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◆会　    長  矢野　　哲
◆副　会　長 惠利　恭子
◆会長エレクト 劉　　静慧
◆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

3/2 確定出席
13 9 75.00%

3/9 前回出席
13 9 2 75.00%

※計算会員数＝出席計算に用いた会員数

第23回  8周年記念例会スケジュール

  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. 寄付金の授与     ロータリー財団部門　吉田弘和様　　　
　　　　　　　　　　米山奨学部門　小関智宏様
　　　　　　　　　　希望の風委員会　須藤仁様
  8. ニコニコの発表
  9. 出席報告
10. 卓話　吉田和敏様

11. 閉会点鐘

次回例会
令和 5 年 4 月 6 日 ( 木 )

ニコニコ・Sorry メモ

先週までの合計  116,000 円
3/9 の ニコ！ニコ！ 7,000 円    

今年度累計  123,000 円

前期繰越金 1,000,834 円
ニコニコ残高 1,024,069 円

国際ロータリーニュースより

ローターアクター初の RPIC が
創造性について語る

　8 月のある日、コペンハーゲン（デンマーク）にあ
る公園で、人びとは不思議な光景を目にしました。ピ
ンクの風船をつけて走るランナーたち。この風船をつ
けた人たちは、マラウイの教育資金を集めるために第
1470 地区のローターアクトクラブがこの 3 年間主催し
ているイベント「ラン・ウィズ・ローターアクト」に参
加した人たちでした。
　65 名が参加し、風船はチケットの役割を果たしまし
た。København Nord ローターアクトクラブ会員フィ
リップ・フリントさんは、風船は人びとの注目を集める
という重要な役割も果たしているとします。
　フリントさんは、創造的で人目を引くアイデアに事欠
くことがありません。彼が、ローターアクターとして初
めて RPIC（ロータリー公共イメージコーディネーター）
の役割を務める理由は明らかです。2013 年 3 月 13 日
にクラブ設立に携わって以来、彼はローターアクトを
力強く推進してきました。3 月 13 日は、1968 年に世
界で最初のローターアクトクラブが認証された特別な
日です。
　ローターアクトの大ファンであるフリントさんは、
ローターアクトを成長させるための方法を常に模索し
ています。新型コロナウイルスが流行した当時、「World 
of Rotaract」という 24 時間ビデオ通話で人びとを繋ぐ
グループを立ち上げ、それはやがて、世界的なネット
ワークへと発展していきました。 
　フリントさんは、RPIC になってから多くのことを学
びました。彼が属する第 18 ゾーンは、母国デンマーク
をはじめ、フェロー諸島、グリーンランド、アイスランド、
リトアニア、ノルウェー、ポーランド、スウェーデンを
含み、極めて多様性に富んでいます。
そのため、旅費の支出を控えるという
当初の考えを改めることにしました。
　「外に出る必要があると理解したん
です。ゾーン内の地区に実際に赴いて、
つながりを作り、コミュニケーション
を取る必要があります」

RI NEWS
詳しくはこちら
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ロータリーソング

今後の予定
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03/30( 木 ) 地区チーム研修セミナー（東天紅）
04/06( 木 ) 理事会・例会
04/13( 木 ) 城北 5G・合同例会 ( 京王 PH)
04/14( 金 ) 地区研修協議会（椿山荘）
04/20( 木 ) 例会・卓話
05/04 ( 木 )	 規定により休会 ( 祝日 )
05/11( 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

3/9 例会

幹事報告
◯ハイライトよねやま 276 号が届いております
◯ハイブリッド例会・キャッシュレス化運用見学会開催
◯ハイブリッド例会　東京お茶の水 RC
　　　　　　　　　  (4/5･4/26･5/10･6/14)
◯キャッシュレス化　東京紀尾井町 RC(4/6･4/13･4/20)
　　　　　　　　　  (5/11･5/18･6/1･6/8･6/15)
〈ロータリーレート〉3 月は 1ドル＝136 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


