
例会日 区分 回数 プログラム主題 行　　　事 卓話・覚え書き 備　　　　考

7月7日 昼 2957 「友」の解説 理事会・会長卓話 会長新年度方針発表

14 昼 2958 クラブ協議会 委員会活動について 全委員長

21 昼 2959 クラブ協議会
委員会活動について
決算報告

全委員長

28 昼 2960 クラブ協議会 公式訪問打合せ

8月4日 夜 2961 公式訪問例会 公式訪問例会 卓話：田中ガバナー

11 / 2962 休会 山の日

18 昼 2963 「友」の解説 理事会

25 夜 2964 夜の例会 納涼家族例会

9月1日 昼 2965 「友」の解説 理事会

8 昼 2966 委員長卓話 会員増強について 会員増強委員長

15 昼 2967 外部講師卓話 （米山留学生卓話含む）

22 夜 2968 夜の例会 収穫感謝家族例会

10月6日 昼 2969 「友」の解説 理事会

13 昼 2970 委員長卓話 米山について 米山奨学生委員長

20 昼 2971 クラブ協議会 合同例会打合せ

27 夜 2972 合同例会
おいらせRCと
　　　合同例会

主管：おいらせＲＣ

11月3日 / 2973 休会 文化の日

10 昼 2974 「友」の解説 理事会

17 昼 2975 委員長卓話
ロータリー財団に
ついて

ロータリー財団委員長

24 夜 2976 合同例会 十和田市内３クラブ 主管：十和田ＲＣ

12月1日 昼 2977 「友」の解説 理事会

8 昼 2978 クラブフォーラム

15 昼 2979 年次総会
次年度役員選出
会計中間報告

22 夜 2980 夜の例会 忘年会

プログラム実施予定表

2022年　７月－12月
※原則として例会は月４回とする。（昼３回、夜１回）

会員増強･新クラブ結成推進月間

8/4 公式訪問
16:00 会長幹事面談
17:00 クラブ協議会
18:30 公式訪問例会

基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間

9/3 とわだ面接セミナー

十和田商工会館

9/24 十和田八甲ＲＣ創立20周年
十和田市民文化センター

サン・ロイヤルとわだ
9/30 RI会長代理歓迎晩餐会

むつグランドホテル

地域社会の経済発展月間
米山月間

10/1 会長幹事及び地区指導者
育成セミナー：むつ

10/2 地区大会：むつ

10/24 世界ポリオデー

ロータリー財団月間

疾病予防と治療月間

12/11 ガバナーエレクト壮行会
ホテル青森
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例会日 区分 回数 プログラム主題 行　　　事 卓話・覚え書き 備　　　　考

1月5日 昼 2981 新年卓話 「友」の解説・理事会 会長新年卓話

12 昼 2982 新年卓話 会員卓話 全会員３分間

19 昼 2983 クラブフォーラム

26 夜 2984 夜の例会 新年家族例会

2月2日 昼 2985 「友」の解説 理事会

9 昼 2986 委員長卓話 国際奉仕について 国際奉仕委員長

16 夜 2987 夜の例会 創立記念夜例会

23 / 2988 休会 天皇誕生日

3月2日 昼 2989 「友」の解説 理事会

9 昼 2990 外部講師卓話 （米山留学生卓話含む）

16 昼 2991 委員長卓話 ポリオについて ポリオ委員長

23 夜 2992 夜の例会 春の宴例会

4月6日 昼 2993 「友」の解説 理事会

13 昼 2994 クラブ協議会
次年度組織図に
ついて

20 夜 2995 合同例会 十和田市内３クラブ 主管：十和田東ＲＣ

27 朝 2996 早朝例会 清掃奉仕＆朝粥例会 三木野公園

5月4日 / 2997 休会 みどりの日

11 昼 2998 「友」の解説 理事会

18 昼 2999 クラブ協議会
次年度プログラムに
ついて

25 夜 3000 夜の例会 親睦家族例会 3000回記念例会

6月1日 昼 3001 「友」の解説 理事会
次年度活動計画
予算　プログラム

8 昼 3002 クラブ協議会 １年間のまとめ 全員卓話

15 昼 3003 クラブ協議会 １年間のまとめ 全員卓話

22 夜 3004 夜の例会 最終例会
新旧会長幹事
　　バッジ伝達

プログラム実施予定表

2023年　１月－６月

職業奉仕月間

2/14 クラブ創立記念日

2/23 ＲＩ創立記念日

平和構築と紛争予防月間

2/25
2023-24地区チーム研修セミナー
（DTTS)：八戸グランドホテル

水と衛生月間

3/25～26
2023-24会長エレクト研修セミ
ナー（PETS）：八戸グランドホ
テル

母子の健康月間

5/13
2023-24地区研修・協議会
（DTA）：八戸市公会堂

青少年奉仕月間

5/27～31
国際ロータリー年次世界大会
メルボルン大会（オーストラリア）

ロータリー親睦活動月間

6/3～4 RYLA：青森市
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新クラブ結成推進月間

周年
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地区チーム研修セミナー
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