） 通常例会／理事会 卓話者未定

古川 浩司会員・下田 美智代会員・田名 毅会員・

25日（木） 通常例会／理事会 卓話者未定

大城 真也会員・與那城 圭会員・根橋 理香会員

〈9月の予定〉

梅雨が明け一気に夏本番の暑さと日差しです。皆様

０1日（木） 理事会／通常例会

体調管理に十分お気を付けください。 また、本日は

08日（木） 休会 （地区大会に振替）

沖縄の「慰霊の日」です。戦争で亡くなられた方々へ

1０日（土） 地区大会 １２：００～受付 13：00開会

の追悼とご冥福をお祈りいたします。
事務局／〒900-0014
電話 098-861-3021

会場： グランドプリンスホテル新高輪

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

卓話者未定

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
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
454,000
達成率 75.66％

『一年を振り返って』
会長 田名 毅
昨年、会長になって最初の例会がオンラインで行った
ことを思い出します。若林ガバナーの公式訪問もやむ
なくこの形式で行いました。そのような中、なんとか親
睦をはかれないかと考え、茂津目親睦委員長にオンラ
イン飲み会を企画してもらいました。おつまみセットを
事前に送る周到な準備に感動しました。
それから感染状況を見ながら、ようやくリアルで集まり
例会が出来た時は本当に嬉しかったです。そして、古
川幹事と計画を温めていた事業を一気に開始しまし
た。母子会支援、池間副会長に仕切ってもらった水辺
の美化プロジェクト、そしてポリオ啓発を兼ねた献血
です。名護の IM で分区の方々にこれらの活動を紹介
しました。毎週のようにイベントがある状況になりまし
たが、会員の皆様の協力ですべて実施出来ました。コ
ロナ再感染拡大の前に忘年会もなんとか開催しまし
た。玉城会員のハーモニカ最高でした。年明けには牧
志公園での清掃活動兼ねたお花見も出来ました。久
しぶりの皆様との昼飲みは最高の時間でした。
地区大会で２つのアワードをいただいたのは、クラブ
の底力があってのことと思います。そして、最後のオー
プン例会は今年の集大成です。皆様、いい時間を過ご
しましょう！
※最後になりますが、1 年間ロータリーの基本をご指
導いただいた根路銘会員にこの場を借りて感謝の意
を表します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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
※全員で嶋村ガバナーをお迎えしましょう！
ご参加よろしくお願い致します。

※6/23（木）の例会に宇都宮陽北 RC より熊本泰久様が
メーキャップで来訪され、バナーの交換をしました。

※６/２５（土）那覇市母子福祉会の総会にて、当クラブの
『ひとり親世帯への食糧支援』事業に対し、感謝状が贈
呈され、田名会長の代理で古川幹事が授受致しました。

※６/25（土）「ひとり親世帯への食糧支援」に参加された会
員の皆様、大変お疲れ様でした。この事業も今回が最後
となり、たくさんのひとり親世帯の方々に喜んでいただく
ことができ、今年度の本当にいい奉仕活動でした！

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
６月の結婚記念日おめでとうございます
田名 毅会員（６日）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
6/23 収益金 4,000 円 今年度累計 101,000 円
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

