
年月日 回数 演題 講師名・担当委員会 備考

7月

2019年7月5日 3025 新年度挨拶 会長・副会長・幹事 第1回理事会

2019年7月12日 3026 事業計画発表 各委員長 第1回クラブ協議会

2019年7月19日 3027 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問①ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐卓話 鈴木健一ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

2019年7月26日 3028
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

2019年8月2日 3029 浜松市のブラジルホストタウンの取り組み
浜松市　市民部スポーツ復興課紹

紹介者：野嶋利章君
第2回理事会

2019年8月9日 3030 会員増強セミナー報告 会員増強委員会　市川委員長

2019年8月16日 特別休会①

2019年8月23日 3031 ●新会員卓話 近藤央征君

2019年8月30日 3032 卓話（職業分類委員会、ロータリー情報委員会）
職業分類委員会　長野晢久君

ロータリー情報委員会　鈴木清君

9月

2019年9月6日 3033 公共イメージ向上セミナー報告 公共イメージ委員会　松島委員長

2019年9月13日 3034 観月会（夜間例会） 親睦活動委員会 第3回理事会

2019年9月20日 3035
クラブフォーラム

・寄付金贈呈　清明寮卓話
社会奉仕委員会　松山委員長

2019年9月27日 3036 バズセッション　家庭集会の報告 ロータリー情報委員会 親睦家族旅行（京都）28、29

10月

2019年10月4日 3037 「知ってください。いのちの電話」
社会福祉法人　浜松いのちの電話

事務局長　鮫島道和様、鈴木清君
第4回理事会

2019年10月11日 3038
浜松RC合同例会

「浜松パワーフードで世界から浜松へ」

じねんグループ

代表 秋元健一様
ﾎｽﾄ：浜松東RC

2019年10月18日 3039 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問･ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問②

2019年10月25日 3040 寄付金贈呈、「ムンド校のキャリア教育」
国際奉仕委員会　　榛葉委員長

ムンドデアレグリア校長　松本雅美様

11月

2019年11月1日 3041 特別休会② 3041 地区大会（3、4）

2019年11月8日 3042
「サッカー少年団の活動の現状と

ロータリーカップ開催の意義について」

青少年奉仕委員会　森上委員長

有限会社ダニー　代表取締役　湊谷淳
第5回理事会

2019年11月15日 3043
クラブフォーラム、職場訪問

職場訪問先：株式会社フードサービス トーワ
職業奉仕委員会　山本委員長 職場訪問

2019年11月22日 3044
ロータリー財団・米山寄付の御願いと

DVD放映

ロータリー財団　星野委員長

米山　鈴木啓司委員長
浜松東RCｶｯﾌﾟ 17(日)

2019年11月29日 3045 ●新会員卓話 長尾英明君

12月

2019年12月6日 3046 年次総会 第6回理事会

2019年12月13日 3047 ●新会員卓話 松本和人君

2019年12月20日 3048 忘年家族会（夜間） 親睦活動委員会

2019年12月27日 特別休会③ 

ロータリー特別月間

プログラム委員会
委員長　佐脇　仁

今年度の運営計画も、クラブ例会を意義あるものにするために、卓話のプログラムを充実するよう企画していきます。

今年度、すべての合同例会がホストとなっておりますので、充実した内容になるよう努力していきます。

各推進月間には、基本テーマに沿った例会になるよう企画します。みなさま、ご協力よろしくお願い致します。

会員増強・新クラブ結成推進月間

基本的教育と識字率向上月間

経済と地域社会の発展月間

ロータリー財団月間

疾病予防と治療月間

第
一
回

家
庭
集
会



年月日 回数 演題 講師名・担当委員会 備考(第63年度）

1月

2020年1月3日 特別休会④

2020年1月10日 3049 新年挨拶 会長・副会長・幹事 第7回理事会

2020年1月17日 3050 2020日本経済と市場予測 みずほ証券　支店長　鈴木隆志様 第2回クラブ協議会

2020年1月24日 3051 クラブ協議会報告 理事・各委員長

2020年1月31日 3052 2020全国中学校体育大会について
静岡県中学校体育連盟

中体連理事長　本山太一郎様

中体連事務局長　吉田克彦（よしだかつひこ）様

中体連事務局長　青木雅俊（あおきまさとし）様

中体連競技委員長　星野祐樹（ほしのゆうき）様

2月

2020年2月7日 3053 ガバナー補佐訪問③
ガバナー補佐　鈴木健一様

ガバナー補佐事務局長　加藤登弘様
第8回理事会

2020年2月14日 3054 日本のうまみ
茶っ葉屋　薗田製茶

茶呈師　薗田基一様

2020年2月21日 3055
浜松南・東RC合同例会

後藤新平と鉄道院浜松工場誘致の秘話
伊東政好君 ﾎｽﾄ：浜松東RC

2020年2月25日 3056 第5ｸﾞﾙｰﾌﾟIM

2020年2月28日 例会変更

3月

2020年3月6日 3057
バズセッション　家庭集会の報告

（例会出席補填にカウント”したい””相応しい”のは、

どんな会議・行事なのか？）

ロータリー情報委員会 第9回理事会

2020年3月13日 3058 ●新会員卓話 阿部幹雄君

2020年3月20日 法定休日／春分の日

2020年3月27日 3059 ●新会員卓話 天畠昭彦君 夫人の集い

4月

2020年4月3日 3060
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
寺田美穂子様 第10回理事会

2020年4月10日 3061 ●新会員卓話  鈴木隆志君 卓話者：鈴木隆志君

2020年4月17日 3062
浜松東南北西合同例会

「宇宙航空と教育」

株式会社コントレイルズ

代表取締役　秋山雅弘　様

紹介者：中村伸宏君

ﾎｽﾄ：浜松東RC

2020年4月24日 3063 危険な外来種「メリケントキンソウ」と闘う

浜松市

都市整備部公園管理事務所

副所長　木下修一

5月

2020年5月1日 特別休会⑤

2020年5月8日 3064
楽器博物館25年の歩みと近況報告・

次の25年に向けて

公益財団法人浜松市文化振興財団

浜松市楽器博物館　館長

鶴田雅之様

第11回理事会

2020年5月15日 3065 創立記念家族会（夜間） 親睦活動委員会

2020年5月22日 3066 ●新会員卓話 笹瀬綾子君

2020年5月29日 3067 RLIディスカッション 堀部莞爾君、神谷竹彦君

6月

2020年6月5日 3068 ●新会員卓話 池浦慎一郎君 第12回理事会

2020年6月12日 3069 ガバナー補佐訪問④ 新旧クラブ協議会

2020年6月19日 3070 年間事業報告 理事・各委員長

2020年6月26日 3071 退任挨拶 会長・副会長・幹事

ロータリー親睦活動月間

職業奉仕月間

平和と紛争予防／紛争解決月間

水と衛生月間

母子の健康月間

青少年奉仕月間
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