
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・幹事挨拶 会長

7日 　　　　　バッジ交換

（火）

　　　　　表彰

　　　　　　（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 18:00 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA 夜間例会

　　　　　　　会長挨拶 若葉

14日 　　　新旧役員歓送迎会
（火）

　

第３例会 12:30 　　　点鐘：RC・IA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

　　第２－1回クラブ協議会 各常任委員長

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

28日 　　　　　　（食事・歓談）

（火） 　　　　　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　　　　　各委員会報告

　　第２－２回クラブ協議会 各常任委員長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA 例会終了後

理事役員会

7月プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         2009～2010新田年度

　　　　　　　　　　　　　　　プログラム委員長　長島　徹　　　副委員長　中川　藤外志　　　委員　八下田　幸三　　　　　　　



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２－３回クラブ協議会 会長・幹事

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

（火） 　　　　　　（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２－４回クラブ協議会 プログラム・出席 会長・幹事

（小委員会）

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　

12:30 点鐘：RC・インターアクト（IA)ソング斉唱 SAA

第３例会 　　　ｲﾝﾀｰｱｸﾄとの合同例会

　ガバナー公式訪問事前打ち合わせ 　　ガバナー補佐

１８日 　両会長挨拶 会長

（火） 　　　　　　（食事・歓談）

　会長・幹事報告 会長・幹事

ＩＡ活動報告 インターアクト（IA)

　　一年交換留学生帰国報告 古高　さら　さん

　　第３回クラブ協議会

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

２５日

（火） 　　　　　　（食事・歓談） 会長・幹事

　　会長・幹事報告

　　各委員会報告

卓話 永井　成雄　会員

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA 例会終了後

理事役員会

８月プログラム（会員増強・拡大月間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009～2010新田年度

　　　　　　　　　　　　　　　プログラム委員長　長島　徹　　　副委員長　中川　藤外志　　　委員　八下田　幸三　　　　　　

ロータリー家族・ニコニコ



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 　ガバナー公式訪問 例会場変更

アクトプラザ

１日 結婚・誕生祝 親睦委員会

（火） 皆出席表彰 出席委員会

第４回クラブ協議会 会長・幹事

各委員会報告 各委員会

　　第４回クラブ協議会 幹事

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

例会場変更

若葉

第２例会 第１回親睦ゴルフ大会

18:00 　点鐘：ロータリーソング斉唱 ＳＡＡ

８日 　　会長挨拶 会長

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

　　

　
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

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

　　第１回クラブフォーラム 新世代委員長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

第４例会

２２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

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

卓話 佐野市消防本部 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　長島　徹　　　副委員長　中川　藤外志　　　委員　八下田　幸三　　　　　　

9月プログラム（新世代月間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９～１０　新田年度

夜間例会

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

６日 　　会長・幹事報告

（火） 結婚・誕生祝 親睦委員会

皆出席表彰 出席委員会

会長・幹事

GSE報告 GSE

各委員会報告 各委員会 １８：００より

GSE　送別会

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱
菊乃家

12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 　 SAA

第２例会 　　会長挨拶 　　 会長

　　会長・幹事報告 　 会長・幹事

１３日 　　第２回クラブフォーラム 職業奉仕委員長

（火） 米山記念奨学会委員長

　　

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

　

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

２０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２－5回クラブ協議会 広報・IT推進、会報
（小委員会） 雑誌ロータリー史料

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

理事役員会

第４例会 ２７日例会
２５日 振り替え
（日）

　　

　　　　　　

　　　　　　　　　　　プログラム委員長　長島　徹　　　副委員長　中川　藤外志　　　委員　八下田　幸三　　　　　　

１０月プログラム（職業奉仕・米山月間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９～１０　新田年度

地区大会出席



例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会

 祝日のため休会
３日

（火）

12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 　 SAA

第２例会 　　会長挨拶 　　 会長

　　　　　　結婚・誕生祝 　

１０日 皆出席表彰

（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 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３例会 12:30 新そばを楽しむ会 例会場変更

高齢者センター

１７日 卓話 弁護士

（火） 山田　実　先生

第４例会 　点鐘：ロータリーソング斉唱

２４日 　　会長挨拶

（火） 　　　　　　会長・幹事報告

　　各委員会報告 各委員会

　　第２－６回クラブ協議会 会員増強・会員選考
（小委員会） 職業分類・RC情報

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

２８日   IM
（土）

　　

　　　　　　

　　　　　　　　プログラム委員長　長島　徹　　　副委員長　中川　藤外志　　　委員　八下田　幸三　　　　　　

１1月プログラム（ロータリー財団月間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９～１０　新田年度



例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会

IM 振り替え休会
１日

（火）

12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 　 SAA

第２例会 　　会長挨拶 　　 会長

　　　　　　結婚・誕生祝 　

８日 皆出席表彰

（火） 　　　　　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　次年度役員選出

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

　

第３例会 18:00 　　　　　忘年会 例会場変更

若葉

１５日

（火）

第４例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

２２日 　　会長挨拶

（火） 　　　　　　会長・幹事報告

　　各委員会報告 各委員会

卓話 下野新聞社　佐野支局長

河又　弘子　様

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

２９日 特別休会
（火）

　　

　　　　　　

　

　　　　　　　　　　プログラム委員長　長島　徹　　　副委員長　中川　藤外志　　　委員　八下田　幸三　　　　　　

12月プログラム（家族月間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９～１０　新田年度



例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会

　　　　特別休会
5日

（火）

12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 　 SAA

第２例会 　　会長挨拶 　　 会長

　　　　　　結婚・誕生祝 　

１２日 皆出席表彰

（火） 　　　　　　会長・幹事報告 会長・幹事

第四回クラブフォーラム 国際奉仕委員長

　　 立川　宣弘　委員長

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

　

第３例会 18:00 　　　　　家族新年会 例会場変更

ホテルサンルート

１９日 18:00

（火）

第４例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

２６日 　　会長挨拶

（火） 　　　　　　会長・幹事報告

　　各委員会報告 各委員会

　卓話 坪内　馨　会員

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱

　　

　　　　　　

　　

　　

　

　　　　　　　　　　　プログラム委員長　長島　徹　　　副委員長　中川　藤外志　　　委員　八下田　幸三　　　　　　

1月プログラム（ロータリー理解推進月間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９～１０　新田年度



例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　会長挨拶

2日 　　　　　　結婚・誕生祝

（火） 皆出席表彰

　　　　　　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

9日 　　　　　　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 クラブ奉仕委員会

谷　和文　委員長

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

16日 　　　　　　会長・幹事報告 会長・幹事

（火） 　　各委員会報告 各委員会

　　卓話 篠崎三智雄　会員

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

23日 　　会長挨拶

（火） 　　　　　　会長・幹事報告

　　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

　　　　　　　プログラム委員長　長島　徹　　　副委員長　中川　藤外志　　　委員　八下田　幸三　　　　　　

2月プログラム（世界理解月間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９～１０　新田年度



例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

(臨時総会) 　　　会長挨拶

６日 　　　　　　　結婚・誕生祝

（火） 皆出席表彰

　　　　　　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　　　　　　各委員会報告 各委員会

　　　　　　　GSE派遣報告 相子　恵理　さん

　　　　　　　卓話 吉澤　兵左　会員

　　

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 　 SAA

　　

第２例会 　　　　　　夜間例会 　 例会場変更

18:00　若葉

１３日 田沼RC合同ゴルフ大会
（火）

　

第３例会

　　　　　　振り替え休会 （足尾植樹祭参加振り替え）

２０日

（火）

第４例会 壱番館　駐車場

２５日 　　　足尾植樹祭参加 7:30　集合

（日）

第５例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

２７日 　　会長挨拶

（火） 　　　　　　会長・幹事報告

　　　　　　各委員会報告 各委員会

　　　　　　卓話 元米山奨学生

趙　金城　（ZHAO　JIN　CHENG）氏

　　中華人民共和国　

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　長島　徹　　　副委員長　中川　藤外志　　　委員　八下田　幸三　　　　　　

4月プログラム（ロータリー雑誌月間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９～１０　新田年度



例会日 スケジュール 行　　　　　　事 プログラム 担　　　当 備　考

第１例会

祝日（みどりの日）休会

4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

11日 　　　　　　結婚・誕生祝

皆出席表彰

　　　　　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会

　　　　　　　卓話 　職業奉仕 田澤　秀文　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

18日 　　　　　　会長・幹事報告 会長・幹事

（火） 　　各委員会報告 各委員会

企業訪問 協立機興（株） 昼食後移動

第４例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

25日 　　会長挨拶

（火） 　　　　　　会長・幹事報告

　　各委員会報告 各委員会

　　　　　　　卓話 葛生化石館について 立川　裕康　様

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱 SAA

　　　　　　　　　　　プログラム委員長　長島　徹　　　副委員長　中川　藤外志　　　委員　八下田　幸三　　　　　　

5月プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９～１０　新田年度


