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◎本日（08/18)のプログラム

卓話
演題

田名 毅 会員 （地区RYLA委員長）
「RYLAについて」

第2652 回 例会報告 2022年8月4日（木）
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田名 毅会員・西村 眞一会員・喜納 兼功会員・
蓑島 尚美会員・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・駒木根 澄子会員・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
本日はクラブ総会です。皆様宜しくお願い致します。
また、本日は知念公男元パスト会長もお見えです。
再入会予定とのこと、大変うれしく思います。
古川 浩司会員
誕生日を祝っていただきありがとうございます。

駒木根 澄子 会員

【出席報告】

（会員数３7名）

出席者数

ビジター

24名

1名

ゲスト

合計

2名

27名

当日出席者率

77.41%

訂正出席率（ 7/28 ）

80.64%

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】
城間 幹夫 様

（宜野湾ロータリークラブ）

※８/４クラブ総会にて。前年度会長幹事に感謝状の贈呈。

クラブの行事・予定

【ゲスト】
知念 公男 様

（元会員、パスト会長）

鷲崎 一誠 様

（ジャパンウインターリーグ 代表）

〈８月の予定〉
25日（木） 通常例会

【メイクアップ】

卓話 岩崎 克俊会員

交換留学生リアナさん、ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ、例会参加

根路銘 敦会員 （7/28 地区研修委員会出席）
（7/29 ハローロータリ―説明会出席）

〈9月の予定〉
０1日（木） 理事会／通常例会

卓話者 箕田和夫様

池間 守会長 （7/30 ローターアクト交流会出席）

08日（木） 休会 （地区大会に振替）

下田 美智代会員・根橋 理香会員・駒木根 澄子会員・

10日（土） 地区大会（グランドプリンス新高輪）

蓑島 尚美会員・前森 章子会員・根路銘 敦会員
（7/30 ローターリー研修会参加）

12：00受付
15日（木） 通常例会

13：00開会
卓話者 豊見山様（予定）

【ニコニコボックス】

22日（木） 休会 （定款7-1-ｄ適用）

親泊 元八 会員

２５日（日） クリーン奉仕活動（予定）

知念公男さんの再入会を祝って！
知念 公男 様

29日（木） 通常例会

（元会員、パスト会長）

旧友の方々との再会に。
事務局／〒900-0014
電話 098-861-3021

〈10月の予定〉
０６日（木） 理事会／通常例会 卓話者未定

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/

卓話者未定

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

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
20,000
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
99,000
達成率 16.50％

青少年交換学生リアナさん来沖
8/17（水）東京でのサマーキャンプを終えて、フィンラ
ンドからの交換学生リアナさんが那覇に到着します。
リアナさんは８月２５日の例会に、ホストファミリー、沖
縄尚学高校の担任教諭と共に参加します。皆で暖かく
お迎えしましょう。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
地区大会のご案内
9 月 10 日（土）グランドプリンスホテル高輪で開催さ
れる地区大会の登録受付は 12 時からです。
参加される会員の皆様は、時間までに会場入りしてく
ださいますようお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
クリーン奉仕活動のお知らせ
９月２５日（日）クリーン奉仕活動を予定しています。
詳細につきましては、後日お知らせいたしますので、
日程の調整をよろしくお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
夜間例会（観月会）のお知らせ
日時 １０月１３日（木） 18：30～20：30
場所 未定
会費 ３０００円（会員・ご家族・ゲスト）
※詳細はおってご連絡いたします。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
≪新会員（再入会）ご紹介≫
氏名 知念 公男 （ちねんきみお）会員
生年月日 １９４２年６月 23 日
職場 琉球ゴーレックス（株） 取締役相談役
職場住所 那覇市久米 2-10-22-2F
電話 988-0121 携帯 090-9567-0024
※１９６８年２5 歳で那覇東 RC に入会、３５年間在籍。
1990～1991 年度クラブ会長を歴任
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
◆卓話者予告◆
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
箕田 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
8/4 収益金 5,500 円
今年度累計 15,500 円
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※再入会予定の知念公男元パスト会長に心から感謝！

※古川浩司会員お誕生日おめでとうございます！（祝）

※久々のメーキャップ。宜野湾 RC 城間幹夫様。

※以前卓話をしていただきましたジャパンウインター
リーグ代表の鷲崎一誠様。ヤングパワーに期待！

