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◎本日（07/１４)のプログラム

会長・幹事就任挨拶

第2649回 例会報告 2022年7月7日（木）
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【出席報告】

禎 会員

（会員数３7名）

出席者数
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23名
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当日出席者率

74.19%

訂正出席率（ 6/30 ）

90.62%

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】
仁開

蓑島 尚美会員・喜納 兼功会員・有松 秀行会員・
野村 幸兵会員・宮平 良哲会員・迫 幸治会員・
駒木根 澄子会員・緑間 禎会員・田名 毅会員・
親泊 元八会員・大城 真也会員・玉城 哲会員・
渡慶次 薫会員・古川 浩司会員
仁開一夫ガバナー補佐、喜屋武力地区幹事、那覇東の
初例会へようこそお越しくださいました！また、例会
前のクラブ協議会大変お疲れ様でした。卓話も楽しみ
にしています。よろしくお願い致します。
喜屋武 力 様 （地区幹事）
本年度地区幹事を仰せつかりました。一年間よろしく
お願い致します。
池間 守会長・轟 一盛幹事
新年度の初例会です。一年間よろしくお願いします。

クラブの行事・予定
〈7月の予定〉
21日（木） 休会 （定款7-1-ｄ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〉

一夫

喜屋武
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力

様

（沖縄分区ガバナー補佐）

様

（地区幹事）

０４日（木） 理事会／通常例会／クラブ総会
12：30～例会

【メイクアップ】

13：00～13：30クラブ総会

07日（日） IA年次大会（城西大学付属高校）

池間 守会長・轟 一盛幹事・大城 強会員・

11日（木） 休会 （公休日 山の日）

駒木根 澄子会員・渡慶次 薫会員・玉城 哲会員・

18日（木） 通常例会

卓話者未定

有松 秀行会員・根橋 理香会員・喜納 兼功会員・

25日（木） 通常例会

卓話 興南高校IAC（予定）

大城 真也会員・古川 浩司会員・村田 哲也会員・

〈9月の予定〉

緑間 禎会員・下田 美智代会員・根路銘 敦会員・

０1日（木） 理事会／通常例会

田名 毅会員

08日（木） 休会 （地区大会に振替）

（7/7 クラブ協議会出席）

池間 守会長・轟 一盛幹事・田名 毅会員・

10日（土） 地区大会（グランドプリンス高輪）

下田 美智代会員・玉城 哲会員

12：00受付

（7/7 青少年交換学生ｶｳﾝｾﾗｰ・ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ会議出席）
緑間 禎会員 （7/11 那覇南RC例会参加）

【ニコニコボックス】
初めてのガバナー補佐としての例会有難うございます。

電話 098-861-3021

15日（木） 通常例会

13：00開会
卓話者未定

22日（木） 休会 （定款7-1-ｄ適用）
25日（日） クリーン奉仕活動（予定）

仁開 一夫 様 （沖縄分区ガバナー補佐）

事務局／〒900-0014

卓話者未定

〈10月の予定〉
０6日（木） 理事会／通常例会

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／http://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

卓話者未定

会 長／池間 守
幹 事／轟 一盛
副会長／下田 美智代

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ＢＯＸ
前 年 度目 標 額

2.みんなに公平か
日計
25,000
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
25,000
達成率 4.16％

嶋村文男ガバナー公式訪問ご案内
日 時 ７月２８日（木） 12：30～
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。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※7/7（木）初例会前に仁開一夫ガバナー補佐によるクラ
ブ協議会が行われました。

地区大会のご案内
日 時 ９月１０日（土） １２時受付 １３時開会
会 場 グランドプリンスホテル新高輪
登録料 12,000 円 （会員・ご家族）
※終了後、東京東 RC との交流会を予定しています。
多くの会員のご参加をお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
旭川東 RC 交流ツアーご案内
地区大会翌日の９月１１日～１２日の１泊２日で旭川東
RC 交流ツアーを計画しています。
観光、グルメ、ゴルフ、旭川東の皆さんとの交流会など

※今年度誕生日のお祝い第１号。玉城哲会員（祝）

内容の濃いツアーです。ぜひ地区大会とセットでご検
討ください。ご参加のほどよろしくお願いいたします。
（詳しくはチラシ、または古川会員にご確認ください）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ローターアクト 2022-23 年度
「ガバナー訪問交流会（沖縄分区）」のご案内
日 時： 2022 年 7 月 30 日（土）16:50～受付
17:00～18:00 公式訪問
18:00～20:00 交流会
会 場： パシフィックホテル沖縄 2 階「ワイケレ」
登録料： ロータリアン \8,000(交流会込)
会議のみ \3,000
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
各国の学友が安倍元⾸相を追悼
安倍晋三元首相が７月８日、銃撃により死去した報道
を受け、ネパール米山学友会から当会宛てに追悼文
が寄せられました。また、モンゴル米山学友会も訃報
の翌日、在モンゴル日本大使館に献花をしてください
ました。台湾米山学友会からも、理事長と幹事長の連
名で追悼メッセージをいただきました。このほか、各国
の学友が安倍元首相の突然の訃報に驚き、哀悼の意
を示しています。
（ハイライトよねやまより）

※7/7 の卓話は仁開一夫ガバナー補佐。演題は『ロータリ
ーとの出会いについて』。大変面白いお話でした。

※2022-23 年度初例会の終了後に皆で記念撮影。

