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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

◆クラブ奉仕委員長 渋谷　拓己
◆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
◆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

9/15 確定出席
14 8 61.53%

10/6 前回出席
13 7 58.33%

※計算会員数＝出席計算に用いた会員数

第 9 回 本日の公式訪問例会スケジュール

  1. 開会点鐘　会長 矢野哲

  2. ロータリーソング　奉仕の理想

  3. ビジターゲスト紹介　会長 矢野哲

  4. 会長挨拶　矢野哲

  5. 幹事報告　神田伸敬

  6. 委員会報告

  7. ニコニコの発表

  8. 出席報告

  9. 公式訪問 記念卓話　嶋村文男ガバナー

10. 閉会点鐘　会長 矢野哲

次回例会
令和 4 年 10 月 20 日 ( 木 )

国際ロータリーニュースより

母子の保健に焦点を置いた
ジュネーブでのイベント

10 月 21 ～ 22 日、スイスのジュネーブで、"World 
Polio Day 2022 and Beyond: A healthier future for 
mothers and children"（2022年世界ポリオデーとその後：
母子のより健康な未来）と題されたイベントが、バーチャ
ル形式と現地の会場で開催されます。このイベントでは、
ポリオ根絶活動の現状を紹介するとともに、予防接種に
とどまらず、母子の健康を増進するための地域社会に根
ざしたソリューションの可能性について議論します。
　国際ロータリーのジェニファー・ジョーンズ会長は、
ポリオ根絶活動への 1 億 5,000 万ドルの資金投入を発
表し、その後に WHO（世界保健機関）のテドロス・ア
ダノム・ゲブレイエス事務局長とともに、ポリオ根絶の
現状と世界保健との関連について話し合います。この
イベントは英語で実施され、フランス語とスペイン語
の通訳が提供されます。バーチャル形式で参加するこ
とが可能です（直接対面式での参加のみ登録が必要）。
　最近、ニューヨークと英国でポリオウイルスが検出さ
れ、この疾病の脅威が生じていることへの認識が高まっ
ています。今年初め、ニューヨークではワクチン未接
種の男性が身体まひとなり、ロンドンでは下水からポリ
オウイルスが検出されました。これにより、ポリオやそ
の他多くの病気から身を守る唯一の手段である予防接
種の重要性があらためて強調されました。
　ジュネーブのイベントでは、ポリオ、ワクチン、母子
保健の専門家が、予防接種の取り組みを超えて、ワク
チンで守られた子どもたちとその母親に投資することの
利点を議論します。この投資を土台に、
ワクチンで病気から救われた母子が、
ほかの予防サービスや救命サービスを
受けられるようにすることで、妊娠と
いう経験の質が向上し、幼い子どもた
ちも潜在能力を十分に発揮できるよう
になります。

RI NEWS
詳しくはこちら

ニコニコ・Sorry メモ

先週までの合計   63,000 円
10/6 の ニコ！ニコ！ 2,000 円    

今年度累計   65,000 円

前期繰越金 1,000,834 円
ニコニコ残高 968,069 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

10/20( 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（福田時男様）
11/17( 木 )　例会・卓話
11/28( 木 )　城北 G 会長幹事研修懇親会
12/01( 木 )　理事会・例会・卓話
12/08( 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

10/6 例会

幹事報告

○クラブ用ポリオ募金箱が届いておりますのでご協力願い
　ます
○ 12 月 9日( 金 ) 地区職業奉仕セミナー開催のお知らせ
○東京ベイ RC 例会臨時変更の案内
○次年度補助金プロジェクトの申請書式が届いております
○ 10 月28日( 金 ) 在京 RLI ファシリテーター研修ご案内
〈ロータリーレート〉10 月は 1 ドル＝ 145 円




