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東京御苑ロータリークラブ WEEKLY REPORT

真のロータリークラブを目指そう Let's make the “True Rotary club”
2018 - 2019  クラブ会長 標語

2018-2019 
国際ロータリー会長 標語

バリー・ラシン
Barry Rassin

◆例会日 毎週木曜日　時間　19：00～ 20：00
◆例会場 東京都新宿区西新宿 2-2-1 京王プラザホテル
 TEL 03-3344-0111（代表） FAX 03-3345-8269
◆創立日 2015 年 3月 25日（国際ロータリー認証日 ) 
◆事務所 東京都新宿区西新宿8丁目14番19号   小林第2ビル3階
 TEL.03(6908)7660　 FAX.03(3367)5833
 E-mail.info@tokyogyoen-rc.com

◆会　   長  豊田　正司 
◆副  会  長  増谷　克己
 片岡　寛之
 茨木　拓矢
◆会長エレクト 神田　伸敬
◆直 前 会 長  鄭　　　潔

◆幹 　 　 事  渋谷　拓己
◆会 　 　 計  中村　隆之
◆ソングリーダー 恵利　恭子
◆Ｓ Ａ Ａ 劉　　静慧
◆親睦委員長 村上　まり
◆会 計 監 査  河野　担司
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東京御苑ロータリークラブ４周年記念例会
台北菁華ロータリークラブ友好クラブ締結 調印式

【第一部】　例会　18:30 ～

総合司会　東京御苑 RC　藤原高行 会員

台北菁華扶輪社社員入場　親睦活動委員長　村上まり 会員

開会点鐘 東京御苑 RC　豊田正司 会長

国歌斉唱 中華民国国歌

国歌斉唱 日本国国歌　君が代

ロータリーソング　奉仕の理想

   ソングリーダー　惠利恭子 会員

来賓・ビジター・ゲスト紹介 
  東京御苑 RC　豊田正司 会長

  東京御苑 RC　劉靜慧 SAA

会長挨拶 東京御苑 RC　豊田正司 会長

会長挨拶 台北菁華 RC　張程 社長

来賓挨拶 東京御苑 RC 特別代表（東京池袋 RC 所属）　

鈴木孝雄様

来賓挨拶 台北駐日經濟文化代表處　経済部部長　周立様

来賓挨拶　第 2580 地区中央分区ガバナー補佐

  （東京城北 RC 所属）　小川光生様

委員会報告

本日のニコニコの発表
  会員拡大増強委員長　岡村泰昭 会員

本日の出席報告 例会委員長　増谷克巳 会員

友好クラブ締結調印式
 会長　東京御苑 RC　豊田正司 会長

 会長　台北菁華 RC　張程 社長

 会長エレクト　東京御苑 RC　神田伸敬 会長エレクト

 会長エレクト　台北菁華 RC　周 志安社長當選人

両クラブ記念品の交換　台北菁華扶輪社社員

   　　 東京御苑 RC 会員

謝辞（閉会の辞） 東京御苑 RC　渋谷拓己 幹事

閉会点鐘 東京御苑 RC　豊田正司 会長

【第二部】  懇親会　19:20 ～

開会挨拶 東京御苑 RC　日台友好クラブ委員長　劉靜慧 会員

乾杯挨拶 台北菁華扶輪社　前社長　謝振維様

次年度会長挨拶　台北菁華扶輪社　社長當選人　周志安様

次年度会長挨拶　東京御苑 RC　会長エレクト　神田伸敬 会員

ロータリーソング 手にてつないで

閉会挨拶 東京御苑 RC　会長ノミニー　惠利恭子 会員

ニコニコ・Sorry メモ

先週までの合計 443,000 円
3/14 の ニコ！ニコ！   12,000 円

今年度の累計 455,000 円

次回例会
平成 31 年 4 月 4 日（木）



2

創立 4 周年記念例会 および 台北菁華ロータリークラブ 友好クラブ調印式

 台北菁華ロータリークラブ  張程 会長　ご挨拶
　豐田會長！各位扶輪先進！各位貴賓、
寶眷！大家晚安！在下是來自台灣的台
北菁華扶輪社 2018 ～ 2019 年度社長
Atlas、在下與社友們很榮幸受邀參加東京
御苑扶輪社授證典禮、於此謹代表菁華全
體社友獻上誠摯的喜悅與祝福！在這個美
好的日子還有一件同樣令人感到愉悅的喜
事，御苑、菁華二社締結友好關係之續約
儀式、祈願二社之間友誼永固！相互扶持！
攜手合作造福人群！謝謝各位！

豊田会長、ロータリークラブ会員、出席のご来賓の皆様、こんばんは！
私は「張　程 (Atlas)」です、台北菁華ロータリークラブ 2018 〜 19

年度の会長です。私と会員たちは今回の調印式に招待されて、すごく光
栄に思っております。ここで台北菁華ロータリークラブの全会員を代表
として、心から皆様を祝福しお礼を申し上げます。

この素晴らしい日は他にもすごく喜ぶことがあります。それは御苑
ロータリークラブと台北菁華ロータリークラブの「友好クラブ締結更新」

東京御苑ロータリークラブ 豊田正司 会長エレクト　挨拶　
台北菁華ロータリークラブ、張程会長

はじめ会員の皆様、ようこそ東京へ
我が東京御苑ロータリークラブ会員一

同、心より歓迎いたします。
今日、東京は皆様を歓迎するため桜

の花が満開になっております。菁華ロー
タリークラブとは、国際ロータリー第
３４８１地区パストガバナー「陳中統様（台
北中和社）」の仲介で、2016 年 3 月 23
日に新宿ワシントンホテルにて「友好クラ

ブ締結調印式」を挙行し今日まで至っております。
今回のご訪問は「友好クラブ締結更新」を兼ねたご訪問との事、短

い滞在期間ではございますが、東京オリンピックを控えた東京の街並み
を散策お楽しみください。

そして、今回の訪日を機会に菁華ロータリークラブとの交流が益々
活発に盛り上がる事を期待しております。また、菁華ロータリークラブ
におかれましては、本年５月１日に創立５周年を迎えられることを心よ
りお祝い申し上げます。この場で恐縮ですが、御苑ロータリークラブも
２０２０年３月２５日には創立５周年の記念日を迎えます。今後とも末
永く友好クラブとして、お互いに交流が出来れば幸いです。

最後に、今回訪問の張程会長はじめ台北菁華ロータリークラブ会員
の皆様のご健康と益々のご活躍、ご繁栄を祈念申し上げて歓迎のご挨
拶とさせて頂きます。

歡迎致詞  張程社長及台北菁華扶輪社的各位社員，歡迎來到東京。
我們東京御苑扶輪社的所有社員，由衷的表示歡迎。
今天，東京的櫻花到處盛開，象徵著歡迎各位的到來！
在國際扶輪第 3482 地區的元総監「陳中統先生（台北中和社）」的調
和下，我們在 2016 年 3月 23日，於新宿華盛頓飯店與台北菁華扶輪
社進行了「締結友好社」的簽訂儀式。
一直延續到了今天。
這次的來訪主要是為了「締結友好社的更新」，在這短暫的滯留期間，
希望大家可以盡情感受一下在東京奧林匹克運動會下的東京街頭。
期待這次的台北菁華扶輪社的來訪，能夠讓雙方的文化、商務交流，友
好以及各種奉仕活動更上一層樓。
今年 5月 1日，菁華扶輪社創立 5週年的紀念，在此，我們表示由衷
的祝福。
東京御苑扶輪社在 2020 年 3月 25日，也將迎來創立 5週年的紀念日。
希望今後能永遠作為友好社，相互合作交流，那將是我們期盼的！
最後，我們衷心祝福，張程社長及台北菁華扶輪社的各位社員，身體健
康，社務發展繁榮昌盛。 謝謝大家！

の調印式です。これから両クラブの友情関係をもっと深めて、力を合わ
せ、お互いに助け合い、人々の幸せのために全力をあげて努力する事
ができるように、心から願っております。皆さんありがとうございます。

 台北駐日経済文化代表処 経済部部長 周立様　ご挨拶
東京御苑扶輪社豐田會長、台北菁華扶輪社張社長各位台灣和日本的好
朋友，大家好！我是台北駐日經濟文化代表處經濟組組長，周立。今日
很榮幸代表駐日代表處參加今天的續盟儀式。
臺日關係向來友好密切，臺灣只要打開電視就可以看到日本電視節目，
日本文化、日本旅遊都是臺灣人茶餘飯後的共同話題。駐日代表處去
(2018) 年底委託智庫進行問卷調查，結果顯示 65%日本國民表示亞洲
國家中最有親近感的就是台灣。而日本台灣交流協會 2016 年也在臺灣
進行問卷調查，而其中有超過半數的國人表示在亞洲國家中最喜歡日本。
從觀光互訪來看，台日地理位置鄰近，交通便利，2018 年雙方互訪
人數高達 679 萬人次，其中臺灣訪日約為 483 萬人，以我國總人口
2,300 萬人來看，平均去 (2018) 年我國每 5個人就有一個人訪日。而
日本去年訪台人次約 196 萬人，佔我國去年外國旅客總數 (685 萬 ) 的
約 1/4，而 2018 年台灣更是超過夏威夷成為日本人暑假最想去旅遊的
國家。
近年臺日之間更是發展出在面臨天災時，相互支援，相互勉勵的良性循
環，這樣互助的鄰國關係放眼全世界也是相當稀有。
自從謝大使上任以來，強化與日本地方交流是駐日代表處的重要方針，
謝大使更走訪日本的 47個都道府縣，積極推動臺日地方交流，自大使
上任至今台日間已締結 65件姊妹友好交流協定 ( 累積件數為 127 件 )。
扶輪社向來致力於促進國際交流，臺日間更是透過扶輪社有進行相當多
國民外交，例如舉辦台日青少棒交流比賽、推動雙方學生短期交換留學、
共同捐助台灣偏鄉醫療器材與設備等等。其中特別值得一提的是日本扶
輪社的米山紀念獎學金，從 1952 年到 2017 年共協助 3,463 位來自台
灣的學生，對促進台日交流有極大貢獻，我在此代表駐日代表處感謝扶
輪社對臺日交流的付出。
今天很開心能夠見到台北菁華扶輪社與東京御苑扶輪社舉行友好社續盟
儀式，也祝您們未來可以持續維持友好社關係，一起深化台日民間和地
方的交流！最後祝大家身體健康，萬事如意，謝謝！

東京御苑ロータリークラブ豊田会長、台北菁華ロータリークラブ張
会長、並びに台湾もしくは日本からご出席の皆様、こんにちは。私は台
北駐日経済文化代表処経済部部長周立でございます。本日は駐日代表
処を代表いたしましてこの度の友好クラブ締結更新調印式に参加でき
ましたこと、大変光栄に存じます。

台湾と日本はこれまで密接に友好関係を保ってきました。台湾では
テレビを点けさえすれば、日本のテレビ番組を見ることができ、日本文
化や日本旅行はともに台湾の食後の共通の話題でもあります。駐日代表
処は昨年末にシンクタンクに委託してアンケート調査をおこないました
が、その結果、日本国民の 65％がアジアでもっとも親近感がある国と
して台湾を選びました。さらに、日本台湾交流協会が 2016 年に台湾で
おこなったアンケート調査でも、半数以上の台湾人がアジアでもっとも
好きな国として日本を選びました。

観光において相互訪問という観点から見ると、台湾と日本は地理的
にも近く、交通も便利です。2018 年には台湾と日本の双方での訪問者
数は述べ 678 万人にも達し、その中で台湾人の訪日者数は約 483 万人
でした。わが国の総人口が 2300 万人であることから見ると、昨年は平
均で台湾国民の 5 人に 1 人が日本を訪れている計算になります。さら
に、台湾を訪れた日本人も約 196 万人で、昨年の台湾への外国人旅客
総数は 685 万人になりますが、これの約 4 分の１を占めました。また、
2018 年には日本人が夏休みでもっとも旅行したい国として、台湾がハ
ワイを抜いて 1 位になりました。

近年、台日の間には、災害が発生するたびに、互いに励まし合い、
助け合う「善の循環」が深く根ざしております。このような隣国関係は
世界で見ても非常に稀なことであります。

謝大使が就任して以来、日本の地方との交流強化が駐日代表処の重
要な方針となっております。謝大使は日本の 47 都道府県をすべて訪問
し、積極的に台湾と日本の地方交流を勧めています。大使就任から今
まで、台日間では既に 65 件の姉妹友好交流協定 ( 累積件数では 127 件 )
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 東京御苑ロータリークラブ 渋谷拓巳 幹事　挨拶
御礼申しあげます。我々は、青華 RC の

皆様と友好クラブとして活動していけるこ
とを大変誇りに思っております。そして、
10 年、20 年先まで今の関係が続けられま
すよう願っております。次回は、我々が台
湾に訪れたいと思っております。両クラブ
で益々の親交を深めてまいりましょう。

結びになりますが、本日ご参会いただき
ました皆々様のご健勝ご多幸、そして、両

クラブの益々のご発展を御祈念申し上げ閉会の辞と変えさせていただき
ます。

台北菁華扶輪社各位好反友，再次欢迎来到日本東京御苑扶輪社。
感谢大家協助，我们完成了友谊扶輪的签约仪式。再次衷心感谢大家。
我们很高興能够与菁華扶輪社的好友一起成为一个友谊扶輪社，更希望
我们可以继续保持十年或二十年的友誼長存！
下次，我们想访问台湾。让我们加深两社间的深厚友谊。
最後，祝所有参加貴賓社友們身體健康，家庭幸福美滿，以及两社的社
務发展昌榮。
感謝大家！

 台北菁華ロータリークラブ 前会長 謝振維様　乾杯のご挨拶
各位扶輪社友大家晚安大家好、我是台北菁華
扶輪社前社長PP Jason、
很高興在三年後又來到東京御苑社、見證兩社
續簽友好社的歷史一刻、祝福台日兩社能友誼
長存、社運昌隆。
讓我們舉起酒杯、一同為兩社友誼乾杯!

東京御苑ロータリークラブ豐田正司会
長、台北菁華ロータリークラブ張程会長、
ご来場のお客様、ロータリークラブの友達、
皆様、こんばんは！

私は台北菁華ロータリークラブの元会長謝振維 (PP Jason) です。三
年経って、又東京御苑ロータリークラブに招待されて、今日、両クラブ
にとって歴史的な、記念すべき「友好クラブ締結更新」の日に私が立会
いできることにはすごく嬉しいです。今後とも末永く友好クラブとして、
ご活躍、ご繁栄、ご成長できるために皆様乾杯しましょう！

 台北菁華ロータリークラブ 会長エレクト 周志安様　ご挨拶
豐田會長、各位扶輪先進、各位嘉賓、寶眷、
大家晚安！
我是來自台灣的台北菁華扶輪社 2018 ～
2019 年度社長當選人周志安 (John)、我
與社友們很高興能二度受邀參加東京御苑
扶輪社授證典禮。在首次的拜訪中、我們
很榮幸的與東京御苑扶輪社締結了友好社、
開啟了數年來兩社之間友好親善的交流、
也在交流之中滋長了可貴的友誼、此刻、
兩社再次的重逢、也見證了兩社的友誼繼
續延續、我也在此祝福兩社之間的情誼能
夠更加的穩固。

在近期之內兩社的經營都面臨了類似的挑戰、希望我們都能秉持著服務
社會的初衷、勇敢面對困難、走到出更寬廣的道路。
最後謹代表菁華全體社友獻上誠摯的感謝與祝福、希望各位與會的嘉賓
們、每一天都能夠過得充實又精彩、謝謝各位！

豊田会長、御苑ロータリークラブの皆さん、ご来場の皆さん、こんばんは！
私は周志安 (John)と申します。台北菁華ロータリークラブ 2018 〜 2019

年度会長エレクトです。
私と会員たちは二度目の東京御苑ロータリークラブとの調印式に招待さ

れて、すごく嬉しいです。初めて訪問した時は、「友好クラブ締結調印式」
を挙行し、両クラブの友好交流の幕を開き、今日まで至っております。この
間は、お互いに交流の中で盛り上がって、厚く友情を構築しました。今この
場で両クラブは再度の出会いで、友情が続いていることを感じ出来ました。

今後とも末永く厚く、固く友情ができるよう、心より祈念申し上げます。
近頃、両クラブとも運営状況に関して似ているような状況があると思い

ますが、社会に貢献する初心を忘れずに、挑戦や色な困難を乗り越えて、もっ
ともっと輝く未来を開きましょう。

最後に、我が台北菁華ロータリークラブ会員一同、心より御苑ロータリー
クラブの皆さん、ご来場の皆さんのご健康と益々のご活躍、充実の毎日を
祈っております。簡単ですがご挨拶とさせて頂きます。ありがとうございます。

 東京御苑ロータリークラブ 劉静慧 SAA　挨拶
皆さんこんばんは。台北友好委員長を

つとめています「劉静慧」です台北菁華ロー
タリークラブの皆さん、本日は遠いこの日
本へそして御苑ロータリークラブ例会へよ
うこそお越し下さいました。心より歓迎い
たします。

また本日は両クラブの友好クラブ締結
がとどこおりなく終わり台北友好委員長と
して大変嬉しく思っています。

思えば３年前、初めて菁華ロータリークラブの方が東京へ来られて、
この調印式を行い早くも３年がたちました。その間、多くの交流を深め
より一層の友好関係が築けたものと思います。そして本日ここに新たに
友好クラブの継続のための調印式が行われ、両クラブの益々の発展と
親睦を深めていければと思います。これから懇親会に入りますが、日本
語と中国語なので中々言葉が通じす大変ですが、私をはじめ、御苑ロー
タリークラブには数名の通訳が出来る美女の会員に出席して頂いており
ますので、遠慮無くたくさんのお話をして頂ければと思います。本日は、
ありがとうございました。

が締結されました。
ロータリークラブもこれまで国際交流推進のために尽力されてきまし

た。台日間でもロータリークラブを通して、相当多くの国民外交をおこ
なってきております。たとえば、台日青少年野球親善試合の開催であっ
たり、双方の学生の短期交換留学の推進であったり、台湾の遠隔地の
医療器材や設備の共同寄付などがそれです。中でも特にここで挙げな
ければならないものは、日本ロータリークラブの米山記念奨学金です。
1952 年から 2017 年まで計 3463 名の台湾の学生に協力し、台日交流
の促進に多大なる貢献をもたらしました。ここに駐日代表処を代表いた
しまして、ロータリークラブの台日交流のこれまでの努力に対し感謝申
し上げます。　

本日は台北菁華ロータリークラブと東京御苑ロータリークラブの友
好クラブ締結更新調印式を目にすることができ大変喜ばしく思い、また、
これからにわたっても友好クラブ関係が続いていくことにお祝い申しあ
げます。ともに台日の民間交流と地方交流を進めていきましょう。最後
になりますが、皆様のご健勝とご活躍を祈念いたしまして、私の挨拶と
させていただきます。ありがとうございました。

各位貴賓晚上好！
我是台日友好委員長劉靜慧。
台北菁華扶輪社的友好社友、今天各位從遠地來到日本、參加東京御苑
扶輪社的例会、由衷的表示歡迎！
今天兩社再度締結友好續約、身為台日友好委員長、心中有無限的歡喜。
回想 3年前、貴社友好社友初次來到東京簽署協約、光陰似箭，很快
滿 3年了。
在這段時光　、我們兩社有多樣的交流、也建立了更深一層的友誼情結。
今天為了延續這友好関係、在此再度舉行續約儀式，
期待兩扶輪社有著更多的發展和深厚的友誼。
共同光耀扶輪！
最後敬祝
貴賓及友好社友
身體健康
吉祥如意
貴社、社務昌榮
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真のロータリークラブを目指そう Let's make the “True Rotary club”
2018 - 2019  クラブ会長 標語

2018-2019 
国際ロータリー会長 標語

バリー・ラシン
Barry Rassin

◆例会日 毎週木曜日　時間　19：00～ 20：00
◆例会場 東京都新宿区西新宿 2-2-1 京王プラザホテル
 TEL 03-3344-0111（代表） FAX 03-3345-8269
◆創立日 2015 年 3月 25日（国際ロータリー認証日 ) 
◆事務所 東京都新宿区西新宿8丁目14番19号   小林第2ビル3階
 TEL.03(6908)7660　 FAX.03(3367)5833
 E-mail.info@tokyogyoen-rc.com

◆会　   長  豊田　正司 
◆副  会  長  増谷　克己
 片岡　寛之
 茨木　拓矢
◆会長エレクト 神田　伸敬
◆直 前 会 長  鄭　　　潔

◆幹 　 　 事  渋谷　拓己
◆会 　 　 計  中村　隆之
◆ソングリーダー 恵利　恭子
◆Ｓ Ａ Ａ 劉　　静慧
◆親睦委員長 村上　まり
◆会 計 監 査  河野　担司

東 京 御 苑東 京 御 苑東 京東 京 御 苑東 京 御 苑 ブブクラブクラブタリークタリークロータロータロロータロータリークラブロータリークラブ東 京 御 苑 ロータリークラブ東 京 御 苑 ロータリークラブ

04/04( 木 )  本年度・次年度理事会　18 時　京王 PH 

04/04( 木 )  例会　19 時　京王 PH

04/11( 木 )  例会　19 時　京王 PH

04/23( 火 )  地区研修協議会　会長・幹事・五大奉仕

　　　　　　  財団・米山各委員長出席 

東京御苑ロータリークラブ 神田伸敬 会長エレクト　歓迎の挨拶
台北菁華ロータリークラブ、張程会長は

じめ会員の皆様、ようこそ東京へいらっしゃ
いました。心より歓迎いたします。

早いもので台北菁華ロータリークラブと
友好クラブの提携をして３年がたちました。

その間に数回程度、双方の例会に出席し交
流を深めて参りました。私どものメンバーが
訪問したときには盛大な歓迎をして頂き、そ
の時の感激は今でも心に残っているそうです。

本日は、また改めて友好クラブの提携が出来ましたことを大変うれしく
思い、これからもより一層の交流を深め、素晴らしい友好クラブ関係が築
いていければ、この上ない喜びと感じております。

本日は、ささやかではありますが皆様をお迎えし歓迎の宴席を準備させ
て頂きました。

ゆっくりと楽しんで頂ければと思います。
本日は、友好クラブ締結おめでとうございます。
簡単ですが、ご挨拶とさせて頂きます。
皆さん、有り難うございました。

神田伸敬　社長當選人致歡迎詞

歡迎以張程社長為首的台北菁華扶輪社來到東京、我們表示由衷的熱烈歡迎。

時間過的很快、轉眼間我們已經同台北菁華扶輪社的友好締結已經三年了。

在這期間、我們也多次出席了對方的例會、加深了彼此間的進一步交流。我們去

交流訪問的時候、受到了盛大而熱烈的歡迎、到現在都還記憶猶新、感激之情

銘記於心。

今天，能夠繼續以友好社的形式相互合作、感到十分開心、接下來雙方的合

作交流能夠更近一步、能夠建立更深厚的友誼、我想沒有什麼能比這些更值得

高興的事情了。

今天、我們略表心意、為大家準備了歡迎宴會。希望大家可以盡情快樂的享受這些。

今天、對於締結友好社契約的更新、表示由衷的恭喜。

在這裡為大家獻上簡單的問候致詞。感謝大家。

東京御苑ロータリークラブ 惠利恭子 会長ノミニー　閉会の挨拶
台北菁華ロータリークラブ、張程会長を

はじめ会員の皆様、また本日ご来賓およびゲ
ストの皆様、本日は有り難う御座いました。

御苑ロータリークラブ４周年記念例会並
びに友好クラブ締結調印式そして懇親会ま
でと、至らぬ所も多々ありましたでしょうが、
皆様の寛容の精神でご容赦頂ければと思い
ます。そして皆様のご協力・お力添いのおか

げで無事に終了することが出来ました。
３年と言うのは、長いようで短いような感じですが、友好クラブとなって

また新たに契約締結の更新が出来ました事を大変嬉しく思います。
菁華ロータリークラブと御苑ロータリークラブは、創立が１年違いと言う

ことも有り、両クラブともまだまだ国際ロータリーの中では、若いクラブと思
います。これから先、共に奉仕の精神に則り共に成長・発展をしていければ、
この友好クラブとして大きな意義のあるものになると信じております。

最後になりますが、菁華ロータリークラブの皆様、そして本日ご出席頂
きました皆様方のご健康を今後益々の繁栄を、お祈り申し上げまして、閉
会の挨拶とさせて頂きます。本日は、誠に有り難うございました。

台北菁華扶輪社、張程社長及初次見面的社友、在場的各位貴賓、今天感

謝大家的蒞臨指導。

東京御苑扶輪社成立4週年紀念日及友好社締結簽約儀式、到懇親会、有

不週到之處請見諒、多多給予指導！

今天借助大家的力量，順利完成所有的友好儀式

三年！說長不長，說短不短，友好社再簽訂新的合約，心裡特別的高興。

菁華扶輪社和東京御苑扶輪社創立的時間相差不多，両社在國際扶輪中，算是年輕的扶輪社。

從今以後，我們一起㩗手成長，共同發展創造扶輪奉仕精神，這樣對友好

扶輪的兩社，我相信將會有特別的意義存在！

最後，菁華扶輪社的社友，及各位來賓

敬祝 身體健康 事業繁榮

今天感謝大家。




