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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
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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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に分かちあおう
Let's share "Rotary" together.

出席報告
会員総数 出席 ビジター ゲスト 出席率

5/19 確定出席
16 13 5 2 86.6%

6/2 前回出席
16 13 1 2 86.6%

※計算会員数＝出席計算に用いた会員数

ニコニコ・Sorry メモ

先週までの合計    390,000 円
6/2 の ニコ！ニコ！      12,000 円

累計    402,000 円

ニコニコ残高 1,071,834 円

国際ロータリーニュースより

宇宙飛行とポリオ根絶
新たな地平線に導く大会講演者ラインアップ

　2022 年ロータリー国際大会（米国ヒューストン）で
は、女児のエンパワメント、ポリオ根絶、新たなチャ
レンジへの取り組みなど、新しい方法で世界を見つめ、
変化をもたらすために行動するよう講演者が参加者に
呼びかけます。毎年恒例のロータリー国際大会では、
世界にインパクトを与えてきた人たちによる講演が行
われます。今年の主なラインアップは以下の通りです。
●ハミド・ジャファリ（Hamid Jafari）：世界保健機関

（WHO）東地中海地域のポリオ根絶活動責任者。
●アンビタ・ナデ ィン・シレガ ー（Anbita Nadine 
Siregar）： インドネシアを拠点に若い女性に科学・技
術・工学・数学（STEM）を紹介し、リーダーとなるた
めのエンパワメントを推進する団体「Generation Girl 」

（Yayasan Generasi Maju Berkarya）の創設者。
●チャールズ・デューク（Charlie Duke ）：5 回目の月
面着陸となったアポロ 16 号ミッションで月着陸船パイ
ロットを務める。
●ジェンガー・シャンカー（Gingger Shankar）：映画
製作者、音楽家、作曲家、活動家。
●オライオン・ジーン（Orion Jean）：思いやりのある
世界を築くために活動するテキサス州在住の 11 歳。
　新型コロナウイルス流行のため過去 2 年間にはバー
チャルで行われましたが、今大会は「新たな地平線を
発見しよう」を合言葉にジョージ B. ブラウン・コンベ
ンションセンターで対面式で開催されると同時に、オ
ンラインでも多くの人が参加しています。国際大会は、
世界中から会員が集まって学びあい、
異なる文化や視点を分かちあい、新た
な友情を築く機会となります。分科会
では、リーダーシップスキルを磨き、
プロジェクトや会員増強のための新し
いアイデアやインスピレーションを得
ることができます。

RI NEWS
詳しくはこちら

第 21 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　それでこそロータリー

  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. 卓話

10. 閉会点鐘

次回例会
令和 4 年 6 月 16 日 ( 木 )

幹事報告
〇 2022-23 年度地区大会について
〇地区納めの会の出欠について
〈ロータリーレート〉
6 月は 1 ドル＝ 127 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
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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

06/16( 木 )　例会・慰労会

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

6/2 例会




