
 
２０１６年         米山月間・経済と地域社会の発展月間               

第２９１０回例会        １０月２０日（木）       於／ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部  

   会長  西村 滋生  

幹事  神吉ゆかり 

※コインボックスの日※ 

○点鐘 

○ロータリーソング(それでこそロータリー) 

〇四つのテスト朗読 

○会長の時間 

○幹事報告  

①本日例会終了後、指名委員会を開催致します。歴代会長の出席をお願い致します。 

②本日例会終了後、例会場前にてクラブ管理運営合同委員会を開催致します。 

③次週 10 月 27 日(木)は夜間例会となります。お間違えの無いようお願い致します。 
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  本日の卓話   

「米山月間に因んで」 

米山記念奨学金委員会  

猪熊 哲彦 委員長他 

次回の卓話(10 月 27 日)  夜間例会 

クラブフォーラム 

「クラブ管理運営委員会」 

クラブ管理運営委員会 木下 敏彦 理事他 

 



☆☆☆☆ 只今ｉｎｇ ☆☆☆☆☆ 

・「宇部・「宇部・「宇部・「宇部 RCRCRCRC 英会話同好会英会話同好会英会話同好会英会話同好会」について」について」について」について            (参加希望の方は川戸まで。)    

次回開催予定日                        11 月 10 日(木)    11：30～12：15 ホテル 5F 総務執務室    

英会話同好会は月 1 回、例会の前後に 30～45 分開催の予定です。               

    

・「宇部・「宇部・「宇部・「宇部 RCRCRCRC ｸﾗﾌﾞ管理運営ｸﾗﾌﾞ管理運営ｸﾗﾌﾞ管理運営ｸﾗﾌﾞ管理運営((((合同合同合同合同))))委員会」について委員会」について委員会」について委員会」について    

日 時  平成 28 年 10 月 20 日(木)  13：40～ 例会場前    

    

・「宇部・「宇部・「宇部・「宇部 RCRCRCRC 指名指名指名指名委員会」について委員会」について委員会」について委員会」について    

日 時  平成 28 年 10 月 20 日(木)  13：40～ 2F 飛鳥の間     

    

・「・「・「・「RI2710RI2710RI2710RI2710 地区；地区大会地区；地区大会地区；地区大会地区；地区大会」について」について」について」について            集合；ＡＮＡホテル集合；ＡＮＡホテル集合；ＡＮＡホテル集合；ＡＮＡホテル 6666：：：：00000000 時間厳守時間厳守時間厳守時間厳守    

日 時  平成 28 年 10 月 30 日(日) 9：00～登録受付   

登録料  6,000 円 

場 所  広島国際会議場  

記念講演 講師；小雪(女優)「名作映画で観る 4 つのテストの日常化」 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ  6666：：：：11110000ANA ホテル出発～6666：：：：33330000 アジスパ出発～広島国際会議場～19：00 発 

     ～アジスパ着予定 21：40～ANA ホテル着予定 22：00 

出席者出席者出席者出席者     芥川,枝廣,藤井(政),藤井(良),福田,古谷,東谷,猪熊,神谷,金子(準),金子(正),神吉 

   加藤,川戸,木下,西村(正),西村(滋),齋藤,清水(昭),田辺,高井,田中(敏),曹伴鵬    

    

・「・「・「・「RRRR 財団財団財団財団 100100100100 周年チャリティーグラウンドゴルフ大会周年チャリティーグラウンドゴルフ大会周年チャリティーグラウンドゴルフ大会周年チャリティーグラウンドゴルフ大会」について」について」について」について            

日 時  平成 28 年 11 月 20 日(日) 9：40～  雨天決行の予定 

場 所  常盤スポーツ広場東屋  

競 技  10：00～12：00（以後、弁当による食事 アルコールも出ます。） 

閉 会  13：00（15：30 まで自由参加） 

登録料  大人 3,500 円  RAC・米山奨学生 2,500 円  高校生以下 2,000 円 

        登録締切登録締切登録締切登録締切    11111111 月月月月 10101010 日日日日((((木木木木))))        

※尚、欠席の会員の皆様には※尚、欠席の会員の皆様には※尚、欠席の会員の皆様には※尚、欠席の会員の皆様には 1,0001,0001,0001,000 円のチャリティ－をお願い致します。円のチャリティ－をお願い致します。円のチャリティ－をお願い致します。円のチャリティ－をお願い致します。    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    例例例例    会会会会    予予予予    定定定定    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    
10 月 20 日 「米山月間に因んで」米山記念奨学金委員会 猪熊 哲彦 委員長他 

10 月 27 日  ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ「クラブ管理運営委員会」クラブ管理運営委員会 木下 敏彦 理事他 

11 月 3 日 休会 

11 月 10 日 通常例会「地区大会報告」 加藤秀憲  芥川貴久爾  曹 伴鵬 

                  ＊＊＊ク＊＊＊ク＊＊＊ク＊＊＊ク    ララララ    ブブブブ    予予予予    定＊＊＊定＊＊＊定＊＊＊定＊＊＊    
10 月 20 日(木)宇部 RC 指名委員会 13：40～ 2F 飛鳥の間 

10 月 20 日(木)宇部 RC クラブ管理運営(合同)委員会 13：40～例会場前 

10 月 30 日(日)RI2710 地区 地区大会；広島国際会議場 

11 月 20 日(日)宇部 RC【R 財団 100 周年チャリティーグラウンドゴルフ大会】常盤ｽﾎﾟｰﾂ広場 



 

    ＜＜＜＜１０１０１０１０月の月の月の月の他クラブ例会予定＞他クラブ例会予定＞他クラブ例会予定＞他クラブ例会予定＞    
美祢 RC（火） 

美祢グランドホテル 

４日 

１１日 

１８日 

２５日 

通常例会 理事会  

夜間例会 観月会（予定） 

通常例会  

夜間例会 

小野田 RC（水） 

ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 

５日 

１２日 

１９日 

２６日 

夜間例会 月見例会 

通常例会 

通常例会 

通常例会 

宇部西 RC（火） 

ANA 

ｸﾗｳﾝ ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部 

４日 

１１日 

１８日 

２５日 

通常例会 理事会   

夜間例会 クラブ協議会 

通常例会   

通常例会 

宇部東 RC（水） 

宇部 72 ｱｼﾞｽｽﾊﾟﾎﾃﾙ 

５日 

１２日 

１９日 

２６日 

通常例会  

通常例会 

夜間例会  

通常例会 クラブフォーラム 

 

 

 

 

 

≪田原榮一ガバナー公式訪問≫≪田原榮一ガバナー公式訪問≫≪田原榮一ガバナー公式訪問≫≪田原榮一ガバナー公式訪問≫    

2016.10.13(2016.10.13(2016.10.13(2016.10.13(木木木木))))    

 

 

 

 

 



 

 

 

≪田原榮一ガバナー公式訪問フォーラム≫≪田原榮一ガバナー公式訪問フォーラム≫≪田原榮一ガバナー公式訪問フォーラム≫≪田原榮一ガバナー公式訪問フォーラム≫    

 

 


