
７月プログラム 

                                                                ２００８－２００９中田年度 
 

例会日 スケジュール 行     事 プログラム 担   当 備 考 

第１例会 

 
１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・新入会員入会式 
   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 

 
8日 
（火） 

１８：００ 新旧役員歓送迎会  

 
                           （若 葉） 

例会場変更 

第３例会 

 
１５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2-1回クラブ協議会 
 

点鐘 ： ロータリーソング斉唱 

 
 
 
 
 

ｸﾗﾌﾞ奉仕・情報委員長 

ＳＡＡ 

会長 
 

会長・幹事 
各委員会 

 

第４例会 

 
２２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2-2回クラブ協議会 
点鐘 ： ロータリーソング斉唱 

 
 
 
 
 

会員組織・奉仕PJ委員長 

ＳＡＡ 

会長 
 

会長・幹事 
各委員会 

 

第５例会 

 
２９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2-3回クラブ協議会 
 
 
点鐘 ： ロータリーソング斉唱 

 
 
 
 
 

RC財団・SAA委員長 

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 関口文雄   副委員長 小曽戸健治   委員 飯塚則章 
 
 



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

　　第３回クラブ協議会 会長・幹事

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問事前打合せ ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

第２例会 振替休日 例会場変更

青藍泰斗高校

12日 別紙資料

（火）

　

　　　点鐘：RC・IAソング斉唱 SAA

第３例会 12:30 　　　ｲﾝﾀｰｱｸﾄとの合同例会

　両会長挨拶 会長

19日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　会長・幹事報告 会長・幹事

ＩＡ活動報告 生徒

　　第1回クラブフォーラム 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 SAA 理事役員会

第４例会 12:30 ガバナー公式訪問 SAA

会長 例会場変更

26日 　点鐘：ロータリーソング斉唱 あくとプラザ

（火） 　　会長挨拶 会長・幹事

　　　　　　（食事・歓談）

　　会長・幹事報告

　　各委員会報告

第４回クラブ協議会 各常任委員長

14:00 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

８月プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008～2009中田年度

　　　　　　　　　　　　　　　プログラム委員長　関口　文雄　　　副委員長　小曽戸　健治　　　委員　飯塚　則章　　　　　　　

（７日ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会出席）



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2回クラブフォーラム 新世代･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

第２例会 プレステージＧＣ
18:00 ジェレミー歓迎夜間例会

９日 　点鐘：ロータリーソング斉唱 ＳＡＡ 例会場変更

（火） 　　会長挨拶 会長 若葉

　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

　　歓　迎　会
20:00

　

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

１6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3回クラブフォーラム 出席・ﾆｺﾆｺBOX委員長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

第４例会

２３日

（火）

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）

（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 広報ＩＴ・会報委員長 例会終了後

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 理事役員会

　　　　　　　　　　　　プログラム委員長　関口　文雄　　　副委員長　小曽戸　健治　　　委員　飯塚　則章　　　　　　

9月プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008～2009中田年度

第1回中田年度親睦ゴルフ大会

秋分の日の為休会



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

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５回クラブフォーラム 職業奉仕・米山委員長

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

１４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 植山喜芳様 江田会員

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

第３例会 18:30 SAA 例会場変更

　　会長挨拶 会長 ６月の森

21 　　会長・幹事報告 会長・幹事

（火） 　　各委員会報告 各委員会

　　食事・歓談 家族委員会

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

28 　　　　　　（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６回クラブフォーラム 会員選考・職業分類委員長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

10月プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008～2009中田年度

　　　　　　　　　　　　　　　　プログラム委員長　関口　文雄　　　副委員長　小曽戸　健治　　　委員　飯塚　則章

　　　ロータリー家族例会



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

第７回クラブフォーラム ロータリー財団委員長

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

11日 　　　　　　（食事・歓談）

　　会長・幹事報告 会長・幹事

（火）

卓話 立川会員

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

18日 　　会長挨拶 会長

（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

25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

卓話 関口（泰）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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008～2009中田年度

「新そば」を楽しむ会」

　　　　　　　　　　　　　　　プログラム委員長　関口　文雄　　　副委員長　小曽戸　健治　　　委員　飯塚　則章　　　　　　



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８回クラブフォーラム ロータリー家族委員会

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） ロータリー家族委員会

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

年　次　総　会 会長・幹事

次年度役員選出 例会終了後

理事役員会

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

第３例会

唐沢ＧＣ三好コース
16日

（火） 18:00 忘年会夜間例会
　点鐘：ロータリーソング斉唱 ＳＡＡ 例会場変更

　　会長挨拶 会長 若葉

　　会長・幹事報告 会長・幹事

20:00 　　各委員会報告 各委員会

第４例会

２３日

（火）

第５例会

３０日

（火）

　　　　　　　　　　　　プログラム委員長　関口　文雄　　　副委員長　小曽戸　健治　　　委員　飯塚　則章　　　　　　

12月プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008～2009中田年度

特　別　休　会

天皇誕生日の為休会

第２回中田年度親睦ゴルフ大会



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

3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 ニコニコＢＯＸ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

10日 　　　　　　（食事・歓談） 例会場
（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事 あくとプラザ

卓話 名誉会員岡部市長 幹事

インターアクトクラブ訪問 会長・幹事 新世代委員会

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

17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

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

24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 内田孟男 会長

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

31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

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

　　　　　　　　　　　　プログラム委員長　関口　文雄　　　副委員長　小曽戸　健二　　　委員　飯塚 則章　　　　　　　

3月プログラム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008～2009中田年度


