
2017-2018年度　年間計画書

＜２０１７＞ ＜２０１８＞

 計   画   事   項 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

 ロータリー年間行事 会員増強・ 基本的教育と 経済と地域社会の ﾛｰﾀﾘｰ財団月間 疾病予防と治療月間 職業奉仕月間 平和と紛争予防／ 水と衛生月間 母子の健康月間 青少年奉仕月間 ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動月間

新クラブ結成推進月間 識字率の向上月間 　　　　　発展月間       紛争解決月間 世界ﾛｰﾀｰｱｸﾄの日　

ロータリーの友月間 米山月間 世界ｲﾝﾀｰｱｸﾄの日 追悼記念週間 ﾛｰﾀﾘｰ創立記念日･世界 3/13 ＲＩ国際大会

　　11/5 　　1/27～1週間 理解と平和の日2/23 世界ﾛｰﾀｰｱｸﾄ週間 カナダ･トロント

世界ｲﾝﾀｰｱｸﾄ週間 世界理解と平和週間 　   3/13～1週間         6/23～6/27

　　11/5～1週間        2/23～1週間

 理　事・役 員 会 6/30  18:30～ 　 7/25  18:30～　　　　8/29  18:30～ 9/26　18:30～ 10/31　18:30～ 11/28　18:30～ 12/26  18:30～ 1/30　18:30～ 2/27　18:30～ 3/27　18:30～ 4/24　18:30～ 5/29　18:30～

 公式訪問・年次総会 ◎

 プログラム担当

 例　会 　  　（第１）7/4 8/1 9/5 10/3 11/7 12/5 1/2 2/6 3/6 4/3 5/1 6/5

会長・幹事
     　　　　　　 会
長・幹事 会長・幹事 会長・幹事 会長・幹事 ガバナー公式訪問 休会 会長・幹事 会長・幹事 会長・幹事 会長・幹事 会長・幹事

（第２） 7/11 8/8 9/12 10/10 11/14 12/12 1/9 2/13 3/13 4/10 5/8 6/12

クラブフォーラム
卓話担当
草野　満

新津ＲＣとの合同夜例

会(新津中央ＲＣ主催)

卓話担当
赤井田　幸一

卓話担当
川名　一弘

会長・幹事
年次総会

卓話担当
小川　信正

卓話担当
山田　道夫

卓話担当
青柳　敏明

卓話担当
齋藤　嘉昭

卓話担当
遠山　悦男

親睦委員会
親睦旅行

（第３） 7/18 8/15 9/19 10/17 11/21 12/19 1/16 2/20 3/20 4/17 5/15 6/19

クラブフォーラム 休会
卓話担当
川崎　松雄

卓話担当
今井　重郎

卓話担当
石黒　正路

卓話担当
坂爪　慶

卓話担当
諸橋　敏松

卓話担当
阿部　正機

卓話担当
保坂　勝志 菜の花例会

卓話担当
大倉　一志

卓話担当
北本　安延

（第４） 7/25 8/22 9/26 10/24 11/28 12/26 1/23 2/27 3/27 4/24 5/22 6/26
28(金)の家族納涼
ﾋﾞｱﾊﾟｰﾃｨｰに振替

卓話担当　　　　佐々
木　健哉

卓話担当
風間　啓一郎

卓話担当
渡邊　嘉子

卓話担当
諸橋　敏松

卓話担当
田中　宥司

卓話担当
春日　忠男

卓話担当
望月　治

卓話担当
小林　幸平

卓話担当
井浦　行重

5/20(日)の創立40周
年記念式典に振替 ご苦労さんﾊﾟｰﾃｨｰ

（第５） 8/29 10/31 1/30 5/29
卓話担当　　　　　髙
橋　健朗

卓話担当
小林 一大

26(金)の家族新年会
に振替

卓話担当
五十嵐　純一

 ク ラ ブ 協 議 会 ○

 クラブ内行事及び
        家族納涼
7/28(金)ﾋﾞｱﾊﾟｰﾃｨｰ

　
中央RC会長･幹事新津

8/2(水)RCへ表敬訪問

新津ＲＣとの合同夜

9/12(火) 例会(一楽)

　   ガバナー
12/5  公式訪問

 

1/26(金)家族新年会 4/17 菜の花例会
      創立40周年記念

5/20(日) 式典(新森） 6/12  親睦旅行

           各委員会

第3分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・
新津RC会長･幹事中央
8/8(火)RCへ表敬訪問 12/12 年次総会

 　   ご苦労さん
6/26      ﾊﾟｰﾃｨｰ

 

＜第2560地区行事＞

 地　 区 　行 　事
　地球環境保全植樹
7/8(土) 事業説明会

       防減災
8/5(土)　セミナー

9/3(日) 米山奨学生

～4(月)  親睦交流会

  第1回 米山記念奨学

10/7(土) 委員長ｾﾐﾅｰ

   　 米山記念奨学生

11/25(土)学友会総会

  第2回 米山記念奨学

1/27(土) 委員長ｾﾐﾅｰ

  第2回 ﾛｰﾀﾘｰ財団
2/17(土) セミナー

 米山記念奨学生終了式

3/3(土) 　・歓送会

 2017-18 地区研修
5/19(土)   協議会

  　新保年度感謝の
6/30(土)  　集い

万代シルバーホテル
長岡震災アーカイブ
センターきおくみらい ホテルイタリア軒 ホテルオークラ新潟 ホテルオークラ新潟 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ新潟 ホテルイタリア軒 燕三条地場産センター ホテルオークラ新潟

　　　　会員増強
7/29(土)  セミナー

 　　　国際奉仕
8/26(土)フォーラム

  　地区大会記念親睦

9/27(水) ｺﾞﾙﾌ大会
10/14(土)
～15(日) ライラ研修

 　 社会奉仕委員会
2/24(土)　セミナー

        2018-19
3/24(土)  ＰＥＴＳ

ホテルオークラ新潟 ホテルオークラ新潟 紫雲ゴルフ倶楽部 ロイヤル胎内パークホテル ホテルオークラ新潟 ジオワールド・VIP
 　第1回 ﾛｰﾀﾘｰ財団
8/27(日) セミナー

 　　　　第3分区
10/22(日)　 ＩＭ

ホテルオークラ新潟
新潟薬科大学

新津駅東ｷｬﾝﾊﾟｽ
10/28(土)

～29(日)　地区大会
ホテルオークラ新潟

朱鷺メッセ

 地区ｸﾗﾌﾞ周年記念式典
    　　新潟東ＲＣ
4/7(土)   60周年

     　三条南ＲＣ
6/16(土）50周年

    　　直江津ＲＣ
4/14(土)  60周年

自　2017年 7月 1日

至　2018年 6月30日




