
例会スケジュール 2021/3/23

年月日 回数 演題 講師名・担当委員会 備考

7月 ロータリー特別月間

2020年7月3日 金 3060 新年度挨拶 会長・副会長・幹事 第1回理事会

2020年7月10日 金 3061 事業計画発表 各委員長

2020年7月17日 金 3062 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問①ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐卓話 杉浦仁ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 第1回クラブ協議会

2020年7月31日 金 延期
サークル補助金贈呈
サークル年間活動報告（前年度活動報告）

各サークル幹事

8月 会員増強・新クラブ結成推進月間

2020年8月7日 金 中止
ロータリー財団セミナー報告
米山奨学金セミナー報告

松野本祐司委員長
上原一成幹事

第2回理事会

2020年8月14日 金 特別休会①

2020年8月20日 木 第3回会長幹事会

2020年8月21日 金 延期
アグレミーナ浜松の紹介
地域におけるスポーツクラブの役割や意義 寺田美穂子会員

2020年8月28日 金 延期 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問･ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問② 荻原英生ガバナー ガバナー懇談会

9月 基本的教育と識字率向上月間

2020年9月4日 金 3063
浜松市楽器博物館の楽しみ方を知る！
開館25周年と企画展「知られざるベートーヴェン」に
ついて

浜松市楽器博物館
館長　鶴田雅之

第3回理事会

2020年9月11日 金 3064
サークル補助金贈呈
サークル年間活動報告（前年度活動報告）

各サークル幹事

2020年9月18日 金 3065
アグレミーナ浜松の紹介
地域におけるスポーツクラブの役割や意義 寺田美穂子会員

2020年9月25日 金 3066 観月会（夜間例会） 親睦活動委員会

10月 経済と地域社会の発展月間

2020年10月2日 金 3067 新入会員卓話 阿部幹雄会員 第4回理事会

2020年10月9日 金 3068 ガバナー年度を終えて
安間みち子直前ガバナー
中村皇積直前地区幹事

2020年10月13日 火 3069 海洋プラスチック汚染に関して
ｻﾝｸﾁｭｱﾘｴﾇﾋﾟｰｵｰ理事長
馬塚丈司 様

浜松ＲＣ合同例会(ホスト：浜松ＲＣ)

2020年10月23日 金 3070 ローターアクトについて
北川沢水様
藤井航平様

2020年10月30日 金 特別休会②

11月 ロータリー財団月間

2020年11月6日 金 3071 バズセッション（家庭集会報告）① ロータリー情報委員会 第5回理事会

2020年11月13日 金 3072 バズセッション（家庭集会報告）② ロータリー情報委員会

2020年11月20日 金 3073 職場訪問（楽器博物館） 職業奉仕委員会

2020年11月27日 金 3074 新入会員卓話 笹瀬綾子会員

12月 疾病予防と治療月間

2020年12月4日 金 3075 年次総会・第1回次年度理事会 第6回理事会

2020年12月11日 金 3076 ムンド・デ・アレグリア　清明寮　寄付金贈呈

2020年12月18日 金 3077 年末例会
二胡奏者　鈴木裕子　様
親睦活動委員会

2020年12月25日 金 3078 ｅスポーツの世界

学校法人ムンド・デ・アレグリア学校　松本雅美校長
清明寮　野末鈴菜施設長、野中利紀副施設長

一般社団法人日本アマチュアeスポーツ協会　事務局長　谷澤　勉 様
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例会スケジュール 2021/3/23

年月日 回数 演題 講師名・担当委員会 備考

1月 職業奉仕月間

2021年1月1日 金 法定休日／元旦

2021年1月8日 金 3079 新年挨拶 会長・副会長・幹事 第7回理事会

2021年1月15日 金 3080 2021年日本経済と市場予測 鈴木隆志会員 第2回クラブ協議会

2021年1月22日 金 中止
ガバナー補佐訪問③　中止
第２回クラブ協議会報告　延期

2021年1月28日 木 中止 浜松南ＲＣ合同例会 ホスト：浜松南ＲＣ 1/29 例会日変更

2月 平和と紛争予防／紛争解決月間

2021年2月5日 金 延期 なぜ、今コミュニティが重要なのか？
TEDxHamamatsu
ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ河口哲也 様

第8回理事会

2021年2月12日 金 延期 ＨＩＲＯＦＩＬＭの世界 太田宏会員 第2回次年度理事会

2021年2月19日 金 3081 浜松を女子野球の聖地に 市川浩透会員

2021年2月25日 木 中止 第5グループＩＭ ホスト：浜松南ＲＣ 2/26　例会日変更

2021年2月26日 金 3082 新会員卓話 池浦慎一郎会員

3月 水と衛生月間

2021年3月5日 金 3083 第２回クラブ協議会報告 理事・各委員長 第9回理事会

2021年3月12日 金 3084 ガバナーノミニー訪問
淺原諒蔵ガバナーノミ
ニー

第3回次年度理事会

2021年3月19日 金 3085 ロータリークラブに入って学んだこと 森下晃行様（浜北RC)

2021年3月26日 金 3086 なぜ、今コミュニティが重要なのか？
TEDxHamamatsu
ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ河口哲也 様

4月 母子の健康月間

2021年4月2日 金 3087 新会員卓話 戸塚治夫会員 第10回理事会

2021年4月9日 金 3088 未定 石垣哲男会員 第4回次年度理事会

2021年4月15日 木 3089 浜松東西南北4ＲＣ合同例会 ホスト：浜松南ＲＣ

2021年4月23日 金 3090 未定 魅惑倶楽部　鈴木恵子様

2021年4月30日 金 特別休会③

5月 青少年奉仕月間

2021年5月7日 金 3091 ガバナー表敬訪問
志田洪顯ガバナー
寺戸常剛地区幹事

第11回理事会

2021年5月14日 金 3092 ＨＩＲＯＦＩＬＭの世界 太田宏会員 第5回次年度理事会

2021年5月21日 金 3093 創立記念家族会（夜間） 親睦活動員会

2021年5月28日 金 3094 新会員卓話 谷川正人会員

6月 ロータリー親睦活動月間

2021年6月4日 金 3095 未定 三上元様 第12回理事会

2021年6月11日 金 3096 新会員卓話 鈴木隆志会員 新旧クラブ協議会

2021年6月18日 金 3097 年間事業報告 理事・各委員長

2021年6月25日 金 3098 退任挨拶 会長・副会長・幹事

杉浦仁 ガバナー補佐／山田喜康 ＩＭ実行委員長
理事・各委員長
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	64年度前半 (HP掲載用)
	64年度後半 (HP掲載用)

