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◆社会奉仕委員長 惠利　恭子
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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

8/18 確定出席
14 9 2 69.23%

9/1 前回出席
14 9 69.23%

※計算会員数＝出席計算に用いた会員数

第 7 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　日も風も星も

  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・その他

10. 閉会点鐘

11. クラブ協議会

次回例会
令和 4 年 10 月 6 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 9 月

◯米国：Saratoga ロータリークラブ（カリフォルニア州）
は、サンノゼの炊き出し所であるマーサズ・キッチンで
毎月1回料理を提供。同クラブが指揮を執って冷蔵箱ト
ラックを購入し、その半額を提供してくれたのが Second 
Harvest of Silicon Valley です。インドのバンガロール
ウェスト・ロータリークラブから資金提供を受けたこの
プロジェクトは、国際的な友情の力を物語っています。
◯ブラジル：一部の会員が自治体の創立記念ロードラ
リーに参加してから1年後、Campo Novo do Parecisロー
タリークラブはこのイベントの主要な参加者としてより
大きな役割を担いました。4 月に開催された Travessia 
do Parecis （トラベシア・ド・パレシス）では、自動車で
中西部のマトグロッソ州にある約 190 キロのルートを辿
りました。同クラブの会員が、4,200ドルを超える資金
を調達するために飲食の提供を手伝いました。
◯スリランカ：Colombo ローターアクトクラブは、52 周
年にあたる 2021-22 年度に 52 件のプロジェクトを完了
しました。こういったイニシアチブの資金は、現会員、
元会員、その家族、一般企業によって支えられています。
◯フランス：Tours ローターアクトクラブは、クロワッ
サン、ティーバッグ他、秘密のお菓子が入ったバスケッ
トを定期的に販売し、さまざまな慈善団体のために資金
を調達してきました。同クラブのほぼ全員が参加し、配
達を手伝うTours Plumereau ロータリークラブなどの他
クラブがこのプロジェクトを援助。地元のロータリアン
も、進んでバスケットを購入することで支援しています。
◯イタリア：Fiorenzuola d’Arda ローターアクトクラブ
は、市職員および Fiorenzuola d’Arda ロータリークラブ、 
Cortemaggiore Pallavicino ロータリークラブ、Piacenza 
S. Antonino ロータリークラブと提携し、環境的に持続
可能なプロジェクトを市の指導者に提
案しないかと高校生に呼びかけました。
(Rotar)Act for Nature の賞金をめぐっ
て Mattei Institute の生徒がコンテスト
に参加。既存の公園計画を提案に組み
こんだこのプロジェクトに審査員は感
銘を受けたそうです。

RI NEWS
詳しくはこちら

ニコニコ・Sorry メモ

先週までの合計   49,000 円
9/1 の ニコ！ニコ！ 9,000 円    

今年度累計   58,000 円

前期繰越金 1,000,834 円
ニコニコ残高 1,049,289 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

10/04( 火 )　中央分区ゴルフ懇親会　予選
10/04( 火 )　城北 G 会長幹事研修懇親会
10/06( 木 )　理事会・例会・卓話
10/13( 木 )　ガバナー公式訪問
10/20( 木 )　例会・卓話
11/03( 木 )　規定により休会 ( 祝日 )
11/10( 木 )　理事会・例会・卓話
11/17( 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

2022-23 年度　地区大会

幹事報告

◯地区大会参加へのお礼状が届いております
◯ RYLA セミナーの卓話依頼が来ております
◯ハイライトよねやま９月号が届いてます
◯ 2023/8/5 米山学友による世界大会「再開 in 関東」開催
    併せてビジネス紹介への出店募集が行われています。
◯社会奉仕部門通信９月号が届いてます
◯セントラル PRC よりポリオ募金活動協力のお願い
    10/22( 土 )　阿佐ヶ谷ジャズストーリー会場内

〈ロータリーレート〉9 月は 1 ドル＝ 139 円




