
緒　　会 会員誕生祝 配偶者誕生祝 第2780地区カレンダー メ　　モ

参 7 1㈪ 青木会長方針挨拶・第一クラブ委員会会員増強クラブフォーラム 理事会 7/1 村松　一 秋本優子 (6/11）会員増強セミナー：会長･幹事･会長エレクト

移 8㈪ 移動例会「直前会長幹事慰労会」(親睦活動委員会担当) (7）米山学友会クリーンキャンペーン：会長･カウンセラー　　　

15㈪ 休会（祝日） (13）地区Ｒ財団セミナー/補助金管理セミナー：国際奉仕委員長

参 22㈪ 親睦活動委員会クラブフォーラム (15)海の日・浜降祭

29㈪ 休会（クラブ定款による）

参 8 5㈪ 第二クラブ・職業奉仕 各委員会クラブフォーラム 理事会 8/5 鈴木悦子 【会員増強・新クラブ結成推進月間】 (7)立秋

12㈪ 休会（振替休日） 高波美幸 (24）地区米山奨学セミナー/カウンセラー研修会 (11)山の日

参 19㈪ 社会奉仕委員会クラブフォーラム 村松志保子 ：国際奉仕委員長･カウンセラー (12)振替休日

参 26㈪ 国際奉仕委員会クラブフォーラム

参 9 2㈪ 青少年2団体に助成金贈呈並びに活動報告スピーチ 理事会 9/2 入澤　章 磯川和子 【基本的教育と識字率向上月間】 (16)敬老の日

参 9㈪ 長期ビジョン検討委員会担当例会「これからの寒川RC」 若菜勝美 石腰明美 (23)秋分の日

16㈪ 休会（祝日）

23㈪ 休会（祝日）

参 30㈪ 米山奨学生カク･ランさんスピーチ/送別会

参 10 7㈪ クラブフォーラム「次年度地区補助金事業について」 理事会 10/7 井上　稔 金子まゆみ 【米山月間・経済と地域社会の発展月間】 (14)体育の日

14㈪ 休会（祝日） 内野晴雄 清水喜栄子 (7）地区大会親睦ゴルフ大会(　　GC） (22)即位礼正殿の儀

移 20㈰ 移動例会「地区大会」（例会日変更21日→20日） 椎野千秋 橋本美穂 (19～20）地区大会　ホスト：相模原RC

参 28㈪ クラブ協議会「ガバナー公式訪問前ガバナー補佐訪問」 クラブ協議会 10/28 (Hセンチュリー相模大野/相模女子大学グリーンホール)

理事会 10/28 (26）第1回地区補助金説明会：会長･会長エレクト

移 11 2㈯ 移動例会「親睦家族移動例会：寒河江RC創立60周年記念式典出席」 中村光良 椎谷令子 【ロータリー財団月間】 (3)文化の日

4㈪ 休会（振替休日）　　　　　　　　 （親睦・国際奉仕委員会担当） 山本　哲 山本美恵子 (9）公共イメージ/奉仕プロジェクトセミナー (4)振替休日

参 11㈪ クラブ協議会「ガバナー公式訪問」 クラブ協議会 11/11 林佐知子 ：社会奉仕委員長 (7)立冬

移 17㈰ 移動例会「寒川町産業まつり｣（例会日変更18日→17日　社会･国際各奉仕委員会担当） (19）第4グループ6RC親睦ゴルフ大会 (23)勤労感謝の日

25㈪ 休会（クラブ定款による） ホスト：綾瀬RC（スリーハンドレッドGC）

(24）米山学友会国際交流会：会長･カウンセラー

参 12 2㈪ 年次総会、クラブ協議会「各委員会上期活動報告」 理事会 12/2 三澤京子 青木京子 【疾病予防と治療月間】 (22)冬至

参 9㈪ 創立50周年準備委員会クラブフォーラム クラブ協議会 12/2 井上悦子 (7）新会員の集い(会員増強･維持セミナー)：新会員

参 16㈪ 県議会議員卓話：山本 哲氏 椎野重子

参 20㈮ クリスマス家族例会（例会日変更23日→20日 親睦活動委員会担当） 中野かよ子

30㈪ 休会（クラブ定款による） 理事会 12/25 山本一美

吉田千尋
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参 1 6㈪ 磯川　浩 【職業奉仕月間】 (1)元日

13㈪ 休会（祝日） 清水　功 (12～19）国際協議会（アメリカ･サンディエゴ）　 (13)成人の日

参 20㈪ 事業所訪問（昼例会） 鈴木正秋 (25)第2回地区補助金説明会：会長エレクト

移 27㈪ 吉田豊治

参 2 3㈪ 理事会 2/3 青木　誠 　 下里佳代子 【平和と紛争予防/紛争解決月間】 (3)節分

移 15㈯ 石腰　亮 (15) 第4グループIM　ホスト：茅ヶ崎RC (4)立春

参 17㈪ 椎谷敏行 (11)建国記念の日

24㈪ 高波信幸 (23)天皇誕生日

(24)振替休日

参 3 2㈪ 国際奉仕委員会クラブフォーラム 理事会 3/2 小澤千明 井上弥代里 【水と衛生月間】 (20)春分の日

(今年度士林RC創立44周年と次年度創立45周年記念式典･台北国際大会について) 菊地良夫 小澤浩美 (10) PETS（藤沢商工会館）：会長エレクト

参 9㈪ 寒川町長卓話：木村俊雄氏　　

16㈪

23㈪

移 29㈰ 花見家族移動例会（例会日変更30日→29日・親睦活動委員会担当） 次年度理事会　/

参 4 6㈪ 理事会 4/6 下里勝二 島村絵里 【母子の健康月間】 (29)昭和の日

13㈪ 三留通男 (10) 台北士林RC創立44周年記念式典

参 20㈪ クラブ協議会 4/20 山本和好 (19) 地区研修・協議会　ホスト：相模原RC（東海大学）

参 27㈪ 理事会 4/27

5 4㈪ 次年度理事会　/ 秋本茂雄　 入澤早百合 【青少年奉仕月間】 (3)憲法記念日

参 11㈪ 石塚雄司 (4)みどりの日

参 18㈪ 橋本研雄 (5)子供の日・立夏

移 24㈰ 創立47周年記念家族移動例会（例会日変更25日→24日・親睦活動委員会担当） (6)振替休日

参 6 1㈪ 理事会 6/1 井上晋一 若菜由美子 【ロータリー親睦活動月間】

移 10㈬ ハワイ国際大会記念移動例会（例会日変更8日→10日・国際奉仕委員会担当） 金子一茂 (6～10) 国際大会（ハワイ・ホノルル）

15㈪ 次年度理事会　/ 島村盛晶

参 22㈪ クラブ協議会「各委員会一年間の活動報告」 クラブ協議会 6/22 鈴木郁男

参 29㈪ 青木会長スピーチ、ハワイ国際大会記念例会報告 中野雅之

二ノ宮雅一

林　裕士
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クラブ協議会「地区研修・協議会報告」

卓話

Ｘ

卓話

Ｘ 休会(クラブ定款による)

Ｘ 休会（祝日）

第4グループ受入れ青少年交換学生卓話

Ｘ 休会(祝日週)

Ｘ 休会(クラブ定款による)

PETS報告＋α

Ｘ 休会(クラブ定款による)

台北士林RC創立44周年記念式典出席報告（国際奉仕委員会担当）

他クラブ訪問移動例会（親睦活動委員会担当）

節分例会（昼例会）卓話

移動例会「第4グループIM」（例会日変更10日→15日）

地区卓話

休会(振替休日)
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新年賀詞交歓会（親睦活動委員会担当）
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