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月 日 例会回数 プログラム 担当委員会 クラブ行事予定／例会内容 月間テーマ・その他行事 月 日 例会回数 プログラム 担当委員会 クラブ行事予定／例会内容 月間テーマ・その他行事

4 3030 臨時総会 会長・他 ♠♦ 2 国民の休日のある水曜日 職業奉仕月間

11 3031 事業計画発表 クラブ運営 クラブアッセンブリー１
(新年度スタートにあたり）

9 3050 卓話 プログラム 新年年男年女放談　　　♠♦

18 3032 事業計画発表
奉仕活動・国際奉
仕・姉妹クラブ

クラブアッセンブリー２（ガ
バナー補佐 表敬・事前訪問）

16 3051 クラブフォーラム 地区出向者報告
クラブアッセンブリー３（上
半期の反省と下半期の計画）

25 3033 クラブフォーラム 社会奉仕小 地区補助金事業について ◎ 23 特別休会

1 3034 ガバナー公式訪問 ♠ 会員増強・拡大月間 30 3052 クラブフォーラム 職業奉仕小 職業表彰　　　　　　　◎

8 3035 クラブフォーラム 会員増強維持ＰＪ
新クラブ結成推進月間

6 3053 卓　話 プログラム ♠ 平和と紛争予防/紛争解決月間

15             夏季休日 13 国民の休日のある水曜日

22 3036 特別例会（納涼例会） 親睦活動・ＳＡＡ
２５日 地区補助金事業:木曽
（ロータリーデー） 20 3054 特別例会（雪見例会） 親睦活動・ＳＡＡ

29 3037 クラブフォーラム 職業奉仕小 ◎ 27 3055 卓話 プログラム ◎

5 3038 卓　話 プログラム ♠ 基本的教育と識字率向上月間 3 3056 ロータリーデー 会長・他 ＩＭ　　　♠
次年度委員会構成発表

水と衛生月間

12 3039 クラブフォーラム 社会奉仕小 地区補助金事業報告 13 3057 クラブフォーラム 職業奉仕小 職場例会
３日 下伊那ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＭ
    （ホスト飯田東RC）

19 国民の休日のある水曜日 ２２～２３日 RYLA：佐久 20 国民の休日のある水曜日

26 3040 クラブフォーラム 青少年奉仕小 RYLA：RAC活動報告　 ◎ 27 3058 卓　話 プログラム ◎

3 3041 クラブフォーラム 国際奉仕 米山奨学生を迎えて  　♠ 経済と地域社会の発展月間 3 特別休会 母子の健康月間

10
10 3042 特別例会（きのこ狩例会） 親睦活動・ＳＡＡ

米山月間
10 3059 クラブフォーラム 次期会長・他 地区協議会報告　　　　　♠ ７日地区研修・協議会

月
17 3043 地区大会報告 会長・他 ◎ １３～１４日 地区大会：伊那 17 3060 特別例会（若葉例会） 親睦活動・ＳＡＡ

24 休会
２０日下伊那グループチャリ
　　　 ティーゴルフコンペ 24 3061 ロータリーデー 会長・他

中央公園植樹整備例会  ◎
クラブアッセンブリー４

31 特別休会 1 国民の休日のある水曜日 青少年奉仕月間

6 3044 下伊那Ｇ合同例会 ♠ ロータリー財団月間 8 国民の休日のある水曜日

11
14 3045 クラブフォーラム 会員増強維持ＰＪ 指名委員会の任命

 ６日下伊那ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会
　　（昼） 15 3062 クラブフォーラム 青少年奉仕小 ＲＡＣ地区大会年次報告　♠

月
21 国民の休日のある水曜日 22 3063 全体協議会 次期会長　他 夜間例会（会長方針・事業計画

予算発表）

28 3046 卓　話 プログラム ◎ 29 3064 卓　話 プログラム ◎

5 3047 年次総会／ＩＧＭ 会長・他 次期理事役員の承認　　♠
地区出向者報告

疾病予防と治療月間 5 特別休会 ロータリー親睦活動月間

12
12 3048 特別例会（年末家族会） 親睦活動・ＳＡＡ 12 3065 卓　話 プログラム ♠♦ １３日 飯田ＲＣ創立記念日

月
19 3049 上半期事業報告

クラブ運営・奉仕活
動、国際奉仕

◎ 19 3066 年度事業報告 クラブ運営

26 冬季休日 26 3067 年度事業報告
奉仕活動・国際奉仕・

姉妹クラブ
◎

 飯田ＲＣ クラブ 第６３年度行事予定表
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月 １１日 第42回ＲＡＣ地区年次

大会(担当飯田ＲＡＣ）
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月

例会プログラム：クラブフォーラム１２回（内1回ＩＧＭ）、卓話8回／ロータリーデー２回／総会等１０回／特別例会５回／合同例会１回 例会種別：開催数３８回／通常例会（昼）３１回、夜間例会（全体協議会）１回、特別例会５回、下伊那Ｇ合同例会１回）

クラブ行事：クラブアッセンブリー：４回  その他行事：地区補助金事業（ロータリーデー） その他  ：定例理事会◎⇒毎月最終例会、慶祝♠⇒毎月第一例会、祝杯♦⇒７月４日、６月１２日

2600地区事業：地区大会、RYLA、地区研修協議会　　下伊那Ｇ事業：ＩＭ 休 日  ：休日数１４日／法定休日0、特別休会４日、休会１日、国民の休日のある水曜日７日、夏季休日１日、冬季休日１日


