201９～20２０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
7. 2 １０８４ 新年度初例会 新旧バッチ伝達式
出席表彰式
9 １０８５ 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)
16 １０８６ 第１回クラブフォーラム
（クラブ計画について）
23 １０８７ 例会変更
（夜間）
30 １０８８
8. 6 １０８９ 会員増強月間卓話
会員増強委員長 鈴木 右君
13
休会（定款規定）

第２回理事役員会議

地

区

国

際

活

動

7/24 第1回地区内ｸﾗﾌﾞ公共ｲﾒｰｼﾞ
向上委員長会議
○会員増強・新ｸﾗﾌﾞ結成推進月間

(事務局)

20 １０９０ 例会変更
（夜間）社会奉仕活動勉強会石井弘子さん
27 １０９１
9. 3 １０９２

第３回理事役員会議

10 １０９３ ガバナー補佐訪問
場所：名古屋ガーデンパレス

11 １０９４ 例会変更 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
17
例会変更

○基本的教育と識字率向上月間／
(事務局)
ロータリーの友月間
第２回クラブアッセンブリー
（ガバナー補佐訪問） 9/19 ｸﾗﾌﾞ米山奨学委員長会議
学友会総会
9/29 RLI会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰﾊﾟｰﾄ1
9/20または24
第1回社会奉仕委員長会議

24 １０９５ 第２回クラブフォーラム
10. 1

例会変更

10. 2 １０９６

例会変更 ガバナー公式訪問

○経済と地域社会の発展月間／
米山月間

場所:名古屋 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ ﾎｽﾄ:守山RC

8 １０９７ 米山月間卓話
第４回理事役員会議
米山奨学生ファン ミン ハァンさん
(事務局)
13 １０９８ ワールドフード･ふれ愛フェスタ
（第７回）
15
例会変更
22

休会（定款第８条第１節Ｃ）

ロータリー学友参加推進週間
（10/7を含む1週間）
10/10 地区内ｸﾗﾌﾞ国際奉仕委員長会議
10/12･13 ロータリーデー（WFF）
第7回ﾜｰﾙﾄﾞﾌｰﾄﾞ＋ふれ愛ﾌｪｽﾀ
場所:久屋大通公園
10/24 世界ポリオデー
10/30 地区内職業奉仕委員長会議

29 １０９９ 例会変更 Ｉ．Ｄ．Ｍ．
（夜間）
11. 5 １１００ ロータリー財団月間卓話
ロータリー財団委員長 前田 元弘君
12 １１０１ 第３回クラブフォーラム

○ロータリー財団月間
世界インターアクト週間
第５回理事役員会議
（11/5を含む1週間）
(事務局) 11/24 RLI会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰﾊﾟｰﾄ2
19 １１０２ 第３回クラブアッセンブリー
11/ 9･10 第2760地区 地区大会
（上半期中間報告）
場所：ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
26 １１０３ 例会変更 職場見学会

12. 3 １１０４ クラブ年次総会
10 １１０５
17

○疾病予防と治療月間
第６回理事役員会議
(事務局)

例会変更

20 １１０６ 家族忘年懇親会
（夜間）場所：名古屋ガーデンパレス
24
休会（定款第８条第１節Ｃ）
31

休会（法定休日の為）

＜クラブ社会奉仕事業＞

９月１８日（水）名古屋市立川中小学校・岡崎市立下山小学校稲刈り実施
１１月３日（日）陸前高田応援チャリティーコンサートｉｎ健中寺（仮称）

201９～20２０年度 下半期行事予定（下期２２回）
月日 例会数
例 会 行 事
1．7 １１０７ 例会変更
賀詞交換会
場所：朝日神社
14 １１０８ 職業奉仕月間卓話

理 事 会 他 会 合
第７回理事役員会議

地 区 国
○職業奉仕月間

際

活

動

(事務局)

21 １１０９
28

例会変更

ポール・ハリス命日（1/27）

30 １１１０ 川中小学校･下山小学校交流会
場所：川中小学校

2. 4 １１１１ 例 会 変 更 名古屋名東ＲＣ合同例会
（夜間）場所:名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ ﾎｽﾄ:名東RC
11
休会（法定休日の為）

○平和と紛争予防／紛争解決月間

18 １１１２ 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)
25
例会変更

2/23 ロータリー創立記念日
世界理解と平和の日
2/23～3/1 世界理解と平和週間

26 １１１３ 東名古屋分区Ｉ.Ｍ.
（夜間）場所：ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ ﾎｽﾄ:和合ＲＣ
3. 3 １１１４ 米山奨学生卓話
ファン ミン ハァンさん
10
例会変更

○水と衛生月間

11 １１１５ ６ＲＣ(北･守山･名北･葵･ｱｲﾘｽ･錦)合同例会
（夜間）場所：ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ ﾎｽﾄ：ｱｲﾘｽＲＣ
17 １１１６ 第４回クラブフォーラム
第９回理事役員会議

世界ローターアクト週間
（3/13を含む1週間）

(事務局)
24 １１１７
31

休会（定款第８条第１節Ｃ）

4. 7 １１１８ 第５回クラブアッセンブリー
（新旧理事役員委員長引継）
14
例会変更
16 １１１９ 創立２４周年記念例会
（夜間）場所：名古屋ガーデンパレス
21 １１２０
28 １１２１
5. 5

休会（定款第８条第１節Ｃ）

3/21 会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ（PETS）
3/18 第2回地区内ｸﾗﾌﾞ公共ｲﾒｰｼﾞ
向上委員長会議
3/23～24 地区ＲＹＬＡセミナー
○母子の健康月間
4/12
2020～21年度地区研修･協議会
場所：ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ

第１０回理事役員会議
(事務局)
次期理事役員委員長会議
（名古屋ガーデンパレス）
○青少年奉仕月間

12 １１２２
19 １１２３ 青少年奉仕月間卓話
第１１回理事役員会議
青少年奉仕･ＲＡ委員長 落合和子 さん
(事務局) 5/21 第6回社会奉仕委員長会議
26
例会変更
28 １１２４ 名古屋東山･葵ＲＣ合同例会
（夜間）場所:布池教会聖ﾖｾﾞﾌ館 ﾎｽﾄ:葵ＲＣ
6. 2 １１２５ 親睦活動月間卓話
次期理事役員会議
親睦活動･家族委員長 都筑沙更さん
(事務局) ○ロータリー親睦活動月間
9 １１２６ 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) 6/6～10 ＲＩ国際大会
16 １１２７ 第６回クラブフォーラム
場所：アメリカ・ホノルル
（委員会活動報告）
23 １１２８ 例会変更 Ｉ.Ｄ.Ｍ．
（夜間）（会長・副会長・幹事歓送迎会）
30
休会（定款規定）
＜クラブ社会奉仕事業＞

１月３０日（木）名古屋市立川中小学校・岡崎市立下山小学校交流会実施
日時未定 陸前髙田応援ツアー及び植樹式典

