
 

 

７月プログラム 

                                                                ２００７－２００８酒庭年度 

 

例会日 
スケジュール 

行     事 プログラム 担   当 備 考 

 

第１例会 

 

３日 

（火） 

 

 

 

 

 

 

１２：３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３：３０ 

 

点鐘 ： ロータリーソング斉唱 

   会長新任挨拶 

   バッチ交換   

   御祝 

     表彰 

     （食事・歓談） 

      会長・幹事報告 

      各委員会報告 

 

点鐘 ： ロータリーソング斉唱 

 
 

ＳＡＡ 

会長 

 

ロータリー家族委員会 

出席委員会 

 

会長・幹事 

各委員会 

 

 

第２例会 

 

１０日 

（火） 

 

１８：００ 
 

新旧役員歓送迎会 

 

                           （若 葉） 

 

例会場変

更 

 

第３例会 

 

１７日 

（火） 

 

１２：３０ 

 

 

 

 

 

 

１３：３０ 

 

点鐘 ： ロータリーソング斉唱 

   会長挨拶 

     （食事・歓談） 

      会長・幹事報告 

   各委員会報告 

第２回クラブ協議会 

 

点鐘 ： ロータリーソング斉唱 

 

 

 

 

 

 

各委員長年度計画発表 

 

ＳＡＡ 

会長 

 

会長・幹事 

各委員会 

 

 

第４例会 

 

２４日 

（火） 

 

１２：３０ 

 

 

 

 

 

１３：３０ 

 

点鐘 ： ロータリーソング斉唱 

   会長挨拶 

     （食事・歓談） 

      会長・幹事報告 

      各委員会報告 

 

点鐘 ： ロータリーソング斉唱 

 

 

 

 

 

 

各委員長年度計画発表 

 

ＳＡＡ 

会長 

 

会長・幹事 

各委員会 

 

 

第５例会 

 

３１日 

（火） 

 

１２：３０ 

 

 

 

 

 

 

１３：３０ 

 

点鐘 ： ロータリーソング斉唱 

   会長挨拶 

     （食事・歓談） 

      会長・幹事報告 

      各委員会報告 

 

 

点鐘 ： ロータリーソング斉唱 

 

 

 

 

 

 

各委員長年度計画発表 

 

ＳＡＡ 

会長 

 

会長・幹事 

各委員会 

 

 

 

 

 

 

例会終了

後 

理事役員

会 
 

プログラム委員長 岩崎 昇一郎   副委員長 田澤 秀文   委員 新田 実 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007～2008酒庭年度

例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

７日 　　御祝 ロータリー家族委員会

（火） 　　表彰 出席委員会

　　　　　　（食事・歓談）

　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

　　第３回クラブ協議会

　　ガバナー公式訪問打合せ

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

第２例会 　　　　　特　別　休　会 （第１回）

１４日

（火）

I.A.Cとの合同例会 　 　青藍泰斗高等学校I .A. C

第３例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

２１日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

　各委員長年度計画発表

　　第１回クラブフォーラム 福島会員増強委員長

例会終了後

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 理事役員会

第４例会

２８日

（火） 例会場変更

8月プログラム

　ガバナー公式訪問

　あくとプラザ小ホール

プログラム委員長　岩崎　昇一郎　　　副委員長　田澤　秀文　　　委員　新田　実　　　　　　



例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

４日 　　御祝 ロータリー家族委員会

（火） 　　表彰 出席委員会

　　　　　　（食事・歓談）

　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

　各委員長年度計画発表

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

第２例会

１１日

（火）

　

第３例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

１８日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

　　第2回クラブフォーラム 関口新世代委員長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

第４例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

２５日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

新入会員卓話 飯塚会員

例会終了後

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 理事役員会

プログラム委員長　岩崎　昇一郎　　　副委員長　田澤　秀文　　　委員　新田　実

9月プログラム

第1回酒庭年度親睦ゴルフ大会

太平洋アソシエイツヒルクレストコース

2007～2008酒庭年度



例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

2日 　　御祝 ロータリー家族委員会

（火） 　　表彰 出席委員会

　　　　　　（食事・歓談）

　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

　　第3回クラブフォーラム 坪内職業奉仕委員長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

第２例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

9日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

新入会員卓話 丹波会員

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

第３例会 18:30 　　　ロータリー家族例会

　　　　　　　　　　　　道の駅 　どまんなかたぬま 　ホール

16日 　点鐘：ロータリーソング斉唱

（火）

第４例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

23日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

　　第4回クラブフォーラム 田澤米山委員長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

第５例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

30日 　　　　　　（食事・歓談） 会長・幹事

（火） 　　会長・幹事報告 各委員会

　　各委員会報告 新入会員卓話 藤井会員

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

10月プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007～2008酒庭年度

　　　　　　　　　　　　　　　　プログラム委員長　岩崎　昇一郎　　　副委員長　田澤　秀文　　　委員　新田　実



例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

6日 　　御祝 ロータリー家族委員会

（火） 　　表彰 出席委員会

　　　　　　（食事・歓談）

　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

新入会員卓話 立川会員

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

第２例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

13日 　　　　　　（食事・歓談）

　　会長・幹事報告 会長・幹事

（火） 地区職業奉仕委員委員長

卓話 瀬下　龍夫　（壬生RC）

臨時総会 会長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 　

第３例会 12:30

例会場変更
20日

（火） 高齢者センター

第４例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

27日 　　　　　　（食事・歓談）

　　会長・幹事報告 会長・幹事

（火） 　　各委員会報告 各委員会

　　第5回クラブフォーラム 新田ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長

新入会員卓話 阿山会員

例会終了後

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 理事役員会

11月プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007～2008酒庭年度

プログラム委員長　岩崎　昇一郎　　　副委員長　田澤　秀文　　　委員　新田　実　　　　　　

「新そば」を楽しむ会」



例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

4日 　　御祝 ロータリー家族委員会

（火） 　　表彰 出席委員会

　　　　　　（食事・歓談）

　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

卓話 「　改正道交法　」　 秋元　伸元　交番長

年次総会 次年度役員選出 会長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

第２例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

11日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

卓話 中田　英昭会員

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

第３例会 18:00 例会場変更

18日

（火） 忘年会 若葉

第４例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

25日 　　　　　　（食事・歓談） 会長・幹事

（火） 　　会長・幹事報告 各委員会

　　各委員会報告

新入会員卓話 小曽戸会員

例会終了後

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA 理事役員会

12月プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007～2008酒庭年度

第2回酒庭年度親睦ゴルフ大会

　　　　　　　　　　　　　　　プログラム委員長　岩崎　昇一郎　　　副委員長　田澤　秀文　　　委員　新田　実　　　　　　



例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会 休会

1日

（火）

第２例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

8日 　　御祝 ロータリー家族委員会

（火） 　　表彰 出席委員会

　　　　　　（食事・歓談）

　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

　　第6回クラブフォーラム 駒形国際奉仕委員長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

第３例会 18:00 　　例会場変更

15日 　　　　　　新　年　会
（火）

第４例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

22日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

卓話

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

第５例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

29日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

例会終了後

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA 理事役員会

1月プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007～2008酒庭年度

プログラム委員長　岩崎　昇一郎　　　副委員長　田澤　秀文　　　委員　新田　実

　　　　　　　　　　　　　　　サンルート　佐野



例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

5日 　　御祝 ロータリー家族委員会

（火） 　　表彰 出席委員会

　　　　　　（食事・歓談）

　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

第２例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

12日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

卓話 高橋　功　市議会議長　

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　

第３例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

19日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

　　第7回クラブフォーラム 中田　副会長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

第４例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

26日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

新入会員　卓話 中川　会員
例会終了後

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA 理事役員会

2月プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007～2008酒庭年度

　　　　　　　　　　　　　　　プログラム委員長　岩崎　昇一郎　　　副委員長　田澤　秀文　　　委員　新田　実　　　　　　



例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

4日 　　御祝 ロータリー家族委員会

（火） 　　表彰 出席委員会

　　　　　　（食事・歓談）

　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

　　第8回クラブフォーラム 吉澤慎社会奉仕委員長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

第２例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

11日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

卓話 吉澤兵左会員

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　

第３例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

18日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

卓話 佐野市消防団 山野井淑郎葛生支団長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

第４例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

25日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

卓話 音訳ボランティアやまびこの会 　星野勢津子会長

例会終了後

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA 理事役員会

3月プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007～2008酒庭年度

　　　　　　　　　　　　　　　プログラム委員長　岩崎　昇一郎　　　副委員長　田澤　秀文　　　委員　新田　実　　　　　　



例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

1日 　　御祝 ロータリー家族委員会

（火） 　　表彰 出席委員会

　　　　　　（食事・歓談）

　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

卓話 地区クラブ奉仕委員会 亀田　清　委員長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

第２例会 例会場変更

8日

（火）

　

第３例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

15日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

卓話

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

第４例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶 会長

22日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

卓話 「100周年に因んで」 永井会員

例会終了後

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA 理事役員会

4月プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007～2008酒庭年度

　　　　　　　　　　　　　　　プログラム委員長　岩崎　昇一郎　　　副委員長　田澤　秀文　　　委員　新田　実　　　　　　

唐沢ＧＣ三好コース

　　　　　　第3回酒庭会長杯ゴルフ大会・田沼ＲＣ合同親睦ゴルフ大会


