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クラブテーマ 

温故・知新（クラブ奉仕と会員増強） 

週報 
東京武蔵国分寺ロータリークラブ 
国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ 

 
 

 

司会：金 澤 昇 SAA 委員 

    

 

【開会点鍾】 

廣 瀬 可世子 会長 

 

【ロータリーソング】 

 国歌、ソングリーダー： 

佐 藤 喜 義 会員 

  『君が代』 

『奉仕の理想』 

 

【お客様紹介】 

  廣 瀬 可世子会長 

田中  靖  様 

（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長） 

 岩田  敏雄  様（東京小平ＲＣ） 

 

【誕生会】 

  親睦活動委員会  

水島 至 副委員長 

 今月の誕生会員 

  村谷 晃司 会員 

  井口 敏之 会員 

  小泉 市郎 会員 

  伊藤 文昭 会員 

  高木 智匡 会員 

   

 

 

 

 

 

 

 

【会長の時間】  

  廣 瀬  可世子 会長 

 

 次のとおり国際ロータリー第 2750 

地区のクラブ代表者会議が行われました。 

日程：11月 7日（火）15:00～17:00 

  新宿のハイアットリージェンシー東京 

司会 金丸地区幹事、議長 猿渡ガバナー 

＜審議事項＞ 

第 1号議案 2016～17年度一般会計決算及び収支

差額処理承認の件、2016～17年度地区会計・下

村昇治様 

第 2号議案 2016～17年度特別会計（地区大会）

決算承認の件、同上 

第 3号議案 2017～18年度三大研修特別会計決算

承認の件、地区副会計 島田さゆり様 

第 4号議案 2017～18年度一般会計補正予算承認

の件、地区財務委員長 井岡正行様 

第 5号議案 3481地区（台北）との姉妹地区締結

承認の件 猿渡昌盛ガバナー 

＜報告事項＞ 

 ①地区現況報告 猿渡 昌盛ガバナー 

 ②ロータリー財団委員会より 

  ロータリー財団委員長 高橋 茂樹 様 

③米山記念奨学委員会 

  米山記念奨学委員長 江川 明裕 様 

 ④地区大会について 

  地区大会実行委員長 寺島 清友 様 

⑤国際大会について 

国際大会推進委員長 棚網基己 様 

⑥日台親善会議について 

  国際親善委員長 御手洗 美智子 様 

⑦連絡事項 

  地区代表幹事 濃畑 雄四郎 様 

 



【表彰】 

 ロータリー財団ベネファクター 

   

  鈴木 義明 ARRFCより 

     廣瀬可世子会長へ 

 

 

【幹事報告】  

  角 田 桂 司 幹事 

 

11月 2日第二回カンボジア 

     プロジェクト全体会議 

11月 5日国分寺まつり 

11月 7日社会を明るくする運動推進委員会 

11月 7日クラブ代表者会議 

11月 8日補助金委員会 

11月 9日国際ロータリー第 2750地区第 2580地

区青少年交換委員会合同会議 

11月 10日第 2750地区ガバナー・ＲＲＦＣ打ち

合わせ会議 

11月 10日第 6回多摩中Ｇ協議会 

11月 11日第 2590地区大会 

11月 13日第 5回理事会 

 ＊理事会審議事項 

  ・10月会計報告承認の件 

  ・12月プログラム承認の件 

  ・国分寺まつり会計報告承認の件 

  ・忘年例会予算案承認の件 

  ・2018-19年度地区役員出向の件 

  ・国分寺史跡駅伝大会ボランティアの件 

 ＊ロータリー財団寄附 17,000円 

 ＊11月 14日チャリティーコンサート 

 

 

【委員会報告】 

★出席委員会／出席報告 

 伊藤文昭 委員長 

  会員数  ３８名 免除 ４名  

有効会員数     ３４名 

  出席者       ２４名 

  メークアップ済    １名 

       計 ２５名 出席率７４％ 

  前々回（10月 30日８１％を９１％へ訂正 

 

 

★ロータリー財団委員会 

小 林 康 久 委員長 

 

ベネファクター100ドル 

ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽｿｻｲｴﾃｨｰ 1000 ﾄﾞﾙ 

ポリオプラス 438ドル×２人ありがとうござ   

いました。 

  また、国分寺まつりの餅販売、ジャンパーな 

  どでも寄付いただきました。 

個人寄付は 17,000円次週お願いします。 

米山寄付は現時点で 27名 400,000円となって   

おります、引き続き宜しくお願いします。 

 

 

★奉仕プロジェクト委員会 

  小 泉 市 郎 委員長 

 

  東京武蔵国分寺杯送別野球大会 

  11月 19日（日）第十小学校にて開会式 

  12月 10日（日）決勝戦、閉会式 

    午後から少年野球教室もあります。 

    雨天でも第四中学校野球教室実施 

 

★クラブ広報会報員会 

村 谷  晃 司  委員長 

 「ロータリーの友」 

    11月号記事紹介 

 

【ニコニコボックス】 

 親睦活動委員会  

  小泉 市郎 委員  

〇廣 瀬 可世子 会長、角 田 桂 司 幹事 

 本日は、地区財団委員会ポリオプラス委員会田

中委員長宜しく御願い致します。 

〇尾 崎 幸 信 会員 

 義兄、和田博が日本アマチュアゴルフシニアチ

ャンピオンになりました。アマチュア、ミッド

アマシニアと三冠は前人未踏のことです。 

〇佐 藤 喜 義 会員 

 国分寺まつりで名寄りのおもちを採用してくだ

さりありがとうございます。好評だったので、

安心しています。これも皆様のご協力のおかげ

で感謝しています。少しは田舎に元気を届けら

れた気がします。名寄になりかわりニコニコし

ます。 



〇小 林 康 久 会員 

 本日は、ポリオプラス委員会、田中委員長、お

忙しい中卓話楽しみにしております。 

〇鈴 木 義 明 会員 

 地区ポリオ委員長田中様、本日はポリオ卓話楽

しみにしております。宜敷お願い致します。 

〇本 多 幸 雄 会員 

 多摩中グループ同期幹事の地区ポリオ委員長田

中様が来て頂きあまりに嬉しいので、ニコニコ

致します。 

〇小 泉 市 郎 会員 

 今月１９日で５５才になります。誕生日祝いを

頂きありがとうございます。 

〇小 川 義 幸 会員 

 この度は、1１月３日付けで叙勲（旭日双光章）

栄に浴されました。明日１１月１４日に三田共

用会議所におきまして、勲記及び勲章の伝達が

行われます。その後、皇居において天皇陛下に

拝謁することになっています。皆様のご支援に

感謝します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【卓話】 

講師紹介  

プログラム委員長 輿水委員長 

 

国際ロータリー第 2750 地区 

ロータリー財団委員会 

 ポリオプラス委員長 

 田 中  靖  様 

 

「ポリオについて」 

 ・ポリオの歴史～古代エジプト、縄文後期 

 ・著名人とポリオ 

 ・ポリオとは 

   ポリオウィルス、症状、鉄の肺、 

   野生株（常在国）と外来株、 

ワクチン接種 

 ・日本におけるポリオ 

 ・ポリオプラスプログラム 

 ・国際ロータリーのポリオ撲滅活動の軌跡 

 ・発症件数の推移 

 ・ポリオとワクチン 

   経口生ワクチンと不活性ワクチン 

 ・ポリオ撲滅資金の現状 

 ・ポリオプラス寄付の現状 

 ・クラブ寄付の増進 

 ・ポリオ撲滅支援企業の募集 

 ・ポリオプラスセミナー 

 ・ポリオを撲滅する５つの理由 

      

 

 

 

 

 

 

 

【謝辞】 

  廣 瀬 可世子 会長 

 

【閉会点鍾】廣 瀬 可世子 会長

 

 

 

 

  

 

 

東京武蔵国分寺ロータリークラブ 

会長：廣瀬可世子  幹事：角田桂司 

クラブ広報・会報委員会 委員長：村谷晃司  副委員長：保坂光彦 委員：尾崎幸信 

例会場 国分寺市本町３－１１－１２ 多摩信用金庫 国分寺支店３階 

事務局 国分寺市南町３-２０-３ 国分寺ターミナルビル９Ｆ 

 



 

  第１７回 東京武蔵国分寺ロータリークラブ杯少年野球大会 
 第３１回 国分寺市軟式野球連盟少年の部送別大会 
       平成 29 年 11月 19 日(日) 
        国分寺市立第十小学校 
 

 


