
2017-2018年度：六ヶ所ロータリークラブ年間プログラム

備考：「委員会」のメンバーは、理事会及び当該委員会のメンバーとする。休会は年間４回までとし、連続で３回までとする。

クラブ例会行事　

司会＝ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員：坂本、小泉国、柏原、斉藤 誕生日 結婚記念日

7月 ○月間運動なし
○予定 6 1098 理事会(活動方針、ｲﾝﾀｰｱｸﾄ寄付、交換留学) 例会・葛西会長より活動方針説明 齋藤（7/2） 【地区】 【関連行事】
・会費納入(上期) 13 1099 例会・新役員より今年度活動説明 工藤（7/18） 7/22-23　インターアクト年次大会（野辺地ＲＣ）

・18日：夜例会(三沢） 20 1100 例会・ロータリーの友(田中、須山、四宮) 7/30  地区財団セミナー
・RRC杯　少年野球大会の準備 27 1101 例会・卓話  吉本篤史
・ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会準備開始

8月 ○会員増強及び拡大月間
○予定 3 1102 理事会・委員会報告 例会、卓話 小泉陽大 小笠原(8/10) 相澤（8/2） 【地区】 【関連行事】

・22日：夜例会（六ヶ所） 10 1103 休会（盆休み） 山崎(8/11)
・活動計画、定款の送付 17 1104 例会・ロータリーの友(田中、須山、四宮) 松井（8/21）
　（ガバナー事務所１通、ガバナー補佐１通） 24 1105 例会・卓話 松井典夫 吉本（8/29）
・ロータリーウォークの準備 31 1106 例会・卓話 金濱瀧男 相澤（8/29）

9月 ○新世代のための月間
○予定 7 1107 （理事会･委員会）・ガバナー訪問 例会・ガバナー訪問卓話等 小川（9/6） 高木(9/28) 【地区】 【関連行事】
・9日　ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 14 1108 例会・卓話 赤石薫 種市(9/22) 堀場(9/26) 9/6　次年度の地区研修リーダのためのセミナー
・19日：夜例会(三沢） 21 1109 例会・ロータリーの友(田中、須山、四宮) 柏原(9/23) 9/7　佐々木ガバナー訪問

28 1110 例会・卓話　相澤文雄 【ｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ】
RRC杯　少年野球大会（日程調整中）
ロータリーウォーク
9/9 チャリティ―ゴルフコンペ（八甲田ビューCC）

10月 ○職業奉仕月間・米山月間
○予定 5 1111 理事会･委員会（プログラム等協議） 例会・卓話 佐々木正昭 金濱(10/3) 吉本（10/6) 【地区】 【関連行事】
・17日：夜例会（六ヶ所） 12 1112 例会・卓話 鳥山日出昭 田村(10/8) 小泉陽・須山(10/8) 10/7-8　地区大会（十和田市民文化センター）
・地区大会 19 1113 例会・ロータリーの友(田中、須山、四宮) 赤石(10/19) 種市(10/16) 10/9 地区大会ゴルフ大会（みちのく国際）

26 1114 例会・卓話 岡山信広 佐々木(10/21) 阿部・小川(10/22) 10/28-29　ロータリーリーダーシップ研究会（青森市）

田中(10/18) 山崎(10/26)

11月 ○ロータリー財団月間
○予定 2 1115 理事会・委員会報告 例会・卓話 山崎龍之祐 小泉国(11/20) 四宮（11/30) 【地区】 【関連行事】
・次年度役員選考 9 1116 理事会･委員会（プログラム・クリスマスパーティー） 例会・卓話 阿部耕造 中六角(11/15) 田中（11/7） 11/11　西第１グループＩＭ（つがる市）
・年次総会準備 16 1117 例会・ロータリーの友(田中、須山、四宮) 中六角(11/15) 11/18　西第２グループＩＭ（弘前市）
・21日：夜例会(三沢） 23 1118 例会・卓話 佐藤正 11/20　財団セミナー（東京）
・クリスマス会準備 30 1119 例会・卓話 小川和也

12月 ○家族月間
○予定 7 1120 理事会(年次総会及び組織について) 例会・卓話 柏原晋一郎 根路銘(12/20) 【地区】 【関連行事】
・次年度役員決定（地区委員含） 14 1121 年次総会（クラブ協議会） 例会（次年度役員選挙） 12/10　ガバナーエレクト国際会議壮行会（十和田富士屋ホテル）

・19日：クリスマス会（ろっかぽっか） 21 1122 例会・ロータリーの友(田中、須山、四宮) 12/17　地区財団セミナー
28 1123 休会 【ｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ】

12/19　クリスマス会（ろっかぽっか）
1月　 ○ﾛｰﾀﾘｰ理解推進月間

○予定 4 1124 休会（年始のため） 高木(1/31) 小笠原(1/2) 【関連行事】
・半期報告書作成送付 11 1125 理事会･委員会(プログラム・半期決算報告) 例会・卓話 小笠原聡 堀場(1/31) 根路銘(1/6)
・会費納入(下期) 18 1126 例会・ロータリーの友(田中、須山、四宮)
・16日：夜例会(三沢） 25 1127 例会・卓話 工藤智紀

2月
○ﾛｰﾀﾘｰ創立記念日(2/23) 1 1128 理事会･委員会 例会・卓話 中六角浩光 佐藤正（2/1） 葛西(2/27) 【地区】 【関連行事】
○予定 8 1129 例会・卓話 葛西徹也 2/17 南グループIM（アピル五戸）
・20日：夜例会（六ヶ所） 15 1130 例会・ロータリーの友(田中、須山、四宮)

22 1131 例会・卓話 小泉國雄

3月 ○識字率向上月間
○予定 1 1132 理事会･委員会 例会・卓話 齋藤正道 四宮（3/27) 田村(3/1) 【地区】 【関連行事】
・次年度への引継開始 8 1133 例会・卓話 坂本良盛 小泉陽(3/30) 坂本(3/3) クラブ会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）
・20日：夜例会(三沢） 15 1134 例会・ロータリーの友(田中、須山、四宮) 松井(3/11)
・10日六ケ所RC設立記念日 22 1135 外部卓話 例会・外部卓話 柏原(3/7) 【ｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ】
・ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会準備開始 29 1136 例会・卓話 田村七郎

4月 ○雑誌月間
○予定 5 1137 理事会･委員会 例会・卓話 須山恒行 佐藤進(4/21) 金濱(4/6) 【関連行事】

12 1138 例会・卓話 四宮憲次 葛西(4/23) 鳥山（4/8） 4/14　黒石ロータリークラブ創立50周年式典（黒石市）
・17日：夜例会（六ヶ所） 19 1139 例会・ロータリーの友(田中、須山、四宮) 坂本(4/30) 佐々木（4/29)

26 1140 例会・卓話 髙木啓之 鳥山（4/30） 中谷（4/17）

5月 ○月間運動なし
○予定 3 1141 休会（憲法記念日） 齋藤（5/5） 佐藤正(5/1) 【地区】 【関連行事】
・ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 10 1142 理事会･委員会 例会・卓話 稲谷昭二 稲谷（5/16） 宮田・赤石(5/5) ロータリーヤング研究会(ＲＹＬＡ）
・15日：夜例会(三沢） 17 1143 例会・ロータリーの友(田中、須山、四宮) 岡山（5/30） 地区研修・協議会（ＤＴＡ）

24 1144 外部卓話 例会・外部卓話 須山（5/28） 【ｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ】
31 1145 例会・卓話 種市治雄 チャリティーゴルフコンペ

6月 ○ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動月間
○予定 7 1146 理事会･委員会 例会・卓話 田中良孝 工藤（6/17） 稲谷(6/16） 【ｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ】 【関連行事】
・次期活動計画書作成 14 1147 例会・卓話 中谷力雄 宮田（6/18） 小泉国(6/28) 6/19　年度末最終夜例会
・次年度への引継ぎ 21 1148 1分間スピーチ 例会（1年をふりかえって（全員）） 阿部(6/23）
・19日：年度末最終夜例会（六ヶ所） 28 1149 1分間スピーチ 例会（1年をふりかえって（全員）） 中谷（6/30）

理事会・クラブ協議会・委員会など
祝いプレゼント

地区ＲＣ行事関係　＋  ｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ 備　　考月 月間運動・予定 日 回
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