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7 1355  クラブ協議会  会長・幹事・各理事 　 就任挨拶　友翠会

14 1356  クラブ協議会  ＳＡＡ・各委員長 各委員会活動計画発表

21 1357 卓話 佐藤直前会長  理事会

28 1358 客話 理事・役員

4 1359 委員会事業 会員増強退会防止委員会  友翠会

11  定款第8条により休会

18 1360 卓話 新会員  理事会

25 1361 クラブ協議会 ガバナー補佐来訪

1 1362 委員会事業 ロータリー情報委員会  友翠会

8 1363 ガバナー公式訪問 理事会

15 1364 移動例会  親睦活動委員会 家族例会

22  定款第8条により休会

29 1365 卓話 落合会員

6 1366 委員会事業 米山奨学委員会  友翠会

13 1367 委員会事業 会員増強退会防止委員会 オープン例会

20 1368 卓話 藤本会員  理事会

27 1369 卓話 真鍋会員

3  定款第8条により休会

10 1370 委員会事業 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会  友翠会

17 1371 卓話 向井会員 理事会 

24 1372 卓話 関谷会員

1 1373 客話 理事・役員  友翠会

8 1374  クラブ協議会（年次総会）  会長  次年度役員理事選任

15 1375 移動例会  親睦活動委員会  クリスマス家族例会

22 1376  クラブ協議会 会長・幹事  上半期報告・理事会

29  定款第8条により休会
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上半期プログラム
（ 2022～2023年度 ）

月 日 創立
回数 例 会 主 題 当担当委員 講演者 演　　　題
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ＲⅠ
地区・分区等の行事 会員 会員配偶者

誕生例会  越智（２６日）

誕生例会 会員増強・拡大月間  藤本（２日）  塩田（１日）

 山岡（１０日）  造田（９日）

 白井（１４日）  石井（２５日）

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問(25日)  高嶋浩司(３０日)  高嶋浩司(２０日）

誕生例会  基本的教育と識字率向上月間  高嶋由昌（ 7日）  十河（８日）

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問(8日)  ロータリーの友月間  花房（ 4日）  森（１５日）

 雉鳥（１5日）

 伊藤（１5日）

誕生例会  経済と地域社会の発展月間  平田（６日）  小橋（５日）

 米山月間  小橋（１８日）  岩村（１９日）

 佐藤（３０日）  山岡(２１日)

 石橋（３１日）

誕生例会  ﾛｰﾀﾘｰ財団月間  真鍋（１３日）  柳瀬（１７日）

 雉鳥（２０日）  濱田（１９日）

 山田（２０日）  山岡 (２１日)

向井（ 1日）

誕生例会  疾病予防と治療月間  太田（ 17日）  佐藤（５日）

年次総会（1日）  清水（ 6日）

 太田（ 21日）１２
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月 その他の行事
誕　　生　　者
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5 1377  新年例会 会長  年頭挨拶、友翠会

12 1378 委員会事業 職業奉仕委員会

19 1379 委員会事業 職業分類会員選考委員会  理事会

26 1380 卓話 濱田　会員

2 1381 委員会事業 出席委員会  友翠会

9 1382 卓話 角田　会員

16 1383 卓話 石井　会員 理事会

23  定款第8条により休会

2 1384 委員会事業 社会奉仕委員会 　友翠会

9 1385 卓話 早川　会員 理事会

16 1386 委員会事業 研修委員会

23 1387 委員会事業 30周年実行委員会

30 1388 委員会事業 30周年実行委員会

6 1389 委員会事業 30周年実行委員会  友翠会

13 1390 例会変更 30周年記念式典（4/15）

20 1391 委員会事業 国際奉仕委員会  理事会

27 1392 卓話 福島　会員

4  定款第8条により休会

11 1393 委員会事業 青少年奉仕委員会  友翠会

18 1394 卓話 清水　会員 理事会

25 1395 委員会事業 30周年実行委員会報告会

1 1396 委員会事業 クラブ広報 IT 委員会  友翠会

8 1397 卓話 高嶋由昌会員

15 1398 客話 理事・役員 理事会

22 1399  クラブ協議会 各理事、ＳＡＡ、各委員長  年間活動報告・理事会

29 1400  クラブ協議会 会長・幹事  理事・役員離任挨拶
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下半期プログラム
（ 2022～2023年度 ）

月 日 創立
回数 例 会 主 題 当担当委員 講演者 演　　　題
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ＲⅠ
地区・分区等の行事 会員 会員配偶者

誕生例会 職業奉仕月間   松野博文(５日)  関谷（３日）

 十河（６日）  越智（１０日）

 濱田（２２日）  幡（２７日）

 

 

誕生例会 平和と紛争予防解決月間  角田（３日）  横井（１０日）

世界理解と平和週間  柳瀬（１９日）  石橋（２０日）

 石井（２０日）

 落合（２２日）

誕生例会 水と衛生月間  早川（１３日）  高嶋由昌(９日）

世界ローターアクト週間  横井（１５日）  真鍋（１６日）

誕生例会 母子の健康月間  筧（８日）  筧（６日）

30周年記念式典（4/15）  難波(９日)  藤本（１７日）

 幡(９日)

 岩村（１９日）

 福島（３０日）

誕生例会  青少年奉仕月間  伊藤（１０日）  角田（５日）

 清水（１４日）

 八田（２８日）

 森（３１日）

誕生例会  ロータリー親睦活動月間  関谷（３日）  松野博文(１４日 )

 塩田（２１日）  福島（１７日）

 白井（１７日）

 八田（２４日）

 落合（２９日）
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