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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

7/21 確定出席
14 8 2 61.53%

8/4 前回出席
14 7 2 53.84%

※計算会員数＝出席計算に用いた会員数

第 5 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　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. 活動報告（ポリオ募金活動）劉会員他

10. 閉会点鐘

次回例会
令和 4 年 9 月 1 日 ( 木 )

国際ロータリーニュースより

2024-25 年度国際ロータリー会長に
ステファニー A. アーチック氏が選ばれる

　マクマリー（McMurray）・ロータリークラブ（米
国ペンシルバニア州）会員であるステファニー A. 
アーチック氏が、会長指名委員会により 2024-25
年度国際ロータリー会長に選ばれました。アーチッ
ク氏は女性として史上二人目の国際ロータリー会長
となります。対抗候補者が出なければ、10 月 1 日
に会長ノミニーとして宣言されます。 
　新型コロナウイルスの大流行、気候変動による災
害、多くの地域での紛争など、世界が非常に大きな
課題に直面する中で、これらの課題を乗り越えるた
めのビジョンとプランをロータリーが提供できる
と、アーチック氏は言います。
　「危機的な課題を乗り越え、解決するためにロー
タリーのリーダーたちが取る措置は、組織を強くし、
将来の出来事に対する組織の回復力を高めるもの」
とアーチック氏。「このような重要なリーダーシッ
プは、奉仕し、危機を解決するためにロータリアン
が行動人として力を合わせるなら、それがライバル
同士であっても、新しいレベルの協力を生み出しま
す」
　組織再編を優先することが極めて重要だと、アー
チック氏は言います。
　「ロータリーは 200 以上の国と地域で活動してい
ます。ロータリアンが協力して奉仕や高潔性の推進、
世界理解と親善、平和の推進に取り組む上で、地域
差が及ぼす影響を理解し、それに対応することで、
ロータリーはより効率的、効果的になる可能性を秘
めています。そのことを認識することがとても大切
です」とアーチック氏。
　アーチック氏は、コンサルティングと研修を専門と
する Doctors at Work LLC 社の共同
経営者兼最高執行責任者です。1991
年にロータリー入会。ロータリーで
は、理事、財団管理委員、RI 戦略計
画委員長、財団 100 周年祝賀委員長
を歴任。現在は選挙審査委員会と運
営審査委員会の委員を務めています。

RI NEWS
詳しくはこちら

ニコニコ・Sorry メモ

先週までの合計    34,000 円
8/4 の ニコ！ニコ！     

今年度累計   34,000 円

前期繰越金 1,000,834 円
ニコニコ残高 979,284 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

09/01( 木 )　理事会・例会・卓話
09/08( 木 )　地区大会へ振替のため　休会
09/09( 金 )　地区大会 1 日目　会長幹事会・歓迎晩餐会
09/10( 土 )　地区大会 2 日目　本会議 12 時～　19 時懇親会
09/15( 木 )　例会・クラブ協議会（公式訪問について）
10/04( 火 )　城北 G 会長幹事研修懇親会

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

活動報告

幹事報告
◯ 9/25　青少年交換学生歓迎懇親会開催
◯ 9/3.4　2580・2620 地区合同米山奨学生合同
　研修会
◯社会奉仕分門通信 8 月号が届いております
◯ハイライトよねやま 269 号が届いております

〈ロータリーレート〉
8 月は 1 ドル＝ 133 円

2022/7/11 前期次期会長幹事会 2022/8/2 会長幹事研修懇親会

2022/7/31 ポリオ撲滅募金活動




