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●本日の司会

（曳地 義正副 SAA） ●幹事報告

042-544-1002

（岡野 景子幹事）
11 月 26 日（月）国分寺にて「第
9 回多摩中グループ協議会」が行
われ、会長と幹事が出席をいたし
ました。
11 月 27 日（火）昭島市民交流
センターにて「第 6 回 30 周年記
念実行委員会」が行われました。

●開会点鐘

（佐々木 稔郎会長）

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
●本日のお客様
ロータリー財団委員会・ポリオプラス委員会
田中 靖様（東京小金井ロータリークラブ）

委員長

東京国立ロータリークラブ
会長 喜連 元昭様
幹事 小澤 崇文様

●会務報告

グアム地区大会についての詳細が届いております。ド
レスコードについての連絡もきておりますので、参加者
の皆様には個別に資料をお渡しいたします。
地区より「第 2 期新会員オリエンテーション」のご案
内が届いております。
日時
2018 年 12 月 12 日（水）or 12 月 20 日（木）
15：00～17：00
場所
黒龍芝公園ビル 9 階会議室
参加費 無料
対象者 ロータリークラブ入会 3 カ月迄の会員
ハンブルク国際大会についてのパンフレットが届いて
おります。

（佐々木 稔郎会長）

地区米山委員会より、
「米山奨学生・米山学友・ロータ
リアン冬の懇親パーティのご案内」が届いております。
日時
2018 年 12 月 22 日（土） 18：00～21：00
場所
ハイアットリージェンシー東京地下 1 階
「平安」
ロータリアン、ご家族、ゲスト お一人様 10,000 円

11 月 26 日（月）国分寺で第 9
回多摩中グループ協議会が行わ
れました。内容は、ロータリーデ
ーについてですが、5 月 12 日（日）
赤坂ヒルズカラヤン広場にて開 ●「創立 50 周年記念式典」のご案内
催されます。コンセプトは「現在
の自分と未来の自分とのつなが
り」ということで、子供達に 3 年
後の自分に手紙をかいてもらうというものです。
東京国立
5 月 16 日（木）多摩中グループ IM（インターシティミ
ロータリークラブ
ーティング）が行われます。内容については、現在検討中
会長 喜連 元昭様
です。
幹事 小澤 崇文様
11 月 22 日（木）こども食堂を実施いたしました。内藤
会員、本田会員、中野会員、荒川会員にお手伝いをいただ
きました。今回、スタッフが多かったので、子供達の中に
入って話を聞くことが出来たのですが、3 才の障害のある
子供と 4 年生の子供を持つお母さんが涙ぐんでいらして、
関心を持ってくれることが嬉しいと仰っていました。

日時

2019 年 3 月 13 日（水）
登録開始 15：30
記念式典 16：00
記念講演 17：15
記念祝賀会 18：30

会場

パレスホテル立川 4Ｆ

登録料

15,000 円

ローズルーム

●感謝状（会員増強賞）贈呈

謝辞（若杉 司会長エレクト）
本日は貴重なお話ありがとう
ございました。アフリカ、東南ア
ジアでは、ポリオ撲滅までにもう
少し時間がかかるということで、
5 年～10 年はかかると先程の田中
委員長のお話にもありましたが、
ロータリアンとしてはもっと増
強をして資金が増えるようにな
れば、撲滅できると思います。これからも活動を頑張って
ください。どうぞよろしくお願いいたします。

●ニコニコ BOX 発表

（指田 裕士親睦委員）
○佐々木会長
ロータリー財団ポリオプラス委
員長田中様、国立ロータリークラ
ブ会長喜連様、幹事小澤様、ご来
訪ありがとうございます。

○伊藤会員
ポリオプラス委員長の来訪を祝し

若杉 司会員
●卓話「ポリオの現状」
地区ポリオプラス委員会 委員長

田中 靖様

講師紹介（中村 重昭ロータリー財団委員長）
田中様プロフィール
昭和 38 年 6 月 11 日生まれ
昭和 63 年東京歯科大学卒業
平成 4 年小金井市タナカ歯科院長
に就任
平成 14 年医療法人アカシア会理
事長就任
ロータリー歴
2003～4 年度
東京小金井ロータリークラブ入会
2011～12 年度
国際ロータリー第 2750 地区
ロータリー財団ポリオプラス委員会へ出向
2012～15 年度
同委員会 副委員長
2015～16 年度
東京小金井ロータリークラブ会長
2017～19 年度
同委員会委員長

○今藤会員
田中委員長

卓話どうもありがとうございます。

○小山会員
ポリオプラス委員帳田中様、東京国立ロータリークラブ
喜連会長、小澤幹事ご訪問ありがとうございます。
○中村会員
田中委員長様、本日はお忙しい中、卓話ありがとうござい
ました。
・岡野幹事
ロータリー財団・ポリオプラス委員長 田中靖様卓話あ
りがとうございました。東京国立ロータリークラブ喜連
会長、小澤幹事ご訪問ありがとうございました。

●出席報告

（志賀 義任出席委員長）
会員数

48 名

出席義務会員

46 名

卓話

本日の出席
36 名
本日は、お招きいただきまして
（メイクによる出席者数を除く）
誠にありがとうございます。演題
は「ポリオの現状」ということで、
パキスタンでの活動を中心に、ワ
クチンのことにも少し触れて、最
後にインドにおけるワクチン投 ●次週例会予定 （今藤 貫徳プログラム委員長）
与活動のお話をさせていただき
12 月 5 日（水）
ます。
卓話「30 周年実行委員会より活動報告」
※スクリーンの写真や資料を見ながら、ポリオの現状に
西野勝介 30 周年実行委員長
ついて詳しくお話をしていただきました。

●閉会点鐘

（佐々木 稔郎会長）

