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知念 公男会員
再入会を記念して！

岩崎 克俊 会員
「イニシエーションスピーチ」

第2653 回 例会報告 2022年8月18日（木）
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【出席報告】

（会員数３7名）

出席者数
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※8/18知念公男パスト会長の再入会式を行いました。

0名

20名

年齢を重ねて益々ダンディーでステキな知念会員。

当日出席者率

66.66%

訂正出席率（ 8/4 ）

83.87%

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

これから共にロータリーライフを楽しんでまいりましょう。

クラブの行事・予定
〈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

渡慶次 薫会員 （8/7 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会出席）

〈9月の予定〉

下田 美智代会員・根橋 理香会員・駒木根 澄子会員・

０1日（木） 理事会／通常例会

蓑島 尚美会員・前森 章子会員・根路銘 敦会員

08日（木） 休会 （地区大会に振替）

（8/15 ローターリー研修会参加）

10日（土） 地区大会（グランドプリンス新高輪）

根路銘 敦会員 （8/19 浦添RC例会出席）
（8/20

卓話者 箕田和男様

地区研修委員会出席）

12：00受付
15日（木） 通常例会

【ニコニコボックス】

13：00開会
卓話者 豊見山様（予定）

22日（木） 休会 （定款7-1-ｄ適用）

田名 毅会員・西村 眞一会員・喜納 兼功会員・

２５日（日） クリーン奉仕活動（西原町きらきらビーチ）

蓑島 尚美会員・池間 守会員・有松 秀行会員・

29日（木） 通常例会

根橋 理香会員・緑間

禎会員・玉城 哲会員・

卓話者 堀基子氏

〈10月の予定〉

渡慶次 薫会員・古川 浩司会員・轟 一盛会員・

０６日（木） 理事会／通常例会 卓話者未定

下田 美智代会員

13日（木） 夜間例会 （観月会） 18：30～

本日は知念公男元パスト会長の再入会を行います。

場所： ホテルコレクティブプールサイド（予定）

改めてどうぞよろしくお願い致します。

20日（木） 通常例会

また、本日は田名毅会員にRYLAの取組みについて

２3日（日） ポリオデー

卓話をしていただきます。宜しくお願い致します。

27日（木） 通常例会

事務局／〒900-0014
電話 098-861-3021

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
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
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
114,000
達成率 19.00％

青少年交換学生リアナさん本日初例会参加
フィンランドからの交換学生リアナさんが、本日 8/25
当クラブの例会に初参加されます。
リアナさんは来日間もない時期で、まだ緊張されてい
ることと思います。皆で暖かくお迎えしましょう。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
クリーン奉仕活動のお知らせ
日時 ９月２５日（日） 10：00～13：00
場所 西原町きらきらビーチ
※清掃活動終了後、同ビーチにてバーベキューを
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 ホテルコレクティブ４F プールサイド予定
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。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
第３回 RYLR セミナーのお知らせ
期日 2023 年 2 月 23 日（木）～26 日（日）
場所 沖縄県国頭村「やんばる学びの森」
募集人員 27 名（沖縄 7 名）
募集期間 2022 年８月１日～10 月 25 日
応募資格 地区内に居住、勤務または通学する
]
２０歳～おおむね３０歳の男女
受講料
スポンサークラブが負担します
RYLA （Rotary Youth Leadership Awards）
ロータリー青少年指導者育成プログラムは、
コミュニケーションや問題解決のスキルを磨き、仲間と
の交流を通じた学びや、自分の可能性を発見し行動
へとつなげ、学校や地域で活躍できるリーダーとなる
人材を育成するためのプログラムです。
ぜひ皆様のご子弟や、会社の社員の皆様にお声かけ
いただき、推薦していただけますようお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
◆卓話者予告◆
９月１日
箕田 和男様
元琉球放送アナウンサー
９月１５日
豊見山様 （詳細は後日）
※皆様からの卓話者の推薦、お待ちしています(^^)

※８/１８の卓話は田名毅地区 RYLA 委員長による「ライラ
について」でした。RYLA プログラムの素晴らしさを熱
く語っていただきました。
来年２月２３日～２６日、国頭村やんばる学びの森で
RYLA セミナーが開催されます。

※我がクラブの蓑島尚美会員が、人命救助で表彰を受け
ました（拍手！）
４月に泉崎の歩道で、心肺停止状態で倒れていた男性
を、たまたま直前に受講した救急救命講習の心臓マッサ
ージで救助。男性はその後無事社会復帰されたそうです。
蓑島さんの勇気ある行動に敬意を表するとともに、同じ
那覇東ロータリアンとして誇りに思います！

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
８月の結婚記念日おめでとうございます
古川 浩司会員（３日）
岩崎 克俊会員（３日）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

チャリティーロッタリー報告
8/18 収益金 4,000 円

今年度累計 19,500 円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です

