
例会日 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 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　 通常例会 SAA

　　会長・幹事新任挨拶 会長・幹事

３日 　　バッジ交換 新旧会長・幹事

（火） 　　結婚・誕生祝 ロータリー家族委員会

　　皆出席表彰 出席委員会

第2766回 　　新入会員入会式 会員組織委員会

吉澤慎太郎ガバナー補佐挨拶

　（　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２－１回クラブ協議会 ｸﾗﾌﾞ奉仕･情報委員会 中田英昭・中野勇夫 司会

各委員長年度計画発表 会員組織･奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 須藤功一・吉澤浅一 永井幹事

ﾛｰﾀﾘｰ財団支援委員会 谷　和文

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 SAA

第２例会 18:00 例会場変更（夜間例会）

１０日

（火）

第2767回

第３例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 通常例会 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

第2768回 　　第２－２回クラブ協議会 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･出席ﾆｺﾆｺBOX 小曽戸健治・片柳克敏 司会

各委員長年度計画発表 R家族・広報IT推進会報 中野勇夫・保科純一郎 永井幹事

雑誌ﾛｰﾀﾘｰ資料委員会 篠﨑三智雄

会員増強･職業分類委員会 奥澤松利・小林祥郎

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　 通常例会 SAA

　　会長挨拶 会長

２４日 　（　食事　･　歓談　）

（火）

　　会長・幹事報告 会長・幹事

第2769回 　　各委員会報告 各委員会

　　第２－３回クラブ協議会 職業奉仕・社会奉仕委員会 福島秀治・岩崎昇一郎 司会

各委員長年度計画発表 青少年奉仕・国際奉仕委員会 川上卓也・新田実 永井幹事

R財団･米山記念奨学会 土屋登・本島佳明

SAA 齊藤茂 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５例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 SAA

　　会長挨拶 インターアクト合同例会 会長

３１日 　（　食事　･　歓談　）

（火） 　　会長・幹事報告

　　各委員会報告

第2770回 13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　

７月プログラム

　２０１8～２０１9　齋藤年度

新　旧　役　員　歓　送　迎　会　　　若葉

　プログラム委員長　小曽戸健治　　　副委員長　相子　正幸　　　委員　若田部　貴

本年度RI会長テーマ　BE THE INSPIRATION 　ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝになろう



例会日 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 行　　　　　　　事 プログラム 担　　　　当 備　考

第１例会 納涼祭 例会場変更(夜間例会) SAA
於：ココファーム ロータリー家族委員会

７日 18:00 　　点鐘 SAA
（火） 　　会長挨拶 会長

　　慶事報告 　　結婚・誕生祝 ロータリー家族委員会
第2771回 　　皆出席表彰 出席委員会

　　会長・幹事報告 会長・幹事
　　各委員会報告 各委員会

出席状況報告及び 出席委員会
ニコニコカード披露

　　点鐘　 SAA
食事・歓談

20:00 終了予定

１４日

（火）

第2例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 通常例会 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
第2772回

　　第１回クラブフォーラム 会員増強委員会 奥澤松利委員長

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　 ガバナー補佐事前訪問 SAA
　　会長挨拶 会長

２8日 　（　食事　･　歓談　）
（火）

　　会長・幹事報告 会長・幹事
第2773回 　　各委員会報告 各委員会

　　第３回クラブ協議会 司会

各委員長年度計画発表 永井幹事

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

８月プログラム

　２０１8～２０１9　齋藤年度

　プログラム委員長　小曽戸健治　　　副委員長　相子　正幸　　　委員　飯田　稔

会員増強・新クラブ結成推進月間

特別休会



例会日 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長
　　慶事報告 　　結婚・誕生祝 ロータリー家族委員会

4 　　皆出席表彰 出席委員会
（火） 　（　食事　･　歓談　）

　　会長・幹事報告 会長・幹事
第2774回

　卓話(クリケットタウン 佐野市観光スポーツ部 村山和之係長
　　　佐野創造プロジェクト） スポーツ立市推進課

　　各委員会報告 会長・幹事
出席状況報告及び 出席委員会
ニコニコカード披露

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　 ガバナー公式訪問 SAA
　　会長挨拶 会長

11日 　　バナー交換 写真撮影

（火） 　（　食事　･　歓談　）

　卓話 伊藤永峯ガバナー

第2775回 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 会長・幹事

　　出席状況報告 出席委員会

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 SAA

第3例会 18:00 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 夜間例会 SAA
　　会長挨拶 (那須内のホテル) 会長

18日
（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 各委員会
第2776回 　（　食事　･　歓談　）

20:00 　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
第2777回 　　各委員会報告 各委員会

　　　卓話 新入会員卓話 奥山浩司 君
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

９月プログラム

　２０１8～２０１9　齋藤年度

　プログラム委員長　小曽戸健治　　　副委員長　相子　正幸　　　委員　飯田　稔

基本的教育と識字向上月間・ロータリーの友月間



例会日 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長
　　慶事報告 　　結婚・誕生祝 ロータリー家族委員会

2日 　　皆出席表彰 出席委員会
（火） 　（　食事　･　歓談　）

第2778回 　　会長・幹事報告 会長・幹事
　卓話 ロータリー米山記念奨学会

委員会委員長(宇都宮陽北RC) 長　正英様
米山奨学生(1名)

　　各委員会報告 会長・幹事
出席状況報告及び 出席委員会
ニコニコカード披露

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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長

9日 　（　食事　･　歓談　）
（火） 第2回クラブフォーラム 米山記念奨学会委員会 本島佳明委員長

第2779回 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　各委員会報告 会長・幹事

　　出席状況報告 出席委員会

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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長

16日 　（　食事　･　歓談　）
（火） 　卓話  ピアニスト 原　正夫 様

第2780回 　　会長・幹事報告 会長・幹事
　　各委員会報告 各委員会
　　出席状況報告 出席委員会

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

23日 　（　食事　･　歓談　）
（火）

第2781回 　　会長・幹事報告 会長・幹事
　　各委員会報告 各委員会
　　　卓話 新入会員卓話 木村宣洋 君
　　出席状況報告 出席委員会 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

30日

（火）

１０月プログラム

　２０１8～２０１9　齋藤年度

　プログラム委員長　小曽戸健治　　　副委員長　相子　正幸　　　委員　飯田　稔

経済と地域社会の発展月間・米山月間

振替休会(10/27・28地区大会の為)



例会日 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長
　　慶事報告 　　結婚・誕生祝 ロータリー家族委員会

6日 　　皆出席表彰 出席委員会
（火） 　（　食事　･　歓談　）

第2782回 　　会長・幹事報告 会長・幹事
 第4-1回クラブ協議会 経過報告(進捗状況) 各常任委員長 永井幹事

　　各委員会報告
　　今月の写真 写真同好会 江田幸司君

出席状況報告及び 出席委員会
ニコニコカード披露

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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶

13日 　（　食事　･　歓談　）
（火） 　第4-2回クラブ協議会 ロータリー財団支援委員会 谷 和文 常任委員長

第2783回 　　各委員会報告 会長・幹事
出席状況報告及び 出席委員会
ニコニコカード披露

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 SAA 　
例会終了後

11:45 インフルエンザ予防接種 　例会場内にて 岩崎社会奉仕委員長 臨時理事

　(長島医院) 役員会

第3例会 12:30 　点鐘　 例会場変更 SAA
　　会長挨拶 新そばを楽しむ会 会長

20日 　　会長・幹事報告 高齢者センター 会長・幹事
（火） 　　各委員会報告 各委員会

　　出席状況報告及び 出席委員会
第2784回     ニコニコカード披露

　（　食事　･　歓談　）
13:30 　点鐘　 SAA

集合時間 11:00 高齢者センター集合 福島職業奉仕委員長
11:40 日鉄鉱業㈱羽鶴鉱山 谷レンタバスにて移動

切羽・発破見学

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　）
（火）

　　会長・幹事報告 会長・幹事
第2785回 　　各委員会報告 各委員会

　　　卓話 佐野税務署署長 渡辺 三樹様

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 SAA

11月プログラム

　２０１8～２０１9　齋藤年度

　プログラム委員長　小曽戸健治　　　副委員長　相子　正幸　　　委員　飯田　稔

ロータリー財団月間



例会日 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長
　　慶事報告 　　結婚・誕生祝 ロータリー家族委員会

4日 　　皆出席表彰 出席委員会
（火） 　（　食事　･　歓談　）

第2786回 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　卓話 半期を終えて 齋藤孝之会長

　　各委員会報告
　今月の写真 写真同好会 江田幸司君
  今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会
ニコニコカード披露

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 SAA
例会終了後

　　クラブ年次総会 理事役員会

第2例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 通常例会 SAA
　　会長挨拶

11日
（火） 　（　食事　･　歓談　）

第2787回
　　会長・幹事報告 会長・幹事

　卓話 新入会委員卓話 飯島靖夫君

　　各委員会報告 会長・幹事
    今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会
ニコニコカード披露

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 SAA

第3例会 18:00

18日
（火）

第2788回

25日
（火）

12月プログラム

　２０１8～２０１9　齋藤年度

　プログラム委員長　小曽戸健治　　　副委員長　相子　正幸　　　委員　飯田　稔

疾病予防と治療月間

　　　　　　　　　　　　　　　特別休会

夜間例会(味楽)

忘年会

第２回会長杯ゴルフコンペ



例会日 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 行　　　　　　　事 プログラム 担　　　　当 備　考

１日
（火）

第１例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長

８日 　　慶事報告 結婚・誕生祝 ロータリー家族委員会
（火） 皆出席表彰 出席委員会

　（　食事　･　歓談　）
第2789回 会長・幹事報告 会長・幹事

　今月の写真 写真同好会 江田幸司君
  今日は何の日 SAA
　　各委員会報告
　出席状況報告並びに 出席委員会
　ニコニコカード披露

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 SAA

第２例会 18:00

１６日

（水）

第2790回

第３例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長

２２日 　（　食事　･　歓談　）
（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　卓話 タイ国ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関連 タイ国ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関連 佐野ユネｽｺ

第2791回 協会会長

　第5回クラブ協議会 後期計画発表 各常任委員長 永井幹事

中田・中野・須藤君 吉澤(浅)・谷君

　　各委員会報告 各委員会
   今日は何の日 SAA

　出席状況報告並びに 出席委員会
　ニコニコカード披露 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 11:00 企業見学 例会場変更 福島職業奉仕委員長

吉澤石灰工業㈱葛生工場様 10：30壱番館集合

２9日 12:30 　点鐘： 通常例会 SAA
（火） 　　会長挨拶 会長

　（　食事　･　歓談　）
第2792回 　見学関連質疑応答

　　会長・幹事報告 会長・幹事
　　各委員会報告 各委員会
   今日は何の日 SAA

　出席状況報告並びに 出席委員会
　ニコニコカード披露

13:30 　点鐘：　 SAA

１月プログラム

　２０１8～２０１9　齋藤年度

　プログラム委員長　小曽戸健治　　　副委員長　相子　正幸　　　委員　飯田　稔

職業奉仕月間

                                特別休会

夜間例会・新年会（例会場変更）

アルシオーネコート佐野



例会日 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長
　　慶事報告 　　結婚・誕生祝 ロータリー家族委員会

　　皆出席表彰 出席委員会
５日 　アワード授与式 社会人RYLAセミナー 壷井晃太朗・富澤啓介様 川上委員長

（火） 壷井・富澤様挨拶
第2793回 　（　食事　･　歓談　）

　　会長・幹事報告 会長・幹事
　第3回クラブフォーラム 国際奉仕委員会 新田実委員長
　　各委員会報告 各委員会
　　今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会
ニコニコカード披露

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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長

１２日 　（　食事　･　歓談　）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

第2794回 　卓話 坪内馨君

　　各委員会報告

　　今月の写真 写真同好会 江田幸司君
　　今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会

ニコニコカード披露

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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長

1９日 　（　食事　･　歓談　）
（火）

第2795回 　　会長・幹事報告 会長・幹事
　卓話 南アを旅して 吉澤慎太郎君
　　各委員会報告 各委員会
　　今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会

ニコニコカード披露
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

２６日

（火）

２月プログラム

　２０１８～２０１９　齋藤年度

　プログラム委員長　小曽戸健治　　　副委員長　相子　正幸　　　委員　飯田　稔

平和と紛争予防・紛争解決月間

振替休会

2/23日　IMの為



例会日 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長
　　慶事報告 　　結婚・誕生祝 ロータリー家族委員会

５日 　　皆出席表彰 出席委員会
（火） 　（　食事　･　歓談　）

第2796回 　　会長・幹事報告 会長・幹事
　卓話 IMを終えて 小林祥郎実行委員長

　　各委員会報告 会長・幹事
　今月の写真 写真同好会 江田幸司君
  今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会
ニコニコカード披露

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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長

１２日 　（　食事　･　歓談　）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

第2797回 第4回クラブフォーラム 職業奉仕委員会 福島秀治委員長

　　各委員会報告

  今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会

ニコニコカード披露

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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長
　入会式 高橋竜馬君

1９日 　（　食事　･　歓談　）
（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

第2798回 　卓話 足尾鉱山その他 足利山岳実行委員会 関塚保雄君

事務局　石川勝様

　　各委員会報告 各委員会
  今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会
ニコニコカード披露 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 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長

　（　食事　･　歓談　）
２６日 　　会長・幹事報告 会長・幹事
（火） 　卓話(ゲスト卓話) 青年海外協力隊としての 熊倉百合子様 相子正幸君

第2799回 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱでの体験談 JICA栃木ﾃﾞｽｸ担当

  今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会

ニコニコカード披露

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 SAA

　プログラム委員長　小曽戸健治　　　副委員長　相子　正幸　　　委員　飯田　稔

３月プログラム

　２０１８～２０１９　齋藤年度
水と衛生月間



例会日 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長
　　慶事報告 　　結婚・誕生祝 ロータリー家族委員会

２日 　　皆出席表彰 出席委員会
（火） 　（　食事　･　歓談　）

第2800回 　　会長・幹事報告 会長・幹事
　卓話 公共イメージアップについて 保科純一郎君
　　各委員会報告 会長・幹事
　今月の写真 写真同好会 江田幸司君
  今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会
ニコニコカード披露

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 SAA

第2例会 18:00

１１日

（木）

第2801回

第3例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長

1６日 　（　食事　･　歓談　）
（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

第2802回 　卓話 横塚信也君
　　各委員会報告 各委員会
  今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会
ニコニコカード披露 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

２３日

（火） 4月27日
第2803回

第5例会

３０日
（火）

４月プログラム

　２０１８～２０１９　齋藤年度

　プログラム委員長　小曽戸健治　　　副委員長　相子　正幸　　　委員　飯田　稔

母子の健康月間

葛生・田沼合同例会　於：見晴し

葛生・田沼合同ゴルフコンペ及び第３回会長杯ゴルフコンペ

足尾植樹祭参加の為振替休会

天皇退位の日の為特別休会

（唐沢ゴルフクラブ　三好コース）



例会日 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長
　　慶事報告 　　結婚・誕生祝 ロータリー家族委員会

7日 　　皆出席表彰 出席委員会
（火） 　（　食事　･　歓談　）

第2804回 　　会長・幹事報告 会長・幹事
　第5回クラブフォーラム 青少年奉仕委員会 川上卓也委員長

青藍泰斗高等学校IAC 松島会長・松本幹事

家富顧問

　　各委員会報告 各委員会
　　今月の写真 写真同好会 江田幸司君
　　今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会
ニコニコカード披露

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　 通常例会 SAA

　　会長挨拶 会長
１４日 　（　食事　･　歓談　）

（火） 　　会長・幹事報告 会長・幹事

第2805回 　　ゲスト卓話 NPO法人ｴｺﾛｼﾞｰｵﾝﾗｲﾝ 上岡裕理事長 相子正幸君

(ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ里山ｴﾈﾙｷﾞｰ (かみおかゆたか)

                  ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)

　　各委員会報告

　　今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会

ニコニコカード披露 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3例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長

２１日 　（　食事　･　歓談　）
（火）

第2806回 　　会長・幹事報告 会長・幹事
　　各委員会報告 各委員会
　　ゲスト卓話 ㈱HSｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

代表取締役 早川茂様 谷和文君

　　今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会

ニコニコカード披露

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 SAA

第4例会 12:00

２８日

（火）
第2807回

18:00 懇親会(セス・クラウチ君を囲んで) 於：若葉

５月プログラム

　２０１８～２０１９　齋藤年度

　プログラム委員長　小曽戸健治　　　副委員長　相子　正幸　　　委員　飯田　稔

青少年奉仕月間

企業見学会(13：00～16：45)

㈱SUBARU　ビジターセンター　　視察・見学

葛の里壱番館　12：00出発　マイクロバスにて



例会日 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 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　 通常例会 SAA
　　会長挨拶 会長
　　慶事報告 　　結婚・誕生祝 ロータリー家族委員会

4日 　　皆出席表彰 出席委員会
（火） 　（　食事　･　歓談　）

第2808回 　　会長・幹事報告 会長・幹事
卓話 クラブ奉仕委員会 中田英昭委員長
　　各委員会報告 各委員会
　　今月の写真 写真同好会 江田幸司君
　　今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会
ニコニコカード披露

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 SAA

第2例会
１2日

（水）

第2809回

第3例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 通常例会 SAA

　　会長挨拶 会長

１８日 　（　食事　･　歓談　）

（火）
第2810回 　　会長・幹事報告 会長・幹事

　　新入会員卓話 関塚保雄君
高橋竜馬君

　　各委員会報告 各委員会
　　今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会

ニコニコカード披露 例会終了後

13:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 SAA 新理事

役員会

第4例会 12:30 　点鐘：ロータリーソング斉唱　 通常例会 SAA
２５日 　　会長挨拶 会長
（火） 　（　食事　･　歓談　）

第2811回
　　会長・幹事報告 会長・幹事

会長・幹事退任挨拶 会長・幹事
　　各委員会報告 各委員会
　　今日は何の日 SAA

出席状況報告及び 出席委員会

ニコニコカード披露 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

６月プログラム

　２０１８～２０１９　齋藤年度

　プログラム委員長　小曽戸健治　　　副委員長　相子　正幸　　　委員　飯田　稔

ロータリー親睦活動月間

12：30　現地集合　家族観劇会(例会場変更)

劇団四季「キャッツ」

18：30　新丸ビル5F「MAISON BARSAC」夕食会


