
1

第 235 号　令和 4 年 8 月 4 日

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
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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
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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

7/14 確定出席
14 8 2 61.53%

7/21 前回出席
14 8 1 61.53%

※計算会員数＝出席計算に用いた会員数

第 4 回　本日の例会スケジュール

  1. 開会点鐘

  2. 国歌斉唱　君が代

  3. ロータリーソング　奉仕の理想

  4. バースデーソング　
　  ８月誕生日　8/5 矢野会員・8/19 藤原会員

  5. ビジターゲスト紹介

  6. 会長挨拶

  7. 幹事報告

  8. 委員会報告

  9. ニコニコの発表

10. 出席報告

11. 活動報告（ポリオ募金活動）劉会員他

12. 閉会点鐘

次回例会
令和 4 年 8 月 18 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 8月

◯米国：デュヴァル・ロータリークラブ（ワシントン州）
は、バレンタインデーのお祝いで、メイン・ストリート
沿いに両面ハート133 個を電灯に吊りさげました。メッ
セージ入りのハートを市民と企業が 50 ドルで購入し、
シアトル北東にある地域社会の青少年、年配者、困窮
者のために活動する食品パントリーやその他の団体の
ために約 13,500 ドルが集められました。
◯ベネズエラ：2009 年以来、バルキシメト・ヌエバセ
ゴビア・ロータリークラブは児童の先天性頭蓋顔面変
形の矯正手術を 350 件以上も実施してきました。患者
1 人あたりにかかる費用は約 150 ドルですが、同クラ
ブのゴルフトーナメントの収益が手術とフォローアッ
プケアの費用に充てられます。
◯ギリシャ：2021 年に大火災が 2 度も起こり、重要な
消防設備が損傷しましたが、設備の補充は政府の事情
で遅々として進まなかったため、コス・ロータリークラ
ブがダンスマラソンとミュージカルを開催して 2,300
ドルを調達し、島の消防署のために約 610 メートルの
ホース、ノズル、ジョイントを購入しました。
◯マダガスカル：近年飢饉に苦しめられる人びとのた
め、第 9220 地区のクラブは 4 月にアンキリアボの住
民たちに米、その他の主食、水、調理油、および衛生
用品が詰めこまれた 800 個の救援物資を配布しまし
た。同地区にあるもうひとつの島の仏領レユニオンで
活動するサンドニラモンターニュ・ロータリークラブが
約 2,700 ドルを提供しました。
◯カザフスタン：人びとは誰でも利用できる遊び場を
切実に必要としていましたが、2018 年後半にアスタ
ナ・ロータリークラブが初のインクルーシブな遊び場
を開設しました。敷地は首都ヌルスルタン（旧称アス
タナ）の市議会が提供、資金はリャザッ
ト・アルシノワ元会長率いるアスタナ・
ロータリークラブがクラブ会員、その
他の第 2430 地区内のクラブ、大使館、
その他の団体から集めた約 5 万 5,000
ドルとアートオークションや舞踏会で
の収益でまかないました。

RI NEWS
詳しくはこちら

ニコニコ・Sorry メモ

先週までの合計    26,000 円
7/14 の ニコ！ニコ！      1,000 円

今年度累計 (A)   27,000 円

前期繰越金 (B) 970,394 円
ニコニコ残高 (A)+(B) 997,394 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

08/11 ( 木 )　規定により休会 ( 祝日 )

08/18( 木 )　例会・卓話

09/01( 木 )　理事会・例会・卓話

09/08( 木 )　例会・卓話

09/15( 木 )　例会・クラブ協議会（公式訪問について）

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

2022/07/31 ポリオ撲滅募金活動

幹事報告

◯コーディネーターニュースが届いております
◯地区ロータリー財団セミナー開催　9/17
◯ 8/28 東京麹町スターロータリー衛星クラブ
　 チャータナイト延期
◯ 8/7 第 57 回インターアクト年次大会
　 ZOOM 開催へ変更
〈ロータリーレート〉8 月は 1 ドル＝ 133 円




