
 

２０２２年     ロ ー タ リ ー 財 団 月 間            

第３１５６回例会     １１月１７日（木）      於／ANAクラウンプラザホテル宇部  

                          会長  神吉ゆかり

                                 幹事  植村 育夫 

※ 幸 せ の 食 事 ※ ※コインボックスの日※ 

〇点鐘 

〇ロータリーソング(それでこそロータリー) 

〇四つのテスト 

○会長の時間   

○幹事報告 

 先日の臨時総会において、宇部ローターアクトクラブの RI脱会が承認されましたので 

地区・RI へ脱会報告書を送付致しました。RI 承認後、アクト預金残高は解約し本会計に戻します。 

①理事会報告 

 a)10月度の会計報告が異議なく承認されました。 

  b)選挙管理委員会委員として、平田和幸委員長のほか藤井良康,橋本澄男,水上拓哉,中嶋羊治, 

  小島仁志,前田琢治 各会員が指名され、予備委員として千葉泰久,猪熊哲彦,岡田 章 会員が 

指名されました。宜しくお願い致します。 

  c)年末家族例会の開催が決まり、登録料等が決定されました。 

②次週 11月 24日(木)は夜間例会となります。お間違えの無いようお願い致します。 

③年末家族例会の出欠の返信を期日までに【締め切り 11/24(木)】事務局までご提出ください。 

④地区事務局より、手続要覧につきまして下記の連絡が来ましたのでお知らせ致します。 
 

2020 年の資料販売終了に伴い、今回の手続要覧から英語・日本語版ともに My Rotary へ掲載される 

PDF 版のみの取り扱いとなります。こちらは RI本部の決定によるもので、全世界共通となっております。 

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

現在、2022年手続要覧の英語版につきましては、 

https://my-cms.rotary.org/en/document/manual-procedure-035からご確認いただけます。 

なお、日本語版につきましては 11月中に My ROTARYの組織規程のページ 

https://my.rotary.org/ja/learning-reference/about-rotary/governance-documents 

へ掲載予定となっております。 

                                            

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  外部卓話 

  

「ひきこもり支援の課題解決のために 

社会連携講座を設置」 

～地区補助金を受けて、その後の活動の発展～  

山口大学 山根 俊恵 教授  

 

次回 11月 24日(木)夜間例会 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 

「ロータリー財団月間に因んで」 

ロータリー財団委員会 長坂 祐二 理事 

猪熊 哲彦 委員長 

新入会員卓話 

「自己紹介」小島 仁志 会員 

「宇部 RC の皆さまと 20 年後の私へ」前田 琢治 会員 

 

https://my-cms.rotary.org/en/document/manual-procedure-035
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/about-rotary/governance-documents
http://www.ube-rc.jp/
mailto:info@ube-rc.jp


 

☆☆☆☆☆ 只今ｉｎｇ ☆☆☆☆☆ 

 

※コロナ関連による欠席は、出席扱いとなりますので事務局までお知らせ下さい。 

 

 

※「宇部 RC；年末家族例会」につきまして。    締切り  11 月 24 日(木) 

  日 時 令和 4年 12 月 8日（木）18：00～20：00 

  場 所 ANAクラウンプラザホテル宇部 3F国際会議場 

  登録料 会員 14,000 円  同伴者 14,000円 

 

 

※「宇部 RC；次年度顔合わせ理事会」につきまして。締切り 12 月 8 日(木) 

  日 時 令和 4年 12 月 15日（木）18：30～ 

  場 所 ANAクラウンプラザホテル宇部 15Fコンフォート 

  登録料 3,000円 

 

 

(欠席の当日通知は、10 時までに事務局へＦＡＸで送付して下さい！ 

ＦＡＸでのご連絡が難しい方は、事務局又は幹事へ電話連絡してください。 

夜間例会の時も同様です!) 

 

＊＊＊ 例 会 予 定 ＊＊＊ 

11月 24日 夜間例会 クラブフォーラム「ロータリー財団月間に因んで」 

ロータリー財団委員会 長坂 祐二 理事・猪熊 哲彦 委員長 

            新入会員卓話「自己紹介」小島 仁志 会員  

「宇部 RCの皆さまと 20年後の私へ」前田 琢治 会員 

 12月 1日 通常例会 年次総会・次年度理事選挙  

委員会卓話「がん総論」がん予防推進委員会 山本 徹 委員長 

 12月 8日 年末家族例会（夜間）親睦・活動委員会 河音 篤昌 委員長他 

 12月 15日 通常例会 外部卓話「血液のがん」山口大学 湯尻 俊昭 教授 

 12月 22日 通常例会 委員会卓話「肺癌のはなし」がん予防推進委員会 福田 信二 委員 

 12月 29日 休会 

            ＊＊＊ク ラ ブ 予 定＊＊＊  

12月 8日 宇部 RC；年末家族例会 18：00～ANAホテル 3F国際会議場 

12月 15日 宇部 RC；次年度顔合わせ理事会 18：30～ANAホテル 15F コンフォート 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 月 10日(木)会員卓話；地区大会報告 
 

  
髙井 信明 会員             河音 篤昌 会員 

 

    
松島 康斉 会員        神吉会長,河音会員,松島会員,植村幹事 

 

＜１１月 の 近 隣 ク ラ ブ 例 会 予 定 ＞ 

 

小野田 RC（水） 

セントラルホテル 

２日 

９日 

１６日 

２３日 

３０日 

夜間例会 

休会 

職場例会 

休会 

通常例会 

 

宇部西 RC（火） 

ANA 

ｸﾗｳﾝ ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部 

１日 

８日 

１５日 

２２日 

２９日 

例会  

例会 理事会 

例会 

休会 

休会 

 

宇部東 RC（水） 

ペイザン 

２日 

９日 

１６日 

２３日 

３０日 

奉仕作業 16：30～ 

夜間例会 理事会  

冬の家族会【宴会あり】 

休会 

休会 


