WEEKLY REPORT NAHA EAST R.C

那覇東ロータリークラブ週報

2022-23年度国際ロータリーのテーマ

2022. 08/04

2022-23年RI会長

第２６５２号

ジェニファー E. ジョーンズ
ウィンザー・ローズランド ロータリークラブ所属（カナダ・オンタリオ州）

【ニコニコボックス】

◎本日（08/04)のプログラム

クラブ総会

第2651 回 例会報告 2022年7月28日（木）
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【出席報告】

（会員数３7名）

出席者数

ビジター

25名

6名

ゲスト

合計

1名

24名

当日出席者率

80.64%

訂正出席率（ 7/14 ）

77.41%

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

田名 毅会員・與那城 圭会員・喜納 兼功会員・
親泊 元八会員・池間 守会員・有松 秀行会員・
迫 幸治会員・根橋 理香会員・緑間 禎会員・
大城 強会員・大城 真也会員・玉城 哲会員・
渡慶次 薫会員・古川 浩司会員・轟 一盛会員・
下田 美智代会員
嶋村文男ガバナー、ようこそ那覇東へ！バイタリティ
あふれる嶋村ガバナーの公式訪問楽しみにしていま
した。本日はよろしくお願いいたします。
仁開 一夫 様 （沖縄分区ガバナー補佐）
今日は嶋村ガバナーに同行して例会に参加させてい
山里 将 様 （地区副代表幹事）
久しぶりのメイクアップです。宜しくお願い致します。
新里 真由美 様 （地区幹事）
今日はよろしくお願いいたします。
田中 正光 様 （地区研修・拡大・RLI委員）
元気いっぱいの那覇東RCに学びに参りました。
嶋村ガバナー追っかけです。宜しくお願い致します。
髙橋 一博 様 （東京新都心RC）

【ビジター】

初訪問いたします。地区大会のホストクラブでござい

嶋村 文男 様

（RI2580地区ガバナー）

仁開 一夫 様

（沖縄分区ガバナー補佐）

山里

将 様
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（地区副代表幹事）

ます。多数のご参加をお願い致します。

クラブの行事・予定
〈８月の予定〉

新垣 真由美 様 （地区幹事）

11日（木） 休会 （公休日 山の日）

高橋 一博 様

（東京新都心RC)

17日（水） 青少年交換留学生リアナさん来沖

田中 久光 様

（浦添RC）

18日（木） 通常例会

卓話者未定

25日（木） 通常例会

卓話 岩崎 克俊会員

【ゲスト】
井上

泉 様

（興南高校IAC顧問）

交換留学生リアナさん、ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ、例会参加

【メイクアップ】

〈9月の予定〉

池間 守会長・轟 一盛幹事・田名 毅会員・玉城 哲会員
（7/29 沖縄尚学高校表敬訪問）

０1日（木） 理事会／通常例会

卓話者 蓑田和夫様

08日（木） 休会 （地区大会に振替）

根路銘 敦会員

10日（土） 地区大会（グランドプリンス新高輪）

（7/28 地区クラブ奉仕委員会出席）

12：00受付

13：00開会

【ニコニコボックス】

15日（木） 通常例会

外間 晃 会員

22日（木） 休会 （定款7-1-ｄ適用）

誕生日のプレゼントありがとうございます。
事務局／〒900-0014
電話 098-861-3021

25日（日） クリーン奉仕活動（予定）

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 豊見山様（予定）

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
29,000
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
79,000
達成率 13.16％

公式訪問お礼
国際ロータリー第 2580 地区
ガバナー 嶋村 文男
拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
貴クラブへの公式訪問に際しましては、会長・幹事を
はじめ会員の皆様に歓迎いただきまして誠にありがと
うございました。
新型コロナウイルスが心配な状況の中、ご多忙の皆
様に貴重なお時間を頂き、貴クラブの活動状況をお聞
きすることができました。また、新たな試みであるガバ
ナー公式訪問フォーラムにもご協力を賜り、心より感
謝申し上げます。
今年度のテーマ「IMAGINE ROTARY」をご理解
いただき、会員の皆様が楽しくロータリー活動に励ま
れますことを願っております。
貴クラブの益々のご発展と会員の皆様のご活躍を祈
念してお礼のご挨拶とさせて頂きます。
謹白
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
旭川東 RC 交流ツアー中止のご案内
９月１１日～１２日の１泊２日で旭川東 RC 交流ツアーを
計画していましたが、コロナ感染者急増に伴い、今回
は残念ながら中止といたします。
参加を予定されていた皆様、何卒ご了承のほどよろし
くお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
◆卓話者予告◆
８月１８日
田名 毅会員
卓話テーマ「RYLA について」
８月２５日 岩崎 克俊会員
イニシエーションスピーチ
９月１日
蓑田 和男様
元琉球放送アナウンサー
※皆様からの卓話者の推薦、お待ちしています(^^)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
7/28 収益金 4,500 円
今年度累計 10,000 円
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※7/28（木）は嶋村文男ガバナーの公式訪問でした。
ガバナーを囲んでの記念撮影。

※ガバナー公式訪問の日に前森章子さんの入会式があり
嶋村ガバナーも大変喜んでおられました（祝）

※ポールハリスフェロー（２回目）のバッジを池間会長から
授与される古川浩司会員。

8 月のお誕生日おめでとうございます！
仲本 清弘会員（２０日）

儀間 智会員（１３日）

古川 浩司会員（１１日）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です

※フィンランドからの青少年交換留学生リアナさんを受入
れしていただく沖縄尚学高校へ表敬訪問。

