Rotary International District 2750

ROTARY CLUB OF TOKYO HIROO
International Friendship / a bilingual club

宮村会長年度
第 789 回例会 1 月 24 日
■宮村会長 President Miyamura
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本日は群馬県の桐生赤城 RC から瀬谷ガバナー補佐、草処会長、田村幹事はじめ 10 名がメイクアップにいらしてい
ただきました。後程、草処会長に一言ご挨拶をいただき、バナー交換をしたいと思います。
号
ロータリーの友 2 月号に先日のポリオ撲滅コンサートの記事が見開き 2 ページで大々的に掲載されます。
是非ともお読みください。
来月はいよいよグアムでの地区大会です。現時点で 1100 名以上の参加と聞いております。 広尾 RC はホストクラ
ブとして現地での SAA を中心に対応があります。来週の例会では、現地での具体的な手伝い等について説明があ
りますので、必ず出席をお願いいたします。
今期も残すところあと半年を切り、後半戦に入りました。地区大会をはじめとして、5 月 12 日のロータリーデー、
6 月の国際大会等、まだまだ重要なイベントがあります。ガバナー輩出クラブとして、クラブメンバ一致団結して、有
意義な一年となりますよう、活動してまいりたいと思います。
Today 10 members of Kiryu Akagi RC visited our meeting. I would like to ask President Kusadokoro to have a short
speech and exchange our banners later.
An article about our polio eradication charity concert will be published in Feb. issue of "Rotary no TOMO". Please
check it out.
Next month we will have a district conference at Guam.
At this stage, more than 1,100 members from our district
are expected to be attending it. We are going to support the conference as a host club.
We ｗill have a discussion about our role at the next meeting. We need to have everyone's help.
With less than 6 months left for this rotary year. We still have a lot of events still to hold in coming 5 months, such
as District Conference, Rotary Day on May 12th and International Conference at Hamburg.
I hope that it will be a wonderful and meaningful year for us to be firmly united as a Governor produced club.

↑Mr. Komatsu talks about JICA

↑Banner Exchange with Kiryu Akagi RC
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■ 吉田幹事 Secretary Yoshida
1/31 のクラブ協議会の後、地区大会参加者で現地での役割分担の話合いを行いますので、協議会後、残ってくださ
い。
3/28 のお花見は、当初横浜の予定でしたが、同じ日にロータリーの他の会合があるため、千鳥ヶ淵に変更になる予
定です。
After the Club Assembly on Jan 31st , I ‘d like to ask members who will participate in District Conference to stay at
Roppongi Hills so that we can discuss what and how we work as a host club at the Venue in Guam.
Although we planned to do the Cherry Blossom Viewing party in Yokohama on Mar.28th , some members will not be
able to arrive there on time because of attending another Rotary event, so we will change the venue to Hanzomon
area (near Chidorigafuchi).

■例会予定 Meeting Schedule
● 1 月 31 日 クラブ協議会 Club Assembly 地区大会について About District Conference
● 2 月 7 日 水谷 修紀様 Shuki Mizutani 東京医科歯科大学名誉教授 Honorary Professor of Tokyo Medical
And Dental University 「小児がん治療の進歩と課題」
● 2 月 14 日 Karsten Klein 様 カーステン・クライン様 “Virtual Currency” 「仮想通貨について」
● 2 月 21 日 移動例会 (22・23 日のグアム地区大会に移動) Transferred to District Meeting at Guam on 22nd&23rd.
● 2 月 28 日 移動例会 （12/8 の RFC に移動）Transferred to RFC on Dec.8th
● 3 月 7 日 例会 Regular Meeting
● 3 月 14 日 例会 Regular Meeting
● 3 月 21 日 祝日休会 No Meeting due to National Holiday
● 3 月 28 日 移動例会-花見会 Transferred meeting -Cherry blossom Viewing party

■例会記録 出席
26 名中 16 名（61.54％)
ビジター 瀬谷ガバナー補佐、草処会員、石川会員、田村会員、
杉浦会員、渡辺会員、羽田野会員、小林会員、清水会員、岩崎会員（桐生赤城）、春日井会員、鈴木会員（西）
各 RC 会員 ゲスト小松様 ニコニコ 桐生赤城 RC, 島田会員、服部会員、宮村会員、木村会員、吉田会員
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