
 
２０１６年         米山月間・経済と地域社会の発展月間               

第２９０９回例会        １０月１３日（木）       於／ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部  

   会長  西村 滋生  

幹事  神吉ゆかり 

○点鐘 

○ロータリーソング(我等の生業) 

〇ロータリーの行動規範 

○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)古西さんの所属が親睦･活動委員会に決まりました。ブラザーは西村正彦さんにお願い致

します。 

②本日例会終了後、ガバナー公式訪問フォーラムを開催致します。理事・役員・委員長・ 

 在籍 3 年未満の会員の方の出席をお願い致します。 

③次週 10 月 20 日(木) 例会終了後、指名委員会を開催致します。歴代会長の出席をお願い 

致します。 

④次週10月20日(木) 例会終了後、例会場前にてクラブ管理運営合同委員会を開催致します。 

 
10 月 6 日(木)卓話；萩金谷天満宮 陽 信孝宮司 
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  本日の卓話   

「ガバナー公式訪問」 

        田原 榮一 ガバナー  

ガバナー公式フォーラム 

次回の卓話(10 月 20 日)    

「米山月間に因んで」 

米山記念奨学金委員会  

猪熊 哲彦 委員長他 

 



 

☆☆☆☆ 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                        11 月 10 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。               

    

・「・「・「・「田原榮一田原榮一田原榮一田原榮一ガバナー公式訪問フォーラムガバナー公式訪問フォーラムガバナー公式訪問フォーラムガバナー公式訪問フォーラム」について」について」について」について    

日 時  平成 28 年 10 月 13 日(木)  13：40～ 

  場 所  ＡＮＡクラウンプラザホテル 2F 弥生の間 

     出席義務者 理事・委員長・3 年未満新入会員 

            ※委員長欠席の場合はレポート提出若しくは代理出席者を事務局までご連絡下さい。 

    

・「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 28 年 10 月 20 日(木)  13：40～ 例会場前    

    

・「宇部・「宇部・「宇部・「宇部 RCRCRCRC 指名指名指名指名委員会」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 28 年 10 月 20 日(木)  13：40～ 2F 飛鳥の間     

    

・「・「・「・「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」について」について」について」について            集合；ＡＮＡホテル集合；ＡＮＡホテル集合；ＡＮＡホテル集合；ＡＮＡホテル 6666：：：：00000000 時間厳守時間厳守時間厳守時間厳守    

日 時  平成 28 年 10 月 30 日(日) 9：00～登録受付   

登録料  6,000 円 

場 所  広島国際会議場  

記念講演 講師；小雪(女優)「名作映画で観る 4 つのテストの日常化」 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ  6666：：：：11110000ANA ホテル出発～6666：：：：33330000 アジスパ出発～広島国際会議場～19：00 発 

     ～アジスパ着予定 21：40～ANA ホテル着予定 22：00 

出席者出席者出席者出席者     芥川,枝廣,藤井(政),藤井(良),福田,古谷,東谷,猪熊,神谷,金子(準),金子(正),神吉 

   加藤,川戸,木下,西村(正),西村(滋),齋藤,清水(昭),田辺,高井,田中(敏),塔野    

    

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    例例例例    会会会会    予予予予    定定定定    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    
10 月 13 日 「ガバナー公式訪問」 田原榮一ガバナー ガバナー公式フォーラム 

10 月 20 日 「米山月間に因んで」米山記念奨学金委員会 猪熊 哲彦 委員長他 

10 月 27 日  ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ「クラブ管理運営委員会」クラブ管理運営委員会 木下 敏彦 理事他 

                  ＊＊＊ク＊＊＊ク＊＊＊ク＊＊＊ク    ララララ    ブブブブ    予予予予    定＊＊＊定＊＊＊定＊＊＊定＊＊＊    
10 月 13 日(木)田原栄一ガバナー公式訪問 ガバナー公式フォーラム 

10 月 20 日(木)宇部 RC 指名委員会 13：40～ 2F 飛鳥の間 

10 月 20 日(木)宇部 RC クラブ管理運営(合同)委員会 13：40～例会場前 

10 月 30 日(日)RI2710 地区 地区大会；広島国際会議場 



    ＜＜＜＜１０１０１０１０月の月の月の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 

４日 

１１日 

１８日 

２５日 

通常例会 理事会  

夜間例会 観月会（予定） 

通常例会  

夜間例会 

小野田 RC（水） 

ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 

５日 

１２日 

１９日 

２６日 

夜間例会 月見例会 

通常例会 

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 

４日 

１１日 

１８日 

２５日 

通常例会 理事会   

夜間例会 クラブ協議会 

通常例会   

通常例会 

宇部東 RC（水） 

宇部 72 ｱｼﾞｽｽﾊﾟﾎﾃﾙ 

５日 

１２日 

１９日 

２６日 

通常例会  

通常例会 

夜間例会  

通常例会 クラブフォーラム 

 

  

  

10101010 月月月月 6666 日日日日((((木木木木))))    入会式；古西哲哉さん入会式；古西哲哉さん入会式；古西哲哉さん入会式；古西哲哉さん    



    

平成平成平成平成 28282828 年年年年 10101010 月月月月 2222 日日日日((((日日日日))))；ニューカッスルハイスクール生；ニューカッスルハイスクール生；ニューカッスルハイスクール生；ニューカッスルハイスクール生((((中高生中高生中高生中高生))))との交換会との交換会との交換会との交換会    

生徒４名、教師生徒４名、教師生徒４名、教師生徒４名、教師 1111 名に宇部名に宇部名に宇部名に宇部 RCRCRCRC から記念品を渡しました。から記念品を渡しました。から記念品を渡しました。から記念品を渡しました。    

    

    

    


