
      
２０１７年           ロータリー財団月間                     

第２９６１回例会       １１月３０日（木）    於／ANA クラウンプラザホテル宇部 

                         会長  木下 敏彦 

                           幹事  田辺 憲治 

※ 夜 間 例 会 ※ 

○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次週 12 月 7 日(木)は年次総会・次年度理事選挙です。 

②次週 12 月 7 日(木)は例会終了後、第 6回定例理事会を開催致します。理事・役員の方の出席を 

お願致します。 

 ③年末家族会の登録料をお願い致します。 

○ロータリーソング(手に手つないで) 【閉会時】 

 

11 月 16 日 会員卓話；光井一彦 会員】 

                                             

 事 務 局     宇部市相生町８番１号宇部興産ビル６Ｆ 

      TEL 0836-35-2776          FAX 0836-35-2771 

      HP http://www.ube-rc.jp      E-mail info@ube-rc.jp         

                                              

  本日の卓話        

クラブフォーラム 

「ロータリー財団について」 

財団委員会 枝廣可奈子 理事他 

次回の卓話(12 月 7 日)   

年次総会・次年度理事選挙  

会員卓話｢風邪の予防について｣ 

福田信二 会員 

 



 

☆☆☆☆ 只今ｉｎｇ ☆☆☆☆☆ 

・「宇部 RC 英会話同好会」について   (参加希望の方は川戸まで。) 

次回開催予定日      12 月 21 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 RC 環境に対する良心 事業【植樹】」について (雨天決行)  

 開催日  平成 30 年 1 月 28 日(日) 

 集 合  10 時 50 分 

 ｽｹｼﾞｭｰﾙ  11：00～12：00 植樹及び移動 12：00～13：00 ボンボンにて食事(焼肉)13 時閉会 

 登録料  8,000 円 全員登録    登録締切 1 月 11 日(木) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   

 

 

 

 

＊＊＊ 例 会 予 定 ＊＊＊ 
11月 30 日 夜間例会 クラブフォーラム「ロータリー財団について」 

財団委員会 枝廣可奈子 理事他 

12 月 7 日 年次総会・次年度理事選挙 会員卓話｢風邪の予防について｣福田信二 会員 

12 月 14 日 年末家族例会（夜間） 

12 月 21 日 通常例会 新入会員卓話｢宇部ロータリーに入会して｣曽我德将 会員 

12 月 27 日 休会(年末) 

         ＊＊＊ク ラ ブ 予 定＊＊＊ 
12月 14 日(木)宇部 RC 年末家族例会 18：00～ホテル 3F 国際会議場 

1 月 28 日(日)宇部 RC「環境に対する良心」事業【植樹】常盤公園  

＜１２月の他クラブ例会予定＞ 

 

美祢 RC（火） 

美祢グランドホテル 

５日

１２日

１９日

２６日

クラブ内研修 理事会 

通常例会 

夜間例会 

休会 

 

小野田 RC（水） 

ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 

６日

１３日

２０日

２７日

クラブ年次総会  

通常例会  

通常例会 

休会 

 

宇部西 RC（火） 

ANA 

ｸﾗｳﾝ ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部 

５日

１２日

１９日

２６日

通常例会 理事会 

通常例会 

冬の家族会(夜間) 

通常例会 

 

宇部東 RC（水） 

宇部 72 ｱｼﾞｽｽﾊﾟﾎﾃﾙ 

６日

１３日

２０日

２７日

通常例会 理事選挙 

クリスマス家族夜間例会 

通常例会 

休会 



 

 

2017 年度決議審議会 提案案件の抜粋 ③ 

                          情報委員会 

 

採択された 17 決議案です 

 

17R-01 クラブ戦略計画委員会の設置を推奨することを検討するよう RI 理事会に要請する件 

17R-04 復帰会員に関する当初の会員情報の保持を検討するよう RI 理事会に要請する件 

17R-05 終結されたクラブが地区の承認を確保することを検討するよう RI 理事会に要請する件 

17R-06 クラブの柔軟性による効果について調査することを検討するよう RI 理事会に要請する件 

17R-07 試験的プログラムの情報公開を検討するよう RI 理事会に要請する件 

17R-10 「ロータリーの目的」を明確にすることを検討するよう RI 理事会に要請する件 

17R-12 ロータリーの中隔の価値観と使命を追加する立法案を規定審議会に提案することを検討 

するよう RI 理事会に要請する件 

17R-16 生態学的に持続可能な取り組みの支援を検討するよう RI 理事会に要請する件 

17R-17 持続可能な開発と環境保護を重点分野に加えることを検討するよう RI 理事会に要請する件 

17R-21 ローターアクトクラブ認定フォームの改定を検討するよう RI 理事会に要請する件 

17R-23 グローバル補助金申請に水プロジェックト申請のテンプレートを含めることを検討するよう 

RI 理事会に要請する件 

17R-29 RI 理事会に付託された制定案に関する審議過程を公開することを検討するよう RI 理事会に 

    要請する件 

17R-30 5 ヵ年財務見通しを審議会より前に送付することを検討するよう RI 理事会に要請する件 

17R-31 ロータリーの人頭分担金を増額しないことを 2019 年審議会で検討するよう RI 理事会に要請 

    する件 

17R-36 ロータリー章典の更新箇所に編集上の印を加える事を検討するよう RI 理事会に要請する件 

17R-37 年次の会長テーマをヒンディー語で発表することを検討するよう RI 理事会に要請する件 

17R-38 投票機器の使用方法を審議会代表議員に研修することを検討するよう RI 理事会に要請する件 

      

 


