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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

◆例会日 毎週木曜日　時間　19：00～ 20：00
◆例会場 東京都新宿区西新宿 2-2-1 京王プラザホテル
 TEL 03-3344-0111（代表） FAX 03-3345-8269
◆創立日 2015 年 3月 25日（国際ロータリー認証日 ) 
◆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
 TEL.03(6908)7660　 FAX.03(3367)5833
 E-mail.info@tokyogyoen-rc.com
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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

1/19 確定出席
13 6 50.00%

2/2 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 19 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　R-O-T-A-R-Y

  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　合同例会・会員近況報告

10. 閉会点鐘

次回例会
令和 5 年 2 月 16 日 ( 木 )

ニコニコ・Sorry メモ

先週までの合計  116,000 円
2/2 の ニコ！ニコ！ 0 円    

今年度累計  116,000 円

前期繰越金 1,000,834 円
ニコニコ残高 1,017,069 円

国際ロータリーニュースより

世界を変える行動人
インクルージョンの推進者が選ばれる

　ロータリーは 1 月、多様性、公平さ、インクルージョ
ンに力を捧げた 6 名の会員を、「世界を変える行動人：
インクルージョンの推進者」として表彰しました。これ
らの会員の取り組みはロータリーの中核的価値観を表す
ものであり、インクルージョン（包摂性）が人びとやコ
ミュニティに変革的なインパクトを与えることを示して
います。この発表は、米国市民権運動のリーダーであっ
た故マーティン・ルーサー・キング牧師を称える米国の
祝日「キング牧師記念日」に行われました。

◯イチラル・カルディチャリ（İclal Kardıçalı）さん（トルコ）
District 2440 ロータリー E クラブ
プロジェクト：音楽が好きですか？
◯ローズマリー・ナンブーズ（Rosemary Nambooze）
さん（ウガンダ）
Wakiso ロータリークラブ（第 9213 地区）
プロジェクト：特別支援ニーズのある子どものためのエ
ンジェルズセンターおよびインクルーシブな教育
◯サリタ・シュクラ（Sarita Shukla）さん（インド）
Global Action District 5150 ロータリークラブ
プロジェクト： トランスジェンダーのエンパワメント— 
Astitva
◯アンダーソン・ゼルウェス（Anderson Zerwes）さん（ブ
ラジル）
Encruzilhada do Sul ロータリークラブ（第 4680 地区）
プロジェクト：ブラジルの多様性、公平さ、インクルージョ
ン委員会
◯カム・スチュワート（Cam Stewart）さん （カナダ）
Calgary East ロータリークラブ（第 5360 地区）
プロジェクト：先住民コミュニティ活動
プロジェクト
◯アンドレ・ハドリー・マリア（André 
Hadley Marria）さん（米国）
Thomasville ロ ー タリー クラ ブ（ 第
6900 地区）
プロジェクト：Spark Thomasville
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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
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02/16( 木 )　GEM( 会長エレクトミーティング )
02/16( 木 )　例会・卓話
03/02( 木 )　理事会・例会・卓話
03/06( 月 )　PETS( 会長エレクト研修会 ) 帝国ホテル
03/09( 木 )　例会・卓話
03/16( 木 )　8 周年例会・卓話（吉田和敏様 / 足立 RC）
04/06( 木 )　理事会・例会

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

2/2 例会

幹事報告
◯ 3 月 16 日　卓話講師　吉田和敏様（足立 RC）を
　お呼びしております
◯ 3 月6日　PETS( 会長エレクトセミナー )（帝国ホテル）
◯ 3 月 30 日　地区チーム研修セミナー（帝国ホテル）
◯ 4 月 14 日　地区研修協議会（椿山荘）
〈ロータリーレート〉2 月は 1ドル＝ 130 円

Rotary Song

R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary;

R-O-T-A-R-Y
Is known on land and sea;

From North to South from East to West;
He profits most who serves the best;

R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary.

R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary;

R-O-T-A-R-Y
Is one great family;

Where friend ship binds for man’s up-lift.
Where each one strives his best to give,

R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary.

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 

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


