
 

２０２１年       経済と地域社会の発展月間・ロータリーの友月間                 

第３１１１回例会       １０月７日（木）        於／ANAクラウンプラザホテル宇部 

                       会長  藤井 政夫 

                  幹事  小川 伸策 

※ポリオプラス募金※ 

○点鐘 

〇国歌斉唱 

〇ロータリーの目的 

〇ロータリーソング(奉仕の理想) 

○会長の時間 

○幹事報告 

①本日例会終了後、第 3回クラブ協議会を開催致します。理事・役員・委員長の出席をお願い 

致します。欠席の場合は、代理出席者またはレポートの提出をお願い致します。 

②本日例会・クラブ協議会終了後、第 4回定例理事会を開催致します。理事・役員の出席を 

お願い致します。 

③次週 10月 14日(木)例会終了後、指名委員会を開催致します。パスト会長の出席をお願い 

致します。  

④10月 21日(木)例会終了後、杉川ガバナー公式フォーラム《宇部東 RC 合同》を開催致します。 

理事・役員・委員長・在籍 3年未満の会員の出席をお願い致します。 

※理事・委員長欠席の場合は、レポート提出または代理出席者名を事務局までご連絡下さい。 

 ⑤10月よりロータリーレートが 1ドル 112円となります。 

 ⑥地区大会に参加される方は、登録料 2,000円を事務局まで宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

                                            
事 務 局     宇部市相生町８番１号宇部興産ビル６Ｆ 

      TEL 0836-35-2776          FAX 0836-35-2771 

      HP http://www.ube-rc.jp      E-mail info@ube-rc.jp         

                                                  

 

  本日の卓話    

「田村 繁晴 ガバナー補佐 公式訪問」 

新入会員卓話「地方創生を考える」 

今泉 節 会員 

次回 10月 14日(木)  

外部卓話 

「成年後見人制度について」 

宇部社会福祉協議会 有田 信二朗 会長 

 

http://www.ube-rc.jp/
mailto:info@ube-rc.jp


☆☆☆☆☆ 只今ｉｎｇ ☆☆☆☆☆ 

「指名委員会につきまして」   

日 時  令和 3年 10月 14日(木) 13：40～ 

場 所  ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部 2F 弥生 

「第 2710 地区；地区大会につきまして」《宇部東 RC 合同》  集合 12：45 

本 会 議 令和 3年 10月 17日(日)13：00～15：30 完全リモート形式・テイクアウト弁当 

        ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部 3F 万葉  

記 念 講 演 「尾木ﾏﾏの 7 つの人生力～ｺﾛﾅ時代を生き抜くﾁｶﾗ～」教育評論家 尾木 直樹 氏 

登 録 料 ２，０００円 

記念ゴルフ大会；2022年 5 月 29日(日)広島カンツリー倶楽部八本松コース予定《詳細未定》 

 

《地区大会 Web;出席予定者 宇部 RC28 名 宇部東 RC5名》 

   芥川,網本,藤井(政),福田,古谷,平田,東谷,猪熊,金子(正),金子(法),神吉,河音, 木下, 

   長坂,西村(滋),小川,岡田,岡本,大谷,桜田,清水,髙井(信),田中,塔野,辻屋,脇  会員 

   米山奨学生；タリフ・アブエムディ・マムン君 ,事務局；田村 

   宇部東 RC；梅田,大谷,藤里,コンラド・ペーター,矢田  会員 

 

「杉川 聡ガバナー公式訪問フォーラムにつきまして」《宇部東 RC合同》 

日 時  令和 3年 10月 21日(木) 13：40～ 

場 所  ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部 3F国際(東) 

フォーラムテーマ①会員増強について②クラブの広報活動について③ロータリー奉仕デーについて 

「ロータリー奉仕デーに因んで；3RC 合同 100人献血(案)につきまして」   

日 時  令和 3年 10月 28日(木) 9：30～ 

場 所  ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部 駐車場 

※献血目標人数は 100人です。皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 

＊＊＊ 例 会 予 定 ＊＊＊ 

10月 14日 通常例会 外部卓話「成年後見人制度について」 

宇部社会福祉協議会 有田 信二朗 会長 

10月 21日 通常例会 杉川 聡 ガバナー 公式訪問《宇部東 RC合同》 

10月 28日 夜間例会 「米山月間に因んで」 

山口大学大学院医学系研究科 篠田 晃 担当教授 

＊＊＊ク ラ ブ 予 定＊＊＊  

10月 7日(木) 第 3回クラブ協議会 13：40～ ホテル 2F 弥生の間 

10月 14日(木)指名委員会 13：40～ ホテル 2F 弥生の間 

10月 17日(日)地区大会；本会議《リモート形式》12:45集合；ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部 3F 

10月 21日(木)ガバナー公式訪問フォーラム 13：40～  ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部 3F国際(東) 

10月 28日(木)ロータリー奉仕デーに因んで；3RC合同 100人献血(案) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

9 月 30 日（木）クラブフォーラム；親睦・活動委員会 

  
神吉 ゆかり 理事               髙井 信明 委員長 

 

  
      金子 正己 副委員長            席別；意見発表者の皆様 

＜１０月 の 近 隣 ク ラ ブ 例 会 予 定 ＞ 

 

小野田 RC（水） 

セントラルホテル 

６日 

１３日 

２０日 

２７日 

職場例会 

休会 

通常例会 

休会 

 

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 

通常例会 

休会【コロナ対策】 

クラブ協議会 

休会【コロナ対策】 

 

宇部東 RC（水） 

ペイザン 

６日 

１３日 

２０日 

２１日 

２７日 

ガバナー補佐訪問 18：30～ 

夜間例会【宴会あり】18：30～20：30 

休会  

ガバナー訪問 宇部 RC 合同 

休会 


