
       
２０１７年        経済と地域社会の発展月間・米山月間                

第２９５６回例会       １０月１９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 

※ 幸 せ の 食 事 ※ 

※１００万＄の食事※ 

○点鐘 

○ロータリーソング(それでこそロータリー) 

○四つのテスト朗読 

○会長の時間 

○幹事報告  

①本日例会終了後、山田ガバナー補佐を迎えて第 3回クラブ協議会を開催致します。理事・ 

役員・委員長の方の出席をお願い致します。 

 ②次週 10 月 26 日(木)は夜間例会です。お間違えの無いようお願い致します。 

 

10 月 12 日卓話【宇部市役所都市整備部 白石光芳部長】 
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  本日の卓話        

 

ガバナー補佐公式訪問 

  山田 通夫 ガバナー補佐 

次回の卓話(10 月 26 日) 夜間例会  

 クラブフォーラム 

「米山記念奨学金について」 

米山奨学金委員会 清水昭彦 委員長他 

 



☆☆☆☆ 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      11 月 30 日(木) 17：00～17：45 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 第 3 回クラブ協議会」について    

   日 時   平成 29 年 10 月 19 日(木) 例会終了後 13：40～ 

   場 所   ANA クラウンプラザホテル 4F 松の間 

   議 題   「ガバナー公式訪問に際して」 

・「RI2710 地区 2017-18 年度 地区大会」について   ANA ﾎﾃﾙ 7：00 出発 

 日 時 行 事 会 場 登録料 

10 月 27 日(金) 記念ゴルフ大会 和木ゴルフ倶楽部 6,000 円

10 月 28 日(土) 
ｴｸｽｶｰｼｮﾝ(全会員対象) 岩国米軍基地内見学 2,000 円

本会議(会長・幹事のみ) 岩国国際観光ホテル 15,000 円

10 月 29 日(日) 本会議・懇親会 シンフォニア岩国 6,000 円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 例 会 予 定 ＊＊＊ 
10月 26 日 夜間例会クラブフォーラム「米山記念奨学金について」 

米山奨学金委員会 清水昭彦 委員長他 

11 月 2 日 ガバナー公式訪問 藤中秀幸ガバナー 

11 月 9 日 通常例会 地区大会報告 

11 月 16 日 通常例会 会員卓話｢日本人の心｣山口県神社庁総代会 光井一彦 会長 

11 月 23 日 休会 

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 

         ＊＊＊ク ラ ブ 予 定＊＊＊ 
10月 19 日(木)宇部 RC 第 3 回クラブ協議会(ガバナー補佐訪問)13：40～ﾎﾃﾙ 4F 梅の間 

10 月 27 日(金)地区大会記念ゴルフ大会 和木ゴルフ倶楽部 

10 月 29 日(日)地区大会本会議 シンフォニア岩国・岩国国際観光ホテル 

＜１０月の他クラブ例会予定＞ 

 

美祢 RC（火） 

美祢グランドホテル 

３日

１０日

１７日

２４日

３１日

通常例会 理事会 

夜間例会 

通常例会   

通常例会 

休会 

 

小野田 RC（水） 

ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ 

４日

１１日

１８日

２５日

ガバナー補佐公式訪問 

夜間例会  

ガバナー公式訪問  

通常例会 

 

宇部西 RC（火） 

ANA 

ｸﾗｳﾝ ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部 

３日

１０日

１７日

２４日

３１日

通常例会 理事会  

クラブ協議会(夜間) 

通常例会 

通常例会 

休会 

 

宇部東 RC（水） 

宇部 72 ｱｼﾞｽｽﾊﾟﾎﾃﾙ 

４日

１１日

１８日

２５日

通常例会  

通常例会 

夜間例会 

休会 



    

2017 年度決議審議会 提案案件の抜粋 ② 

                         情報委員会 

決議案   

１７Ｒ－２２ 

 「雑誌月間」を指定することを検討するよう RI 理事会に要請する件（大和中ＲＣ) 

１７Ｒ－２３ 

 グローバル補助金申請に水プロジェクト真正のテンプレートを含めることをけんとうするよう管理委員会 

に要請する件         （Creston RC カナダ、米国） 

１７Ｒ－２６ 

 「手続き要覧」の白色ページを復活することを検討するよう RI 理事会に要請する件（木更津東 RC） 

１７Ｒ－２７ 

 推奨ロータリークラブ細則を改正しクラブ会費を廃止することを検討するよう RI 理事会に要請する件 

  （Parys RC,レソト、南アフ リカ） 

１７Ｒ－２８ 

 審議会の発言の記録を出版することを検討するよう RI 理事会に要請する件（第 2840 地区、日本） 

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 

 （第 2660 地区、日本） 

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 

 （第 2840 地区 日本） 

１７Ｒ－３６ 

 ロータリー章典の更新箇所に編集上の印を加えることを検討するよう RI 理事会に要請する件 

 （第 2650,2680,2840 地区、日本） 

１７Ｒ－３８ 

 投票機器の使用方法を審議会代表議員研修することを検討する様 RI 理事会に要請する件（釧路 RC） 

 


