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未来の御苑ロータリークラブを想像して Imagine the Rotary Club of Gyoen of the Future
2022-2023 クラブ会長 標語

2022-2023 
国際ロータリー会長 標語

ジェニファー  E . ジョーンズ
Jennifer E. Jones
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◆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  矢野　　哲
◆副　会　長 惠利　恭子
◆会長エレクト 渋谷　拓己
◆直 前 会 長  佐藤　　司
◆幹 　 　 事  神田　伸敬
◆Ｓ Ａ Ａ  増谷　克己

◆職業奉仕委員長 佐藤　　司
◆社会奉仕委員長 惠利　恭子
◆国際奉仕委員長 劉　　静慧
◆青少年奉仕委員長 藤原　高行
◆米山奨学委員長 杉山　夏美
◆ロータリー財団委員長 岡村　泰昭

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

ロータリーを共
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

6/16 確定出席
16 14 0 17 93.30%

7/7 前回出席
14 10 2 8 71.42%

※計算会員数＝出席計算に用いた会員数

ニコニコ・Sorry メモ

前期繰越金　繰越金 1,000,834 円
7/7 の ニコ！ニコ！      25,000 円

ニコニコ累計      25,000 円

ニコニコ残高    970,394 円

第 2 回　本日の例会スケジュール

  1. 開会点鐘

  2. ロータリーソング　我らの生業

  3. ７月誕生日バースデーソング

  4. ビジターゲスト紹介

  5. 会長挨拶

  6. 幹事報告

  7. 委員会報告

  8. ニコニコの発表

  9. 出席報告

10. クラブ協議会　会長・委員会年間方針

11. 閉会点鐘

次回例会
令和 4 年 7 月 21 日 ( 木 )

国際ロータリーニュースより

世界中で活躍する「世界を変える行動人」
2022 年 7月

◯カナダ：ニシンはサーモン、オヒョウ、リング
コッド、海鳥、シャチなどの海洋哺乳類のエサとな
り、原住民が伝統的に主食としてきました。しかし、
ニシンの個体数は、乱獲や、昆布やアマモのような
産卵に向いた海草の環境悪化のために減少していま
す。2 月に、ブリティッシュコロンビア州で活動す
るロータリアンの「海の林業従事者」は、バンクー
バーの北西にあるポーポイズ湾にニシンのカーテン
を設置しました。
◯コロンビア：麻薬カルテルがカリの街中を支配し
ていた 1990 年代半ば以降、公共の安全は改善され
てきました。カリノルテ・ローターアクトクラブは、

「社会的および心理教育的介入プロジェクト」であ
るリクリエイト・イニシアチブを通じて平和と紛争
解決を推進しています。
◯イングランド：ボストン・ロータリークラブは、
地域社会や地元の他クラブから募金を募り、公営の
航空救急サービスを支援しました。
◯北マリアナ諸島：サイパン島は、熱帯の宝として
知られています。しかしこの楽園でさえちょっと綺
麗にする必要がある、と環境問題に取りくむサイパ
ン・ローターアクトクラブの会員たちは考えました。
そこで、2021 年末までに村の清掃を行うことを目
標に掲げ、10 月 2 日には、約 1.6 キロにわたる海
岸で清掃が行われました。
◯ウガンダ：ブイガ島はアフリカ最大の湖である
ヴィクトリア湖に隣接する沼地に位置しています
が、20,000 人近くの住民が飲料水のない暮らしを
強いられています。そこでルバーガレイクビュー・
ロータリークラブが立ちあがり、第 2390 地区のス
ウェーデンのロータリアンと協力し
て、水と衛生、母子の健康、教育、
経済発展に関わる、「村の里親になる」
取り組みを立ちあげたのです。2021
年後半までに、ブイガ島に 6 つの井
戸が設置され、学校と島唯一の医療
施設に水を供給しています。

RI NEWS
詳しくはこちら

※台湾フェスティバル協賛金支払
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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

07/21( 木 )　例会　卓話 ( 江東 RC　鈴木隆雄様 )
07/30( 土 )　台湾フェスティバル　ポリオ募金活動
07/31( 日 )　台湾フェスティバル　ポリオ募金活動
08/04( 木 )　理事会・例会・卓話
08/11 ( 木 )　規定により休会 ( 祝日 )
08/18( 木 )　例会・卓話

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

7/7 例会

幹事報告
◯ポリオ T シャツ購入依頼／ポリオ卓話依頼
◯ 2022-2023 年度 ロータリー米山記念奨学会
　上期普通寄付金のお願い
◯バギオ基金創立 40 周年記念祝賀会のご案内
◯地区大会分担金￥10000/1 名の案内
◯社会奉仕分門通信が届いてます。
〈ロータリーレート〉7 月は 1 ドル＝ 136 円




