201７～201８年度 上半期行事予定（上期２３回）
月日 例会数
例 会 行 事
理 事 会 他 会 合
地 区 国 際 活 動
7. 4 ９９３ 新年度初例会 新旧バッチ伝達式
出席表彰式
7/21 会員増強セミナー
11 ９９４ 第１回クラブアッセンブリー
第１回理事役員会議
（クラブ計画について）
(事務局) 7/27 第1回ｸﾗﾌﾞ公共ｲﾒｰｼﾞ向上
18 ９９５ 第１回クラブフォーラム
委員長会議
（クラブ計画について）
25 ９９６ 例会変更 納涼例会
7/28 第1回ｸﾗﾌﾞ国際奉仕委員長
（夜間）
会議
8. 1 ９９７ 会員増強月間卓話
○会員増強・新ｸﾗﾌﾞ結成推進月間
8

９９８

第２回理事役員会議
(事務局)

15
22

休会（定款規定）
９９９

29 １０００ 例会変更
（夜間）
9. 5 １００１

納涼例会
○基本的教育と識字率向上月間／
ロータリーの友月間

12 １００２ 第２回クラブフォーラム
19 １００３ ガバナー補佐訪問
場所：名古屋ガーデンパレス

26

例会変更

27 １００４ 名古屋名北ＲＣ合同例会
（夜間）場所:名古屋東急ホテル ﾎｽﾄ:名北RC
10. 3 １００５ 米山月間卓話

第３回理事役員会議
(事務局) 9/14 第1回ｸﾗﾌﾞ米山奨学委員長
第２回クラブアッセンブリー
会議
（ガバナー補佐訪問）
9/18 青少年サミット／第1回ｸﾗﾌﾞ
青少年奉仕委員長会議
第４回理事役員会議
(事務局)

10 １００６ ガバナー公式訪問
場所:名古屋ガーテンパレス ﾎｽﾄ:錦ＲＣ

15 １００７ ワールドフード･ふれ愛フェスタ
17

○経済と地域社会の発展月間／
米山月間
ロータリー学友参加推進週間
（10/2～10/8）
10/14 第5回ﾜｰﾙﾄﾞﾌｰﾄﾞ＋ふれ愛ﾌｪｽﾀ
～15
場所:久屋大通公園

例会変更
10/17 名古屋千種ＲＣ創立35周年
記念式典

24 １００８ 例会変更 Ｉ．Ｄ．Ｍ．
（夜間）
31
休会（定款第８条第１節Ｃ）

10/27 第1回ｸﾗﾌﾞ社会奉仕委員長
会議
○ロータリー財団月間

11. 7 １００９ ロータリー財団月間卓話
14 １０１０ 第３回クラブフォーラム

第５回理事役員会議
(事務局)

21 １０１１ 第３回クラブアッセンブリー
（上半期中間報告）
28 １０１２ 例会変更 職場見学会
12. 5 １０１３ クラブ年次総会
12 １０１４

世界インターアクト週間
（10/30～11/5）
11/18･19 第2760地区 地区大会
場所：ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
11/30 第1回ｸﾗﾌﾞ職業奉仕委員長
会議･懇親会
○疾病予防と治療月間

第６回理事役員会議
(事務局)

15 １０１５ 家族忘年懇親会
（夜間） 場所：名古屋ガーデンパレス
19
例会変更
26

休会（定款第８条第１節Ｃ）

＜クラブ社会奉仕事業＞

９月１４日（木）名古屋市立川中小学校・岡崎市立下山小学校稲刈り実施

201７～201８年度 下半期行事予定（下期２３回）
月日 例会数
例 会 行
1. 2
休会（定款規定）
9 １０１６ 例会変更
賀詞交換会
16 １０１７

事

理 事 会 他 会 合

地 区 国
○職業奉仕月間

際

活

動

場所：朝日神社

第７回理事役員会議
(事務局)

23 １０１８
30

例会変更

ポール・ハリス命日（1/27）

31 １０１９ 川中小学校･下山小学校交流会
場所：川中小学校

2. 6 １０２０
13

○平和と紛争予防／紛争解決月間
休会（定款第８条第１節Ｃ）

20 １０２１ 第４回クラブアッセンブリー
第８回理事役員会議
（下半期クラブ計画）
(事務局)
26 １０２２ 東名古屋分区Ｉ.Ｍ.
（夜間） 場所:ウェスティンナゴヤキャッスル ﾎｽﾄ:東ＲＣ
27
例会変更
3. 6 １０２３ 第４回クラブフォーラム
13 １０２４ ローターアクト卓話

○水と衛生月間
第９回理事役員会議
(事務局)

20 １０２５
27 １０２６ 例会変更
（夜間） ６ＲＣ(北･守山･名北･葵･錦)合同例会
場所:名古屋ガーデンパレス

2/23 ロータリー創立記念日
世界理解と平和の日

3/ 3 会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ（PETS）
世界ローターアクト週間
（3/12～3/18）
3/15 第2回ｸﾗﾌﾞ公共ｲﾒｰｼﾟ向上
委員長会議
3/24･25 地区ＲＹＬＡセミナー

ﾎｽﾄ:錦ＲＣ

4. 3 １０２７

○母子の健康月間

10 １０２８ 第５回クラブアッセンブリー
第１０回理事役員会議
（新旧理事役員委員長引継）
(事務局)
16 １０２９ 創立２２周年記念例会
（夜間） 場所：名古屋ガーデンパレス
17
例会変更

4/15 2018年 地区研修･協議会
場 所 ： ｳｪ ｽ ﾃ ｨ ﾝ ﾅ ｺ ﾞ ﾔ ｷ ｬ ｯｽ ﾙ
4/22 アースデイ

24 １０３０
5. 1

休会（定款第８条第１節Ｃ）

8 １０３１ 青少年奉仕月間卓話

○青少年奉仕月間
第１１回理事役員会議
(事務局)

15 １０３２
22 １０３３
29

5/11 第2回ｸﾗﾌﾞ青少年奉仕委員長
会議

次期理事役員委員長会議
5/16 第2回ｸﾗﾌﾞ社会奉仕委員長
（名古屋ガーデンパレス）
会議
例会変更

31 １０３４ 名古屋東山･葵ＲＣ合同例会
（夜間） 場所:ホテルルブラ王山 ﾎｽﾄ:東山ＲＣ
6. 5 １０３５ 親睦活動月間卓話
次期理事役員会議

○ロータリー親睦活動月間
(事務局)

12 １０３６ 例会変更 Ｉ.Ｄ.Ｍ．
（夜間） （会長・副会長・幹事歓送迎会）
19 １０３７ 第５回クラブフォーラム
第１２回理事役員会議
（委員会活動報告）
(事務局)
26 １０３８ 第６回クラブフォーラム
（委員会活動報告）
＜クラブ社会奉仕事業＞

6/19 名古屋名東ＲＣ創立40周年
記念式典
6/23～27 ＲＩ国際大会
場所：カナダ・トロント

１月３１日（水）名古屋市立川中小学校・岡崎市立下山小学校交流会実施

