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ロータリーは
世界をつなぐ

幹事報告

惠利会長メッセージ

○ハイライトよねやまが届いておりました。ご一読願います。
○バギオ訪問交流の旅の案内が来ております。
　2021 年 2 月 11 日（木・祝）～ 14 日（日）の 3 泊
　4 日の日程で実施予定です。
○ RLI 第 3 回講習会の案内が届いております。

　皆さんこんばんは。アメリカ大統領トランプ氏がコロナ
ウイルスにかかり、3 日で退院し現役復帰したのは何故で
しょう？どんな薬を使ったと思いますか？
※以下ウォルター・リード米軍医療センター海軍医師の発表
より。
１. 未承認の抗体医薬「REGU―COV2」（リジェネロン社）
の治った患者の抗体 8g を点滴で投与し、2 種類のモノク
ロナール抗体を組み合わせたもの「抗体カクテル」と呼
ばれているもの。
２. その後、抗ウイルス薬「レムデシビル」を使用（エボ
ラ出血熱で使用する薬）
３. ステロイド系抗炎症薬「デキサタタゾニ」を投与し炎
症を抑える

第 11 回　本日の例会スケジュール

  1. 開会点鐘　惠利恭子会長

  2. ロータリーソング　奉仕の理想

  3. ビジター・ゲスト紹介

  4. 会長挨拶　惠利恭子会長

  5. 幹事報告　矢野哲幹事　

  6. 委員会報告 

  7. ニコニコボックスの発表

  8. 出席率の発表

  9. 本日の卓話　石井敏子様（臨海東 RC 会長）　　
　　我が人生　～ロータリーと歌～

10. 閉会点鐘　惠利恭子会長

出席報告
会員総数 出席 ビジター ゲスト 出席率

10/1 確定出席
17 9 60.00%

10/8 前回出席
17 10 1 4 66.66%

※計算会員数＝出席計算に用いた会員数

次回例会
令和 2 年 11 月 5 日 ( 木 )

卓話 : 鈴木 隆雄様 ( 江北 RC)

ニコニコ・Sorry メモ

先週までの合計 682,923 円
10/8 の ニコ！ニコ！    15,000 円

累計  697,923 円

　日本では未承認の薬は使用できません。アメリカだから
できた治療ですね。では、私達は何をしたらいいのか？
　いつの時も免疫力を UP するよう心がけ、そのためには
ビタミンＤを摂取することが必要です。１日の必要量は、
成人で５.5/ug 日と言われています。

・日光浴では 15 分～ 20 分程度。１週間に 3 日程度でも
血中のビタミンＤの濃度が上がります。但し、日光浴のし
すぎは皮膚癌のリスクもありますので気をつけましょう。
・鮭・鰯・太刀魚など魚類を食べると良いと言われています。
・ビタミン D のサプリメントの服用
まとめとして、免疫力ＵＰには、
○日光浴でビタミン D をとる方法
○食事で魚・茸類・木耳等を沢山食べましょう。

　11月19日(木) 9時～17時 先着36名。11月10日締め切り。
○セントラルパークRCよりクリスマス家族親睦忘年会の案内。
○地区ゴルフ予選会結果報告
〈ロータリーレート〉
〇10 月のロータリーレートは、1ドル =105 円です。
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ロータリーソング

今後の予定

編集：東京御苑ロータリークラブ 会報・雑誌委員会

日も風も星も

さわやかな朝だ われらは　
ロータリアン

いつもほほえみ　いつも元気で
さあ　出かけよう　

日も風も星も　ラララ光るよ

我らの生業

我等の生業　さまざまなれど
集いて図る　心は一つ

求むるところは 
平和親睦（やわらぎむつび）
力むるところは　向上奉仕

おおロータリアン 我等の集い 
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四つのテスト

真実かどうか
みんなに公平か

好意と友情を深めるか
みんなのためになるか どうか

それでこそ ロータリー

どこで会っても やあと言おうよ 
見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ 
遠い時には 手を振り合おうよ 

それでこそ ローロー ロータリー

奉仕の理想

奉仕の理想に　集いし友よ
御国に捧げん

我等の業（なりわい）
望むは世界の　久遠の平和

めぐる歯車　いや輝きて
永久に栄えよ　

我等のロータリー ロータリー

手に手 つないで

手に手つないで つくる友の輪 
輪に輪つないで つくる友垣 

手に手　輪に輪 ひろがれまわれ 
一つ心に   ※おおロータリアン

手に手つないで つくる友の輪 
輪に輪つないで つくる友垣 

手に手　輪に輪 ひろがれまわれ 
世界とともに　※おおロータリアン

10/22( 木 )　 親睦炉辺会　屋形船東京湾周遊（18:00）
10/29( 木 )　 親睦炉辺会　野辺地予定（19:00）
11/05( 木 )　 理事会・例会　卓話（鈴木隆雄様／江北 RC）
11/12( 木 )　 例会・卓話
11/19( 木 )　 例会・卓話
11/26( 木 )　 規定により休会

10/8 例会

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
今後の予定が変更になる場合がございます。




