
7 会長・理事・役員　就任挨拶 神吉ゆかり会長、神谷晃副会長 第1回定例理事会
植村育夫幹事、平田和幸副幹事 100万＄の食事
福田信二SAA、金子準二副SAA ポリオプラス募金

14 理事・委員長活動計画 藤井直前会長、神谷理事、小川委員長 ■第2回クラブ協議会
清水委員長、河音委員長、東谷理事 13：40～
高井(仁）委員長、古谷理事

21 理事・委員長活動計画 芥川理事、作村委員長、松島委員長 幸せの食事
桜田委員長、神﨑委員長、長坂理事 コインボックスの日
猪熊委員長、千葉委員長、髙井(信)理事 　
藤井委員長、山本委員長

28 クラブフォーラム 親睦活動委員会 夜間例会

　 「今年度の親睦活動について」 河音篤昌委員長、他

８月
4 職場例会 職業奉仕委員会 第２回定例理事会

  宇部市役所新庁舎 作村良一委員長、他

　 　

11 休　会

18 新人会員卓話　 中嶋羊治会員　 幸せの食事

ポリオプラス募金

25 クラブフォ－ラム　 会員増強委員会 夜間例会

「会員組織・会員増強委員会」 東谷和夫委員長、他

９月
1 卓話：米山奨学生お別れ会（仮） 第3回定例理事会

千葉泰久委員長

米山奨学生 100万＄の食事

　 　 タリフ アブ エムディ マムン君 ポリオプラス募金

8 新人会員卓話 水上拓哉会員

15 委員会卓話 広報・雑誌委員会 幸せの食事

「ロータリーの友月間に因んで」 古谷博司理事、他 コインボックスの日

22 休　会

29 クラブ管理運営委員会 夜間例会

「クラブ管理運営委員会」 神谷晃理事、他

　 　

７月 ７月１０日「創立記念日」　宇部RC　　　　　

会員増強・新クラブ結成推進月間

クラブフォーラム

ロータリーの友月間　　基本的教育と識字率向上月間

2022～2023　年度　プログラム

行　　　事例会 ・ 内容 担　当・卓　話　者

米山奨学会委員会



2022～2023　年度　プログラム

行　　　事例会 ・ 内容 担　当・卓　話　者

6 ガバナー補佐公式訪問 藤里　隆 (宇部東RC)ガバナー補佐 ■第3回クラブ協議会　13：40～

第4回定例理事会

100万＄の食事

　 ポリオプラス募金

13 会員卓話 杉下秀幸会員 指名委員会13：40～

「宇部市の経済と発展（仮）」 幸せの食事

　

20 ガバナー公式訪問 ガバナー公式フォーラム

　（宇部東RC合同） 13：40～

　 コインボックスの日

27 夜間例会

「米山月間に因んで」 千葉泰久委員長、他

　

１１月 ロ－タリ－財団月間

3 休　会

　 　

10 地区大会報告 地区大会参加者 第5回定例理事会

100万＄の食事

ポリオプラス募金

17 外部卓話 山口大学 幸せの食事

「地区補助金をうけて、 コインボックスの日

その後の活動の発展」 　 　 　

24 クラブフォーラム ロータリー財団委員会 夜間例会

「ロータリー財団月間に因んで」 猪熊哲彦委員長、他

１２月
1 年次総会・次年度理事会選挙 がん予防推進委員会 第6回定例理事会

委員会卓話 山本徹委員長、他 100万＄の食事

　 ポリオプラス募金

8 年末家族例会 親睦・活動委員会 夜間例会

河音篤昌委員長、他

15 山口大学 コインボックスの日

「血液のがん(仮)」 湯尻俊昭教授

　

22 委員会卓話 がん予防推進委員会 幸せの食事

山本徹委員長、他

29

疾病予防と治療月間

１０月

クラブフォーラム

外部卓話　

米山奨学会委員会　

石川良興（徳山RC)　ガバナー

　

休　会 　

経済と地域社会の発展月間　   米山月間

　

　

山根俊惠教授



2022～2023　年度　プログラム

行　　　事例会 ・ 内容 担　当・卓　話　者

１月 　　　　　　　　　　　　　　　　　ポールハリス命日（27日）

5 休　会

12 ■第4回クラブ協議会　13：40～

大谷将治会員 第7回定例理事会

100万＄の食事

　 ポリオプラス募金

19 齋藤　博会員 幸せの食事

高井　仁会員 コインボックスの日

　

26 クラブフォーラム 夜間例会

「奉仕プロジェクトに因んで」

松島康斉委員長、桜田隆委員長

神﨑伸二委員長

２月 平和と紛争予防・紛争解決月間 　

2 防衛庁関連　調整中 第8回定例理事会

「2022年日本の防衛と 100万＄の食事

平和に対する施策（仮）」 ポリオプラス募金

9 宇部RC（内良）奨学金委員会 夜間例会

「宇部RC（内良）奨学金委員会に因んで」 髙井信明理事、他

　　　

16 コインボックスの日

髙井信明理事

　　　 　

23 休　会

３月 水と衛生月間

2 委員会卓話 がん予防推進員会 第9回定例理事会

「がん予防」 山本徹委員長、他 100万＄の食事

ポリオプラス募金

9 宇部医療センター 　

「肺がんの診断と治療の進歩（仮）」 亀井治人院長

　

16 休　会

23 幸せの食事

30 クラブフォーラム 公共イメージ委員会 夜間例会

「公共イメージに因んで」 古谷博司理事、他

　
奉仕プロジェクト委員会

外部卓話

クラブフォーラム

内良奨学生卒業祝賀会

例会「年男卓話」

宇部ＲＣ（内良）奨学金委員会

　

例会「年男卓話」

芥川貴久爾理事、作村良一委員長

外部卓話

神﨑伸二会員

IM報告 IM参加者

職業奉仕月間
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行　　　事例会 ・ 内容 担　当・卓　話　者

４月
6 外部卓話 宇部市こども未来部子育て支援課 第10回定例理事会

「宇部市の母子保健活動（仮）」 (宇部市子育て包括支援センターうべはぴ) 100万＄の食事

　 盛重利恵さん ポリオプラス募金

13 会員卓話 金子法子会員 幸せの食事

「母子の健康月間に因んで」 コインボックスの日

　

20 山口大学

村上京子教授

27 クラブフォーラム 夜間例会

「宇部ロータリークラブ  今後の戦略」(仮） 藤井良康委員長、他

５月
4

11 国際奉仕委員会 第11回定例理事会

神﨑伸二委員長、西村正彦委員 100万＄の食事

ポリオプラス募金

■第5回新旧引継クラブ協議会

18:30～

18 宇部青年会議所 幸せの食事

コインボックスの日

25 宇部未来会議 夜間例会

「青少年奉仕月間に因んで」

６月 ロ－タリ－親睦活動月間

1 会員卓話 第12回定例理事会

100万＄の食事

　 ポリオプラス募金

8 外部卓話 山口大学 　

谷澤幸生学長（仮）

15 理事活動報告 神谷晃、東谷和夫、古谷博司 幸せの食事

芥川貴久爾、長坂祐二、髙井信明 コインボックスの日

各理事

22 休　会

　 　

29 会長・役員活動報告 神吉ゆかり会長、神谷晃副会長 夜間例会

藤井政夫直前会長、植村育夫幹事

平田和幸副幹事、福田信二SAA

金子準二副SAA

　 　 　

　

特別委員会

休　会

外部卓話

クラブフォーラム

委員会卓話

　

青少年奉仕月間

外部卓話

　

母子の健康月間


