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2017 − 18 年国際ロータリーのテーマ

ロータリー : 変化をもたらす

第 2710 回

例 会

地区大会
第 1 日目
第 2 日目

第1日

10 月 14 日㈯
（東京第一ホテル新白河）
10 月 15 日㈰
（白河文化交流館 コミネス）

プログラム

−今月は経済と地域社会の発展・米山月間です−

10 月 14 日㈯

പ Ȫ ຶ˹ݓஶ˿่ࡺപڒҫҖһ༊ܱ
10：00 ガバナー補佐会議 会場：3 Ｆ あぶくまの間
10：40 地区大会委員会
会場：3 Ｆ あぶくまの間・しゃくなげの間
11：30 諮問委員会
会場：3 Ｆ あおばの間
■会長・幹事会
会場：2 Ｆ 孔雀の間
13：30 登録
14：00 開会点鐘
国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
定数確認
議長選任
議 事
1. 前年度決算報告・監査報告 採決
2. ガバナーノミニーの選出は「指名委員
会の手続き」を採用する件 採決
3. 地区大会決議（案）提案 採決
14：50 閉会点鐘
■地区指導者育成セミナー
会場：2 Ｆ 孔雀の間
14：50 登録
15：10 開会点鐘
ガバナー挨拶
地区研修委員長挨拶
講師紹介
15：20 講演 テーマ「ロータリーの今日的課題」
講師：鈴木 秀憲 氏
謝辞
16：30 閉会点鐘
■ＲＩ会長代理歓迎晩餐会
会場：2 Ｆ 富士の間
17：00 登録
17：30 ＲＩ会長代理ご夫妻入場
開会の言葉 白河ＲＣ会長 鈴木 和昭
祝奏
日本最大のクラッシック声楽家の団体
「二期会ＢＬＯＣ」の中の一つのグループ
ストロベリーピーチ

出席状況

平成 29 年 10 月 15 日（日・曇）

本日の出席率

100％

19：25

第2日

久保田束穂（ソプラノ）
飯田 康弘（テノール）
加藤 織実（ピアノ）
歓迎の言葉
ガバナー 鈴木 邦典
来賓紹介
ガバナー 鈴木 邦典
ＲＩ会長代理挨拶
ＲＩ会長代理 水野
功 様
来賓挨拶
乾杯 直前ガバナー 佐久間英一
ロータリーソング「手に手つないで」
閉会の言葉
地区幹事 草野 好夫
諸事お知らせ

プログラム

10 月 15 日㈰
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■本会議（午前の部）
8：30 登録・受付
9：25 ＲＩ会長代理入場
9：30 開会点鐘
ガバナー 鈴木 邦典
国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー 澤田
誓
開会の言葉
地区大会実行副委員長 吉川 幸雄
物故会員への黙祷
ＲＩ会長代理ご夫妻ご紹介
ガバナー 鈴木 邦典
来賓ご紹介
ガバナー 鈴木 邦典
実行委員長挨拶
地区大会実行委員長 須藤 博之
歓迎の言葉 白河ＲＣ会長 鈴木 和昭
ガバナー挨拶
ガバナー 鈴木 邦典
ＲＩ会長代理挨拶 ＲＩ会長代理 水野
功 様
ＲＩ研修リーダー挨拶 ロータリー公共イメージ
コーディネーター（第一ゾーン）
鈴木 秀憲 様
来賓祝辞
福島県知事 内堀 雅雄 様
白河市長 鈴木 和夫 様

記念事業発表 ガバナー 鈴木 邦典
【休 憩】
10：45 大会委員会報告
登録委員会委員長 佐久間英一
資格審査委員会委員長 酒井 善盛
選挙委員会委員長 野﨑
潔
決議委員会委員長 渡邉 公平
ＲＩ現況報告 ＲＩ会長代理 水野
功 様
地区現況報告 ガバナー 鈴木 邦典
11：30 地区顕彰・各種表彰・感謝状贈呈
祝電披露・諸事お知らせ
12：00 【昼 食】
■本会議（午後の部）
12：50 講演者紹介
記念演講 テーマ「サービスの極意」
講師：田崎真也氏（ソムリエ）
14：10 謝辞
ガバナー 鈴木 邦典
14：20 【休 憩】
14：30 青少年交換留学生・ライラ・ローターア
クト・インターアクト・米山奨学生 紹
介代表スピーチ
参加クラブ紹介
県中分区ガバナー補佐
沼
昇一

15：56

16：00

相双分区ガバナー補佐
宮城 住夫
県北第二分区ガバナー補佐
佐藤 吉弘
いわき分区ガバナー補佐 小松
博
中央分区ガバナー補佐
佐藤 和夫
県北第一分区ガバナー補佐
渡辺 浩子
会津分区ガバナー補佐 星
宏一
県南分区ガバナー補佐 有我 義雄
ガバナーエレクト挨拶
ガバナーエレクト 平井 義郎
ガバナーノミニー挨拶
ガバナーノミニー 芳賀
裕
次年度開催地発表 ガバナー 鈴木 邦典
次年度開催分区ガバナー補佐並びにホストクラブ会長挨拶
会津分区ガバナー補佐 星
宏一
会津若松ＲＣ会長 片平 忠秀
地区大会実行委員長 佐瀬 正行
ＲＩ会長代理所感 ＲＩ会長代理 水野 功 様
記念品贈呈
ガバナー謝辞
ガバナー 鈴木 邦典
閉会の言葉
地区大会実行副委員長 鈴木 茂久
閉会点鐘
ガバナー 鈴木 邦典
諸事お知らせ

地区大会のスナップ

