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【ニコニコボックス】

◎本日（09 /29)のプログラム

卓話
演題

堀 基子 氏 野菜ソムリエ上級プロ
「あなたの健康を守る外食のコツ」

出席規定での免除会員数 8名（７月現在）

池間 守会員・田名 毅会員・喜納 兼功会員・
駒木根 澄子会員・根橋 理香会員・迫 幸治会員・
宮平 良哲会員・古川 浩司会員・玉城 哲会員・
渡慶次 薫会員・下田 美智代会員
本日は、一般社団法人「海の森珊瑚再生プロジェクト」
理事の豊見山和美様を卓話にお招きしています。
どうぞよろしくお願い致します。
また、本日は遠藤様ご夫妻はじめ、沢山のビジター・
ゲストの皆様にお越し頂き誠に有難うございます。
池間 守会員・田名 毅会員・古川 浩司会員・
宮平 良哲会員・渡慶次 薫会員・玉城 哲会員
仲宗根敦子様、又吉るみ子様のご入会を心より歓迎
いたします！
緑間 禎会員
父の葬儀に関しまして、会員の皆様には心から御礼
申し上げます。ありがとうございました。
林 秀一 様 （那覇南ロータリークラブ）
１０月３日（月）の東京オリンピック銅メダリストの、

メイクアップ適応期間は通年です

屋比久選手の卓話へのメイキャップ、よろしくお願い
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【出席報告】

（会員数40名）

出席者数

ビジター

22名

1名

ゲスト

合計

0名

23名

当日出席者率

68.75%

訂正出席率（ 8/25 ）

84.37%

【ビジター】
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〈10月の予定〉
０６日（木） 理事会／通常例会 卓話 新城 恵子氏
13日（木） 夜間例会 （観月会） 18：30～20：30

（那覇南ロータリークラブ）

【ゲスト】
豊見山 和美 様
宮城 光秀 様

クラブの行事・予定

場所： ホテルコレクティブ４階 レストラン
20日（木） 休会 （ポリオデーに振替）

（ゲストスピーカー）

２3日（日） ポリオデー （国際通り街頭募金）

（下田会員ゲスト ）

【メイクアップ】

13：00～17：00

パレットくもじ前広場

27日（木） 通常例会 卓話者未定

池間 守会長・轟 一盛幹事・下田 美智代会員・

〈1１月の予定〉

駒木根 澄子会員・玉城 哲会員・喜納 兼功会員・

03日（木） 休会 （祝日 文化の日）

迫 幸治会員・蓑島 尚美会員・宮平 良哲会員・

10日（木） 休会 （定款7-1-C適用）

有松 秀行会員・渡慶次 薫会員・根橋 理香会員・

１７日（木） 理事会／通常例会 卓話者 未定

田名 毅会員・前森 章子会員・古川 浩司会員・

2４日（木） 通常例会 卓話者未定

仲本 清弘会員・又吉 るみ子会員・與那城 圭会員・
大城 真也会員 （9/25 環境保全クリーン活動参加）
事務局／〒900-0014
電話 098-861-3021

〈12月の予定〉
01日（木） 夜間例会 （忘年会） 18：30～場所未定

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/

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
21,000
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
165,000
達成率 27.50％

環境保全クリーン奉仕活動御礼
去る９月２５日（日）西原町きらきらビーチにて実施い
たしました環境保全クリーン活動へは、多くの会員、ご
家族、ゲストにご参加頂き、誠に有難うございました。
当日は天気にも恵まれ、ビーチや周辺施設の清掃活
動に汗を流しました。
青少年交換学生リアナさんとホストファミリー、興南高
校インターアクトの生徒さんたちも参加され、総勢７０
名の参加者でした。
清掃終了後には立川フードサービスさんの美味しい
お弁当やミカン、お菓子等をいただきながら楽しく交
流しました。諸々の準備等、取り仕切ってくださいまし
た駒木根社会奉仕委員長、大変お疲れ様でした！
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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 レストラン
会費 ３０００円（会員・ご家族・ゲスト）
※お楽しみ抽選会を行いますので、お一人１品の景
品提供をお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ポリオデーのお知らせ（予告）
実施日 ２０２２年１０月２３日（日） １３時～１７時
『オープニングセレモニー』
・実行委員長・嶋村ガバナーあいさつ
・ロータリアン・賛同者から「ガンバロー」発声
・「沖縄分区コロナ根絶宣言」でスタート
街頭イベント『歌って、語って、ポリオを無くそう』
・那覇東 RC&浦添 RC と合同開催。交通量の多い
パレットくもじ前広場にてミニコンサートやパネルを
展示。広報と募金活動を行います。
『奇跡の１マイル練り歩き』
・当日は歩行者天国！赤の T シャツを着用し、風
船、チラシを配布しながら国際通りを練り歩きます。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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）

※9/15 の卓話者「海の森珊瑚再生プロジェクト」理事の
豊見山和美様。演題は『珊瑚の危機が教えてくれた生命の
意味』。大変興味深いお話で勉強になりました。

※那覇東に新しくお二人のレディス会員が誕生しました。
仲宗根敦子さん（右）、又吉るみ子さんです。那覇東レディ
ス益々パワフルになりそうです！よろしくお願い致します。

※9/25（日）西原町きらきらビーチにて『環境保全クリーン
活動』を実施いたしました。総勢７０名で楽しく汗を流しまし
た。ご参加くださった皆様、ありがとうございました！

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
９月の結婚記念日おめでとうございます！
西村 眞一会員（１８日）

有松 秀行会員（１９日）

田中 真純会員（２１日）
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
9/15 収益金 3,500 円

今年度累計 31,500 円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

