
 

２０１４年          米山月間    職業奉仕月間              

第２８２０回例会       １０月９日（木）      於／ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部  

                         会 長 西村 正彦 

                        幹  事 金子 準二 

※コインボックスの日※  

 

 

私 の 一 押 し 写私 の 一 押 し 写私 の 一 押 し 写私 の 一 押 し 写 真真真真    
 

 
撮 影撮 影撮 影撮 影 者者者者；；；；    吉村吉村吉村吉村    亨亨亨亨            思い出の軍歌演習；帽振れ江田島全国大会思い出の軍歌演習；帽振れ江田島全国大会思い出の軍歌演習；帽振れ江田島全国大会思い出の軍歌演習；帽振れ江田島全国大会    

（背景は旧海軍兵学校生徒館）（背景は旧海軍兵学校生徒館）（背景は旧海軍兵学校生徒館）（背景は旧海軍兵学校生徒館）    
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本日の卓話   

 外部卓話 「内モンゴルについて」 

  米山奨学生  王 鳳艶さん 

次回の卓話(10 月 16 日)  

外部卓話「花燃ゆ～ゆかりの人々」 

毛利博物館 顧問 小山良昌さん 

 



○点鐘 

○ロータリーソング(我等の生業) 

○会長の時間 

○幹事報告 

①理事会報告 

 a)9 月度の会計報告が異議なく承認されました。 

 b)ﾌﾞﾗｻﾞｰを金子正己さん＝藤井克将さん,福田信二さん＝飯塚 正さんにお願いする 

事になりました。 

    c)杉本恵介さんの所属が国際奉仕委員会へ変更されました。 

☆☆☆☆ 只今ｉｎｇ ☆☆☆☆☆ 

・「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 26 年 10 月 16 日(木) 18：30～ 

場 所  ミリア （宇部中央バス亭） 登録料  ５，０００円 

・「・「・「・「2710271027102710 地区；地区大会本登録」について地区；地区大会本登録」について地区；地区大会本登録」について地区；地区大会本登録」について    

≪大会２日目；本会議本会議本会議本会議≫ 8：45～登録受付  9：30～本会議    

日 時  平成 26 年 10 月 19 日(日)  

登録料 ６，０００円（個人負担分） 

  場 所  ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ  

     【懇親会；18:00～福山ニューキャッスルホテル】 

当日は団体行動団体行動団体行動団体行動にて、新幹線指定席新幹線指定席新幹線指定席新幹線指定席での移動となります。 

行き 新山口駅 6：59 発  

((((必ず１必ず１必ず１必ず１５５５５分前に分前に分前に分前に団体専用改札口団体専用改札口団体専用改札口団体専用改札口にお集まり下さい。にお集まり下さい。にお集まり下さい。にお集まり下さい。))))    一般改札口となり一般改札口となり一般改札口となり一般改札口となり    

帰り  福山駅 19:38 発（新山口着 21：38） 

 

参加者参加者参加者参加者；枝廣可奈子,福田信二,東谷和夫,猪熊哲彦,伊東信行,神谷 晃,金子準二, 

金子正己,神吉ゆかり,西村正彦,西村滋生,岡田 章,齋藤 博,清水昭彦, 

高村正信,田中敏夫,塔野 毅,脇 和也,山﨑和之,作村良一     ２０２０２０２０名参加名参加名参加名参加 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    例例例例    会会会会    予予予予    定定定定    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    
10 月 16 日 通常例会 外部卓話 「花燃ゆ～ゆかりの人々」毛利博物館 顧問 小山良昌さん 

10 月 23 日 通常例会通常例会通常例会通常例会 ガバナー補佐公式訪問ガバナー補佐公式訪問ガバナー補佐公式訪問ガバナー補佐公式訪問 小松一雄ガバナー補佐 

10 月 30 日 休会 

11 月 6 日 通常例会通常例会通常例会通常例会 ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問        金子克也ガバナー金子克也ガバナー金子克也ガバナー金子克也ガバナー 

     ＊＊＊ク＊＊＊ク＊＊＊ク＊＊＊ク    ララララ    ブブブブ    予予予予    定＊＊＊定＊＊＊定＊＊＊定＊＊＊    
10 月 16 日(木) 宇部 RC 指名委員会 13:40～ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部 ４F 梅の間 

10 月 16 日(木) 宇部 RC ｸﾗﾌﾞ管理運営(合同)委員会 18：30～ミリア 

10 月 19 日(日) RI2710 地区；地区大会；福山 

10 月 23 日(木) 宇部 RC ｸﾗﾌﾞ協議会  13:40～ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部 ２F 弥生の間 

11 月 6 日（木） ガバナー公式フォーラム 13：40～ ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部 ２F 弥生の間 



職場例会；常盤公園動物園ゾーン視察職場例会；常盤公園動物園ゾーン視察職場例会；常盤公園動物園ゾーン視察職場例会；常盤公園動物園ゾーン視察    

平成 26 年 10 月 2 日(木) 35 名出席 

    

                    

＜＜＜＜１０１０１０１０月の他クラブ例会予定＞月の他クラブ例会予定＞月の他クラブ例会予定＞月の他クラブ例会予定＞    

 

美祢 RC 

(火) 

美祢 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

７日 

１４日 

２１日 

２８日 

通常例会 理事会 クラブ内研修 

夜間例会  

通常例会 クラブ協議会 

夜間例会 

小野田 RC（水） 

ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 
１日 

８日 

１５日 

２２日 

２９日 

通常例会 委員会卓話 

夜間例会 

通常例会 委員会卓話 

クラブアッセンブリー 

通常例会 会員卓話 

宇部西 RC（火） 

ANA ｸﾗｳﾝ ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇

部 

７日 

１４日 

２１日 

２８日 

通常例会 理事会  

通常例会 硬貨献金日 

夜間例会 クラブ協議会 

通常例会 倹約デー 

宇部東 RC（水） 

宇部 72 ｱｼﾞｽｽﾊﾟﾎﾃﾙ 
１日 

８日 

１５日 

２２日 

２９日 

通常例会  

通常例会 

夜間例会 

休会 

通常例会 地区大会報告 


