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ロータリーを共に分かちあおう Let's share "Rotary" together.
2021-2022 クラブ会長 標語

2021-2022 
国際ロータリー会長 標語

シェカール・メータ
Shekhar Mehta

◆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
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◆会　    長  佐藤　　司
◆副　会　長 神田　伸敬
◆会長エレクト 矢野　　哲
◆直 前 会 長  惠利　恭子
◆幹 　 　 事  茨木　拓矢
◆Ｓ Ａ Ａ  劉　　静慧

◆職業奉仕委員長 豊田　正司
◆社会奉仕委員長 増谷　克之
◆国際奉仕委員長 渋谷　拓己
◆青少年奉仕委員長 藤原　高行
◆米山奨学委員長 岡村　泰昭
◆クラブ運営支援委員長 矢野　　哲

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
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ロータリーを共
に分かちあおう
Let's share "Rotary" together.

幹事報告

  国際ロータリーニュースより：世界的ネットワークを築く力 ローターアクトの強みを知る

○「ガバナー月信」10 月号が届いています。
○「コーディネーターニュース」10 月号が届いています。
○「ロータリーの友」目次（10 月号）が届いています。
〈ロータリーレート〉
10 月は 1 ドル＝ 112 円

　ニュージーランドのローターアクターから、3 つの致命的な病気に対するワクチ
ンを子どもたちに接種するプロジェクトへの関心を高めるため、駅伝、ヨガ、ダン
スなどのチャレンジを通じて募金を行うという呼びかけに、デンマーク、ジャマイカ、
メキシコ、ウガンダなど、世界各地のローターアクターが応じました。このプロジェ
クトは、ニュージーランドとオーストラリアのロータリークラブが主催するものです。　　
太平洋地域の 9 つの国・地域の子どもたちに、ロタウイルス、肺炎球菌、ヒト・パ
ピローマウイルス（HPV）のワクチンを接種することを目的としています。
　このプロジェクトのために、世界各地からチャレンジに参加でき
るようにするというアイデアは、ローターアクターから生まれまし

た。ローターアクターの活動により企業からの助成金 4,000 ドルが追加されたこの予防接種プロジェク
トは、オーストラリア・ニュージーランドでのロータリー 100 周年を記念するものでもあります。ローター
アクターは以前から、交流やプロジェクトのために集まることが多々あり、コロナ禍においても、多くの
ローターアクターは Zoom ミーティングを含むソーシャルメディアのイニシアチブ「World of Rotaract」
を通じて、ゲーム、講演、パーティー、コロナ禍における体験談の紹介など、さまざまな活動をしています。

第 5 回　本日の例会スケジュール

  1. 開会点鐘　佐藤司会長

  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

  5. 幹事報告

  6. 委員会報告

  7. ニコニコの発表

  8. 出席報告

  9. 本日の卓話　RI 第 2580 地区 若林英博ガバナー

10. 閉会点鐘

出席報告
会員総数 出席 ビジター ゲスト 出席率

7/15 確定出席
18 11 0 4 68.70%

9/16 前回出席
18 10 0 0 62.50%

※計算会員数＝出席計算に用いた会員数

次回例会
令和 3 年 10 月 21 日 ( 木 )

ニコニコ・Sorry メモ

先週までの合計 158,000 円
9/16 の ニコ！ニコ！ 18,000 円

累計 176,000 円

○ガバナー事務局より
・RLI_ パート１講習ご案内
・地区大会アワード
・トレインジャックプロジェクトについて
・地区ポロシャツの長袖

RI NEWS
詳しくはこちら

※「佐賀・長崎」と「広島」の豪雨災害支援金支払済（90,000 円）
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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 

ROTARY  INTERNATIONAL  DISTRICT  2580
THE  ROTARY  CLUB  OF  TOKYO  GYOEN   WEEKLY REPORT

東京御苑ロータリークラブ WEEKLY REPORT

ロータリーを共に分かちあおう Let's share "Rotary" together.
2021-2022 クラブ会長 標語

2021-2022 
国際ロータリー会長 標語

シェカール・メータ
Shekhar Mehta

◆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

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

◆会　    長  佐藤　　司
◆副　会　長 神田　伸敬
◆会長エレクト 矢野　　哲
◆直 前 会 長  惠利　恭子
◆幹 　 　 事  茨木　拓矢
◆Ｓ Ａ Ａ  劉　　静慧

◆職業奉仕委員長 豊田　正司
◆社会奉仕委員長 増谷　克之
◆国際奉仕委員長 渋谷　拓己
◆青少年奉仕委員長 藤原　高行
◆米山奨学委員長 岡村　泰昭
◆クラブ運営支援委員長 矢野　　哲

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

2
国

シ
S

ロータリーを共
に分かちあおう
Let's share "Rotary" together.

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

10/21( 木 )　理事会・例会・卓話

11/04( 木 )　理事会・例会・卓話

11/11( 木 )　例会・卓話

11/18( 木 )　例会・卓話

9/16 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。

ロータリーソング




