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Extend the circle of Rotary with both 

hands.

両手に広げようロ
ータリーの輪
マーク・ダニエル・マローニー会長

Mark Daniel Maloney

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

○ガバナー月信12月号届いております。ご一読願います。
○ロータリーの友事務局12月もコロナ対策営業時間の案内。
○中央分区城北グループ 会長幹事会 ZOOM 会議の案内
　1 月中旬以降。
○国際ロータリー日本事務所 コロナ対策営業時間へ変更。

　皆さんこんばんは。今夜は「勘違い」についてお話し
したいと思います。
　以前にお歳暮・お中元に帝国ホテルに店舗を構えてい
る佐賀県の窯元「賞美堂」というところで器を贈っても
らいました。今回は冬だから鍋に使う骨入れを贈りましょ
うと５人のリーダーで決めました。私のグループには大
変喜ばれ重宝しています、と返事が来ました。もう一人
のリーダーのところのＡさんは、何を勘違いしたのか賞
美堂さんへ電話をしてリーダーは「どんな意味でこのよ
うな骨入れを僕に贈ったのか？」と尋ねたそうです。賞
美堂さんは、いつもの通り皆さんに喜ばれると思われ贈っ
たと思いますよ、と返答されたそうです。Ａさんは、納

第 15 回　本日の例会スケジュール

  1. 開会点鐘　惠利恭子会長

  2. 国歌斉唱　君が代

  3. ロータリーソング　奉仕の理想

  4. ビジター・ゲスト紹介

  5. 会長挨拶　惠利恭子会長

  6. 幹事報告　矢野哲幹事　

  7. 委員会報告 

  8. ニコニコボックスの発表

  9. 出席率の発表

10. 本日の卓話　東京世田谷 RC　高田 修様　　

11. 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

11/12 確定出席
19 10 58.82%

11/19 前回出席
19 9 1 52.94%

※計算会員数＝出席計算に用いた会員数

次回例会
令和 2 年 12 月 10 日 ( 木 )

ニコニコ・Sorry メモ

先週までの合計 796,923 円
11/19 の ニコ！ニコ！    11,000 円

累計 807,923 円

得できずにリーダーに送り返してきました。不思議に思っ
たリーダーは電話をして「何故？」と云いましたらＡさ
んは、なんで僕に骨入れを贈ったのですか？Ａさんの勘
違いにリーダーは気づき大笑いでしたが、もっと心配し
ていました。いつもそのＡさんは、いつの時もネガティ
ブで受け取る男性で何回かポジテブにと話しても頑固で
曲げない方でした。
　私は、骨入れを使うとき思い出して笑いをとっていま
す。「あれから４０年」ではありませんが、思考は現実化
しますのできっと自分は正しい生活をしていると思って
います。私から見ると暗い人生を送っているのではない
かと思います。素直はお徳がありますね。

○台湾第 3482 地区にある百華ロータリークラブより
　姉妹・有効クラブ締結のお願い。

〈ロータリーレート〉
〇 12 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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Mark Daniel Maloney

ロータリーは
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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

12/10( 木 )  例会・クラブ協議会

12/17( 木 )  クリスマス例会

01/07( 木 )	 	 規定により休会

01/14( 木 )  理事会・例会・卓話

01/21( 木 )  例会・卓話

11/19 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。




