
 

２０１６年            ロータリー親睦活動月間                     

第２８９７回例会         ６月２３日（木）      於／ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部  

   会長  齋藤  博  

幹事  岡田  章 

※ 夜 間 例 会 ※    

○四季の歌【浜辺の歌】 

○会長の時間 

○幹事報告  

①次週 6 月 30 日(木)は休会となります。 

②木野義明さんが転勤の為、6 月 30 日をもって退会されることになりました。長い間のロー

タリー活動誠に有難うございました。 

○次年度幹事報告 

 ①7 月 7 日(木)例会終了後、第 1 回定例理事会を開催致します。次年度理事・役員の出席を 

お願い致します。 

 ②7 月 14 日(木)次年度、第 2 回クラブ協議会を開催致します。次年度理事・役員・委員長の

出席をお願い致します。 

 ③60 周年記念式典の登録料をお願い致します。 

〇ロータリーソング(手に手つないで) 【閉会時】 
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  本日の卓話   

「役員活動報告」 

齋藤年度の総括   齋藤 博 会長 

次回の卓話(7 月 7 日)   

「会長・理事・役員 就任挨拶」 

西村(滋),木下,神吉,田辺,脇,金子(正) 

 



 

☆☆☆☆ 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                        7777 月月月月 14141414 日日日日((((木木木木))))    11111111：：：：33330000～～～～12121212：：：：15151515    5555FFFF 総務執務室総務執務室総務執務室総務執務室        

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 RC60RC60RC60RC60 周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典」について」について」について」について    

日 時  平成 28 年 7 月 10 日(日) 14：30～会員集合【記念撮影あり】  

場 所  ANA クラウンプラザホテル３F 国際会議場 

登録料  お一人 10,000 円 【出来る限りご夫婦での出席をお願い致します出来る限りご夫婦での出席をお願い致します出来る限りご夫婦での出席をお願い致します出来る限りご夫婦での出席をお願い致します】 

    

・「・「・「・「宇部宇部宇部宇部 RC 2016RC 2016RC 2016RC 2016――――17171717 年度年度年度年度        第第第第 2222 回クラブ協議会回クラブ協議会回クラブ協議会回クラブ協議会」について」について」について」について    

日 時  平成 28 年 7 月 14 日(木) 13：40～  

場 所  ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 2F 弥生の間  

  議 題  「新年度の始まりにあたり」 

    

・「・「・「・「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    仮登録仮登録仮登録仮登録」について」について」について」について    

日 時  平成 28 年 10 月 30 日(日) 9：00～登録受付  

場 所  広島国際会議場  

登録料  6,000 円 

    

☆先週の残食☆先週の残食☆先週の残食☆先週の残食                １１１１個個個個                累累累累    計計計計                １１１１５５５５    個個個個    

((((欠席のお知らせは当日欠席のお知らせは当日欠席のお知らせは当日欠席のお知らせは当日 10101010 時までに事務局へ！夜間例会の時もです時までに事務局へ！夜間例会の時もです時までに事務局へ！夜間例会の時もです時までに事務局へ！夜間例会の時もです!!!!))))    

    

    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    例例例例    会会会会    予予予予    定定定定    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    
6 月 30 日 休会 

7 月 7 日 通常例会 会長・理事・役員「就任挨拶」(西村(滋),木下,神吉,田辺,脇,金子(正)) 

7 月 14 日 通常例会 理事・委員長「活動計画」 

(木下,鶴田,神谷,芥川,作村,田中(敏),福田,川戸,藤井(政)) 

7 月 21 日 通常例会 理事・委員長活動計画 

(古谷,高井,東谷,田中(孝),久保田,清水(昭),枝廣,猪熊,加藤) 

7 月 28 日 休会 

                ＊＊＊ク＊＊＊ク＊＊＊ク＊＊＊ク    ララララ    ブブブブ    予予予予    定＊＊＊定＊＊＊定＊＊＊定＊＊＊    
7 月 10 日(日) 宇部 RC60 周年記念式典；ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部  

7 月 14 日(木) 宇部 RC 2016-17 度 第 2 回クラブ協議会 2F 弥生の間 

10 月 30 日(日)RI2710 地区 地区大会；広島国際会議場 



 

 

 

 

＜＜＜＜７月の７月の７月の７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 

５日 

１２日 

１９日 

２６日 

通常例会  会長就任挨拶 理事会 

休会  

通常例会 幹事就任挨拶 

通常例会 田村充正 AG 訪問  

小野田 RC（水） 

ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 

６日 

１３日 

２０日 

２７日 

クラブアッセンブリ―会長,幹事,理事活動計画 

クラブアッセンブリ―各委員長 活動計画 

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 

５日 

１２日 

１９日 

２６日 

夜間例会 第１回クラブ協議会 

通常例会 理事会 硬貨献金日  

通常例会   

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 

６日 

１３日 

２０日 

２７日 

通常例会 会長就任挨拶 

通常例会 各委員会活動計画 

夜間例会 

通常例会 各委員会活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「敬称略」

理事・役員　●●名12名

（理事） 西村 滋生 ｸﾗﾌﾞ管理運営 （理事） 木下　敏彦

（理事） 木下　敏彦 会員組織 （理事） 作村　良一

（理事） 神吉ゆかり ｸﾗﾌﾞ広報 （理事） 川戸　範雄

田辺　憲治 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ （理事） 古谷　博司

（理事） 田辺　憲治 財　　団 （理事） 清水　昭彦

（理事） 脇 　和也 宇部RC（内良）奨学金 （理事） 加藤　秀憲

金子　正己 直前会長 齋藤　博

常任/小委員会 副委員長

ｸﾗﾌﾞ管理運営 木下　敏彦 (理事)

出席･ｸﾗﾌﾞ会報 齋藤　博 大谷　将治 山田　義裕

プログラム 西村　正彦

岡田　章 鶴田　和秀

金子法子 清水　幸男

会員組織 作村　良一 (理事)

会員増強 藤井　克将 光井　一彦

ﾛｰﾀﾘｰ情報 藤井　良康 吉村　亨

ｸﾗﾌﾞ広報 川戸　範雄 (理事)

広報雑誌 金子　準二 脇　和也

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 古谷　博司 (理事)

職業奉仕 高井　仁 伊東　信行

社会奉仕 東谷　和夫 谷川　惠信 田代加寿男

青少年奉仕 田中　孝典 金子　正己

国際奉仕 久保田　隆昌 安部　研一

財  団 清水　昭彦 (理事)

ﾛｰﾀﾘｰ財団 枝廣　可奈子 山本　徹 河野　光伸

米山記念奨学金 猪熊　哲彦 塔野　毅 橋本　澄男

宇部RC（内良）奨学金 加藤　秀憲 (理事)

宇部RC（内良）奨学金 加藤　秀憲 橋本　隆 柴﨑　正勝

兼　　　任

親睦・活動 芥川　貴久爾

神谷　晃

堀　博文

　　 理　事　　10名

宇部RC組織表（２０１６～２０１７年度）　

鶴田　和秀

S. A. A.

副S.A.A.

会　長

副会長

幹　事

副幹事

会　計

田中　敏夫

福田　信二

藤井　政夫

委員長 　　　　　委  　　　　員

 

  


