
2018-2019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。 2018.7.1

クラブ例会行事　

司会＝ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員：佐々木、柏原、佐藤(達） 誕生日 結婚記念日

7月
○予定 5 1150 理事会(活動方針、ｲﾝﾀｰｱｸﾄ寄付、交換留学) 例会・岡山会長、役員から活動方針説明 佐藤達（7/7） 齋藤（7/2） 【地区】 【関連行事】

・会費納入(上期)　RI人頭分分担金（7月E） 12 1151 例会・年間プログラム等の説明 7/21-22　インターアクト年次大会（八戸シーガルビューホテル） 弘前西RC40周年記念式典（ホテルニューキャッスル）

・24日：夜例会(六ヶ所）交換留学生壮行会 19 1152 例会・卓話　小笠原 7/29　地区ロータリー財団セミナー

・RRC杯　少年野球大会の準備 26 1153 例会・ロータリーの友

・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 2 1154 （理事会･委員会）・ガバナー補佐訪問 例会・岡山ガバナー補佐卓話等 小笠原(8/10) 【地区】 【関連行事】

・28日：夜例会（六ヶ所）受入交換留学生歓迎会 9 1155 例会・ロータリーの友 山崎(8/11)
・活動計画、定款の送付 16 1156 休会（盆休み） 髙山（8/25）
（ガバナー事務所１通、ガバナー補佐１通） 23 1157 例会・卓話　佐藤進哉 吉本（8/29）
・ロータリーウォークの準備 30 1158 例会・卓話　根路銘

9月 ○新世代のための月間
○予定 6 1159 （理事会･委員会）・ガバナー公式訪問 例会・今井ガバナー卓話等 小川（9/6） 佐藤達（9/7） 【地区】 【関連行事】

・6日　ガバナー公式訪問 13 1160 例会・ロータリーの友 種市(9/22) 堀場(9/26) 9/3-4　2019-20年度地区研修リーダーのためのセミナー

・18日：夜例会(三沢） 20 1161 例会・卓話　堀場 柏原(9/23) 高木(9/28) 9/6　今井ガバナー訪問

・28∼29日：地区大会(弘前文化センター） 27 1162 例会・卓話　宮田 9/29　地区大会（弘前文化センター）

・23日　梵天山清掃ウォーク 【ｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ】

・RRC杯　少年野球大会（調整中） 9/23　ロータリーウォーク
RRC杯　少年野球大会（日程調整中）

10月 ○職業奉仕月間・米山月間
○予定 4 1163 理事会･委員会（プログラム等協議） 例会・卓話　畑中 金濱(10/3) 吉本（10/6) 【地区】 【関連行事】

・6日　チャリティゴルフコンペ 11 1164 例会・ロータリーの友 田村(10/8) 小泉陽(10/8)
・16日：夜例会（六ヶ所） 18 1165 例会・卓話　佐藤達夫 田中(10/18) 種市(10/16)

25 1166 例会・卓話　斎藤 赤石(10/19) 小川(10/22) 【ｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ】

佐々木(10/21) 山崎(10/26) 10/6  チャリティ―ゴルフコンペ

岡山（10/28）

11月 ○ロータリー財団月間
○予定 1 1167 理事会・委員会（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ) 例会・卓話　赤石 中六角(11/15) 田中（11/7） 【地区】 【関連行事】

・次年度役員選考 8 1168 例会・卓話　鳥山 小泉国(11/20) 中六角(11/15) 11/18　財団地域セミナー（神戸）

・年次総会準備 15 1169 例会・ロータリーの友

・20日：夜例会(三沢） 22 1170 例会・卓話　柏原

・クリスマス会準備 29 1171 例会・卓話　小泉陽大

12月 ○家族月間
○予定 6 1172 理事会(年次総会及び組織について) 例会・卓話　山崎 根路銘(12/20) 【地区】 【関連行事】

・次年度役員決定（地区委員含） 13 1173 年次総会（クラブ協議会） 例会（次年度役員選挙） 菅原（12/31） 12/2　地区財団セミナー

・18日：クリスマス会（ろっかぽっか） 20 1174 例会・ロータリーの友 12/9　ガバナーエレクト国際会議壮行会（青森国際ホテル）

27 1175 休会（年末） 【ｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ】
12/18　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 3 1176 休会（年始） 小野（1/1） 小笠原(1/2) 【関連行事】

・半期報告書作成送付 10 1177 理事会･委員会(プログラム・半期決算報告) 例会・卓話　葛西 佐藤康（1/15） 根路銘(1/6)
・会費納入(下期)　　RI人頭分分担金（1月E） 17 1178 例会・ロータリーの友 高木(1/31) 小野(1/9)
・15日：夜例会(三沢） 24 1179 例会・卓話　吉本 堀場(1/31)
・外部卓話の準備（3月、5月） 31 1180 例会・卓話　金濱

2月
○ﾛｰﾀﾘｰ創立記念日(2/23) 7 1181 理事会･委員会 例会・卓話　岡山 畑中（2/26） 髙山（2/20） 【地区】 【関連行事】

○予定 14 1182 例会・卓話　小川 葛西(2/27) 2/23　南グループIM

・19日：夜例会（六ヶ所） 21 1183 例会・ロータリーの友 2/24　地区チーム研修セミナー（青森国際ホテル）

28 1184 例会・卓話　八戸

3月 ○識字率向上月間
○予定 7 1185 理事会･委員会 例会・卓話　佐藤康 小泉陽(3/30) 田村(3/1) 【地区】 【関連行事】

・次年度への引継開始 14 1186 例会・卓話　小笠原 坂本(3/3) 3/16　中グループIM（青森国際ホテル）

・19日：夜例会(三沢） 21 1187 例会・ロータリーの友 柏原(3/7) 3/24　クラブ会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）

・ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会準備開始 28 1188 外部卓話 例会・外部卓話 菅原（3/15）

4月 ○雑誌月間
○予定 4 1189 理事会･委員会 例会・卓話　中六角 八戸（4/2） 金濱(4/6) 4/28　地区研修・協議会（ＤＴＡ） 【関連行事】

・16日：夜例会（六ヶ所） 11 1190 例会・卓話　小泉國雄 佐藤進(4/21) 鳥山（4/8）
18 1191 例会・ロータリーの友 葛西(4/23) 中谷（4/17）
25 1192 例会・卓話　坂本 坂本(4/30)

鳥山（4/30）
5月

○予定 2 1193 休会（連休休暇） 齋藤（5/5） 畑中(5/1) 【地区】 【関連行事】

・チャリティゴルフコンペ（仮） 9 1194 理事会･委員会 例会・卓話　菅原 稲谷（5/16） 5/18-19ロータリーヤング研究会(ＲＹＬＡ）

・14日：夜例会(三沢） 16 1195 例会・ロータリーの友 岡山（5/30）
23 1196 外部卓話 例会・外部卓話 八戸（5/20） 【ｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ】

30 1197 例会・卓話　田村 チャリティーゴルフコンペ（日程調整中）

6月 ○ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動月間
○予定 6 1198 理事会･委員会 例会・卓話　高木 宮田（6/18） 稲谷(6/16） 【地区】 【関連行事】

・次期活動計画書作成 13 1199 例会・卓話　稲谷 中谷（6/30） 小泉国(6/28) 6/1-5国際ロータリー年次大会（ハンブルグ）

・次年度への引継ぎ 20 1200 1分間スピーチ 例会（1年をふりかえって（全員）） 【ｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ】

・18日：年度末最終夜例会（六ヶ所） 27 1201 1分間スピーチ 例会（1年をふりかえって（全員）） 6/18　年度末最終夜例会

宮田・赤石・佐藤康
(5/5)

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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