
2018年10月26日現在

※印　ガバナー出席行事
行            事 時  間 会  場 備    考

2018年
10月 １日 (月) 公式訪問　横浜ＭＭ21ＲＣ 例会場 ※

社会奉仕委員会 16：00-18：00 ソシア21
拡大増強委員会③ 18：30- 谷川ビル

２日 (火) 地区諮問委員会 11：00-13：00 ホテルニューグランド ※
Ｇ補佐連絡会 15：00-17：00 ぴおｼﾃｨ ※

３日 (水) 公式訪問　新川崎ＲＣ 例会場 ※
４日 （木）米山カウンセラー研修会 15：00-17：00 ソシア21
５日 （金）公式訪問　川崎麻生ＲＣ 例会場 ※

RLIﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ打ち合わせ会 15：00-17：00 ＹＳ関内ビル
９日 （火）公式訪問　横浜南央ＲＣ 例会場 ※

クラブ 奉仕活動部門委員長会議(社会･国際･職業奉仕) 15：00-17：00 ソシア21 ※
地区大会実行委員会（会場見学） 15：00-17：00 ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜会議ｾﾝﾀｰ ※

１０日 (水) 公式訪問　横浜緑ＲＣ 例会場 ※
R財団正副委員長会議③ 15：00-17：00 ぴおシティ6Ｆ

１１日 (木) ＲＹＬＡ委員会 18：00- かながわ労働プラザ
１３日 （土）D2590米山学友総会 11：00-13：00 新横浜国際ﾎﾃﾙ

ＲＡ委員会 15：00-18：00 神奈川県民ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
１４日 (日) ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI）② 8：30-16：30 聖光学院中学校高等学校 ※
１５日 (月) 地区大会記念チャリティーゴルフ大会 8：00- 磯子CC ※
１６日 (火) 社会奉仕委員会 15：00-17：00 ＹＳ関内ビル

ＩＡ委員会 18：30- 開港記念会館
１７日 （水）公式訪問　横浜戸塚西ＲＣ 例会場 ※
１８日 （木）公式訪問　横浜金沢みどりＲＣ 例会場 ※

地区大会実行委員会⑥ 15：00-17：00 ぴおシティ ※
米山全体会議④ 15:00-17:00 ＹＳ関内ビル
ポリオプラス委員会 18：00- 川崎総合法律事務所

２２日 (月) 公式訪問　横浜金沢ＲＣ 例会場 ※
２３日 （火）公式訪問　横浜田園ＲＣ 例会場 ※

戦略計画推進委員会 15：00-17：00 ＹＳ関内ビル
２４日 (水) 公式訪問　横浜山手ＲＣ 例会場 ※
２５日 (木) 公式訪問　横浜港北ＲＣ 例会場 ※
２６日 （金）H30年度横浜市副校長研修短期企業研修派遣報告会 14：00-16：45 横浜市教育委員会事務局花咲研修室 ※

R財団資金管理委員会 14：30-16：30 ＹＳ関内ビル
２７日 (土) ＩＡ海外研修オリエンテーション① 15：30-18：00 聖ヨゼフ学園

18-19YE受入学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ②･HF意見交換会 14：00-16：00 常倫寺常勝閣
２９日 (月) 公式訪問　川崎高津南ＲＣ 例会場 ※

R財団ハンドブック改定会議 15：00-17：00 ＹＳ関内ビル
３０日 （火）公式訪問　横浜戸塚東ＲＣ 例会場 ※
３１日 (水) 広報公共イメージ向上委員会 18：00- ﾘｽﾄﾗﾝﾃ　ﾌｨｵｰﾚ

11月 １日 （木）地区諮問委員会 11：00-13：00 ホテルニューグランド ※
Ｇ補佐連絡会 15：00-17：00 ぴおｼﾃｨ ※
拡大増強委員会 18：30-19：30 谷川ビル

４日 (日) 2019-20Ｒ青少年交換学生 筆記試験 10:30-12：00 YS関内ビル
５日 (月) 地区大会実行委員会⑦ 15：00-17：00 ぴおシティ ※
７日 (水) 青少年奉仕委員長会議 15：00-17：00 ＹＳ関内ビル
８日 （木）ＲＹＬＡ委員会 18：00- かながわ労働プラザ

米山選考委員会 15：00-17：00 牛山事務所
９日 （金）地区大会 ～10日(土)　 12:30- ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜会議ｾﾝﾀｰ ※ 11：30 登録　～10日20：00

１３日 (火) Ｒ平和Ｆ17期生地区歓迎会 18：00- 新横浜グレイスホテル
１４日 (水) 公式訪問　横浜日吉ＲＣ 例会場 ※

RLIﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ打ち合わせ会 15:00-17:00 YS関内ビル
１５日 (木) 公式訪問　川崎中原ＲＣ 例会場 ※

米山全体会議⑤ 15:00-17:00 ＹＳ関内ビル
１６日 （金）公式訪問　横浜中ＲＣ 例会場 ※
１８日 (日) R財団地域セミナー 10:00-17:00 神戸ポートピアホテル ※
１９日 (月) R財団ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ午餐会 10:00-14:00 神戸ポートピアホテル

RI会長並びにTRF管理委員御夫妻歓迎晩餐会 18：00-20：30 神戸ポートピアホテル ※
ガバナー会 14:00-16:30 神戸ポートピアホテル ※
ガバナーエレクト研修セミナー(GETS)② 13:00-17:00 神戸ポートピアホテル
ガバナーノミニー研修セミナー（GNTS） 9:00-17:00 神戸ポートピアホテル

２０日 (火) 第47回ロータリー研究会 ～21日(水) 9：00～ 神戸ポートピアホテル ※ 8：00 登録　～21日15：40
２３日 (金) 2019-20Ｒ青少年交換学生 面接試験 9：30-15：00 ＹＳ関内ビル ※
２４日 (土) ＩＡ海外研修オリエンテーション② 15：30-18：00 聖ヨゼフ学園
２５日 (日) ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI）③ 8：30-16：30 聖光学院中学校高等学校 ※
２６日 (月) 社会奉仕委員会 14：00-16：00 ぴおシティ

戦略計画推進委員会 15：00-17：00 ＹＳ関内ビル
２７日 (火) R財団ハンドブック改定会議 13：30-15：00 ぴおシティ

R財団正副委員長会議 15：00-17：00 ぴおシティ
12月 ３日 (月) 地区諮問委員会 11：00-13：00 ホテルニューグランド ※

Ｇ補佐連絡会 15：00-17：00 ぴおｼﾃｨ ※
５日 (水) 地区危機管理委員会 15：00-17：00 ＹＳ関内ビル
９日（(日)）米山奨学生・学友年末パーティー 18：00-20：30 Hキャメロットジャパン ※

１１日 （火）次）ガバナー補佐研修会① ※
１３日 (木) ＲＹＬＡ委員会 18：00- かながわ労働プラザ
１５日 (土) ＩＡ海外研修オリエンテーション③ 15：00-18：00 聖ヨゼフ学園
１６日 (日) 2019学年度米山奨学生面接選考会 9：00-17：00 鶴見大学会館 ※

ＲＡ委員会 15：00-18：00
２０日 （木）地区ロータリー財団補助金管理セミナー ソシア21 ※
２３日 (日) ＩＡ海外研修（Ｄ3523台湾）（～26日） Ｄ3523台湾 台北 8：35集合

１月 １０日 （木）地区諮問委員会 ホテルニューグランド ※
Ｇ補佐連絡会 ＹＳ関内ビル ※
ＲＹＬＡ委員会 18：00- かながわ労働プラザ

１２日 （土）国際協議会　（～１９日） 米国　サンディエゴ
２７日 インターアクト年次大会 9：30-16：30 横浜清風高等学校 ※

２月 ５日 （火）ＩＭ（第1･第2･第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ) ﾎﾃﾙＫＳＰ ※
９日 （土）ＲＹＬＡ(～10日） 10：00- 横浜市野島青少年研修センター ※　～10日16：30

１４日 （木）次）ガバナー補佐研修会② ソシア21 ※
２２日 （金）次）地区チーム研修セミナー ソシア21 ※

３月 ３日 (日) ＲＡ地区大会 13:00-17：00 ホテルプラム ※
４日 (月) 地区諮問委員会 ホテルニューグランド ※

Ｇ補佐連絡会 YS関内ビル ※
１４日 (木) 横浜金沢みどり創立20周年記念 18：00- ホテル横浜ガーデン ※
１８日 （金）会長エレクト研修セミナー（PETS ) ソシア21 ※
２１日 （木）横浜南陵RC創立40周年記念例会 ロイヤルホールヨコハマ
３１日 (日) 地区研修・協議会 聖光学院中学校高等学校 ※

４月 ３日 (水) 地区諮問委員会 ホテルニューグランド ※
Ｇ補佐連絡会 ぴおｼﾃｨ ※

８日 (月) ＲI第1・2・3ｿﾞｰﾝ会員基盤向上セミナー(戦略・会員増強・公共ｲﾒｰｼﾞ) 10：30-18：00 ﾎﾃﾙオークラ東京別館 ※18:15-懇親
９日 （火）ＲI第1・2・3ｿﾞｰﾝ会員基盤向上セミナー(R財団) 9：30-16：30 ﾎﾃﾙオークラ東京別館 ※

１４日 （土）2019規定審議会（～18（木）） 米国　シカゴ
５月 ８日 (水) 地区諮問委員会 ホテルニューグランド ※

Ｇ補佐連絡会 ぴおｼﾃｨ ※
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６月 １日 (土) RI国際大会（～５日） ハンブルグ ※
１０日 (月) クラブ事務局連絡会 ソシア21 ※
１１日 (火) Ｇ補佐連絡会 ※
１２日 (水) 横浜西RC創立60周年記念式典・祝賀会 15:00- 横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ ※
１６日 (日)  ローターアクト地区研修・協議会 13:00-17：00 Hキャメロットジャパン ※
２０日 (木) 地区諮問委員会 ホテルニューグランド ※
２１日 (金) 現次地区役員・G補佐・地区委員長引継会議 15：00-18：00 ソシア21 ※17：00-懇親会

ＲＩ行事等地区外主催行事
地区委員会
全会員 または 地区委員会主催 クラブ関係者対象行事 
クラブ公式訪問
クラブ行事
その他

【その他　日程未決定行事】
○ インターアクト役員研修会
○ 2019-20Ｒ財団地区及びグローバル奨学生選考会
○ 2019-20年度Ｒ財団地区及びグローバル奨学生オリエンテーション
○ 2017-18Ｒ財団奨学生帰国報告会
○ 2019-20Ｒ財団奨学生壮行会
○ 2019学年度米山奨学生オリエンテーション
○ 2018学年度米山奨学生終了式
○ 地区研修・協議会リーダー、サブ・リーダー打合せ会
○ ＩＭ(第4･第5G、第6･第7G）
○ 各ＲＣ周年行事



【2018-19年度開催委員会･行事の記録】

行            事 時  間 会  場 備    考
2018年
７月 １日 (日) ガバナー会① 10：00-11：30 グランドプリンスホテル高輪 ※10：45-登録

ガバナー・元・次期ガバナー懇談会 11：45-15：00 グランドプリンスホテル高輪 ※
ｶﾞﾊﾞﾅｰ・Rの友委員会・Rの友事務所合同会議 15：30-16：30 グランドプリンスホテル高輪 ※

２日 (月) 拡大増強委員会 18：30- 谷川ビル
2017-18地区補助金委員会 14：00-16：30 ＹＳ関内ビル

４日 (水) 職業奉仕委員会 15：00-17：00 横浜市教育委員会会議室
６日 （金）地区諮問委員会 11：00-13：00 ホテルニューグランド ※

地区役員・G補佐・地区委員会全体会議 15：00-18：00 ソシア21 ※
７日 （土）ＹＥ富士登山　（～８日） 11：00-19：00 富士山 11：00-集合　19：00解散
８日 (日) 2018-19第1回全国青少年交換委員長会議 10：00-17：00 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾙｰﾑAP八重洲通り
９日 （月）地区拡大増強セミナー 15：00-18：00 ソシア21 ※

１１日 (水) 公式訪問　横浜西ＲＣ　 例会場 ※
青少年奉仕委員会 18：00-20：00 かながわ労働プラザ

１２日 (木) 公式訪問　川崎ＲＣ　 例会場 ※
米山全体会議① 15：00-17：00 YS関内ビル
ＲＹＬＡ委員会 18：00- かながわ労働プラザ

１３日 （金）公式訪問　横浜東ＲＣ　 例会場 ※
R財団全体会議① 16：00-19：00 ローズホテル
社会奉仕委員会 15：00- ぴおシティ

１４日 (土) 2018-19ＹＥ派遣学生結団式・壮行会 14：00-18：00 常倫寺 ※14：00-結団式　16：00-壮行会
１７日 （火）公式訪問　横浜ＲＣ　 例会場 ※
１８日 (水) 公式訪問　川崎北ＲＣ　 例会場 ※

地区大会実行委員会③ 15：00-17：00 ぴおシティ ※
クラブ奉仕委員会 16：00-18：00 ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ

１９日 (木) 公式訪問　川崎マリーンＲＣ　 例会場 ※
クラブ基盤管理委員長会議　PartⅠ 15：00-18：00 横浜ベイシェラトンH ※
2019学年度米山奨学生募集説明会（指定校向け） 15：00-16：30 YS関内ビル

２０日 (金) 公式訪問　横浜泉ＲＣ 例会場 ※
国際奉仕委員会 16：00-17：30 ｳｫｰﾀｰﾜﾝ㈱

２２日 (日) 2018学年度米山奨学生研修会 16：00-18：00 ぴおシティ
２３日 (月) 職業・社会・国際奉仕委員会合同会議 15：00-17：00 ぴおシティ ※

ＩＡ委員会 18：30-20：30 技能文化会館
２４日 (火) 公式訪問　川崎南ＲＣ　 例会場 ※
２５日 (水) 公式訪問　横浜港南ＲＣ　 例会場 ※
２６日 （木）公式訪問　横浜鶴見北ＲＣ　 例会場 ※

奨学金・学友・ＶＴＴ委員会 15：00-17：00 ＹＳ関内ビル
２７日 （金）公式訪問　川崎西ＲＣ　 例会場 ※
２９日 (日) ＲＡクラブ合同例会（ＲＡ主催） 13：30-16：45 横浜市開港記念会館 ※
３０日 (月) クラブ奉仕委員会 16：00-18：00 ｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ
３１日 (火) 公式訪問　横浜北ＲＣ 例会場 ※

社会奉仕委員会 15：00-17：00 ぴおシティ
IAｻﾏｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(幹事校:捜真女学校) 9:00-16:00 JICA横浜 ※
広報・公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会 17：30-19：00 三島 委員会後懇親　8/1解散

8月 １日 (水) 公式訪問　横浜金沢東ＲＣ 例会場 ※
２日 （木）地区諮問委員会 11：00-13：00 ホテルニューグランド ※

Ｇ補佐連絡会 15：00-17：00 ぴおシティ ※
３日 (金) 公式訪問　横浜瀬谷ＲＣ 例会場 ※

クラブ青少年奉仕委員長会議 15：00-17：00 ソシア21 ※
４日 (土) 公式訪問　横浜南ＲＣ　 例会場 ※

2018-19ＹＥﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ･ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ説明会 14：00-16：00 常倫寺
５日 (日) RA委員会 9：00-10：00 かながわ労働プラザ
６日 (月) RLI準備委員会 15：00-16：30 新横浜グレイスホテル

職業奉仕委員会 10：30-12：00 ユースキン製薬
７日 （火）グローバル補助金委員会 15：00-17：00 ＹＳ関内ビル

職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕合同委員会 15：00-17：00 ぴおシティ
８日 (水) 公式訪問　横浜旭ＲＣ　 例会場 ※

資金推進委員会(R財団） 15：00-17：00 ＹＳ関内ビル
９日 （木）公式訪問　横浜磯子ＲＣ 例会場 ※

R財団ハンドブック改定会議① 15：00-17：00 ぴおシティ
ＲＹＬＡ委員会 18：00- かながわ労働プラザ

２０日 (月) 公式訪問　神奈川ＲＣ 例会場 ※
拡大増強委員会 18：30-19：50 谷川ビル

２１日 （火）公式訪問　川崎中ＲＣ 例会場 ※
地区補助金委員会 16：00-17：00 ＹＳ関内ビル
地区大会実行委員会　会場見学 10：00- ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜会議センター

２３日 (木) 公式訪問　横浜南陵ＲＣ 例会場 ※
クラブ基盤管理セミナー　PartⅡ 15：00-18：00 Hキャメロットジャパン ※
米山全体会議② 15:00-17:00 ＹＳ関内ビル

２４日 （金）公式訪問　神奈川東ＲＣ 例会場 ※
２７日 (月) 公式訪問　川崎中央ＲＣ　 例会場 ※

RI第2ｿﾞｰﾝ戦略計画推進ｾﾐﾅｰ（戦略計画、会員増強、公共ｲﾒｰｼﾞ）　 12：45-17：00 国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ 17：15-懇親会
２８日 （火）RI第2ｿﾞｰﾝ戦略計画推進ｾﾐﾅｰ（R財団部門）  9：00-15：30 国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ

公式訪問　川崎百合丘ＲＣ 例会場 ※
地区大会実行委員会④ 15：00-17：00 ぴおシティ
社会・国際・職業奉仕合同委員会 15：00-17：00 ぴおシティ ※

２９日 (水) 2017-18地区資金本会計･特別会計監査 15:00 YS関内ビル
３０日 （木）公式訪問　横浜戸塚ＲＣ　 例会場 ※

国際奉仕委員会 16：00-17：30 ｳｫｰﾀｰﾜﾝ㈱
３１日 (金) 公式訪問　川崎幸ＲＣ　 例会場 ※

9月 １日 (土) YE18-19来日学生歓迎会･17-18派遣学生帰国報告会 14：00-18：30 常倫寺 ※14:00-帰国報告会等　17：00-ﾊﾟｰﾃｨ

２日 (日) 米山奨学生・学友夏季レクリエーション 7：30-19:00 ひたち海浜公園他 7.30―横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸH出発
３日 （月）ガバナーエレクト研修セミナー(GETS)　～４日 8：45-17：55 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ新高輪 4日　9：00-17：30

公式訪問　川崎とどろきＲＣ 例会場 ※
４日 (火) 地区諮問委員会② 11：00-13：00 ホテルニューグランド ※

Ｇ補佐連絡会③ 15：00-17：00 ぴおシティ ※
５日 (水) 公式訪問　川崎鷺沼ＲＣ　 例会場 ※

川崎鷺沼RC創立40周年記念式典・祝賀会 16：00- 二子玉川ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急 ※
2019-20地区研修リーダーセミナー（DTLS） 10：00-16：30 ｻﾞ・ﾌﾟﾘﾝｽさくらﾀﾜｰ東京

６日 （木）公式訪問　川崎高津ＲＣ　 例会場 ※
R財団ハンドブック改定会議② 14：00-15：00 ぴおシティ6Ｆ
R財団正副委員長会議② 15：00-17：00 ぴおシティ6Ｆ

７日 （金）公式訪問　横浜戸塚中央ＲＣ 例会場 ※
８日 (土) 2019-20Ｒ青少年交換学生 募集説明会(応募希望者対象) 18：30-19：50 神奈川県民ｾﾝﾀｰ
９日 (日) ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI）① 8:30-16:30 聖光学院中学校高等学校 ※

１０日 (月) 公式訪問　横浜ベイＲＣ 例会場 ※
職業奉仕委員会 15：00-17：00 ＹＳ関内ビル

１１日 （火）公式訪問　横浜本郷ＲＣ 例会場 ※
１２日 (水) 公式訪問　川崎大師ＲＣ 例会場 ※
１３日 (木) 公式訪問　横浜本牧ＲＣ 例会場 ※

クラブ米山奨学委員長会議 15：00-17：00 ソシア21 ※
ＲＹＬＡ委員会 18：00- かながわ労働プラザ

１８日 (火) 公式訪問　横浜保土ヶ谷ＲＣ　 例会場 ※
地区補助金委員会 12：00-14：00 ＹＳ関内ビル
Ｒ財団資金管理委員会 14：00-17：00 ＹＳ関内ビル
地区大会実行委員会⑤ 15：00-17：00 ぴおシティ ※

年    月



１９日 (水) 公式訪問　横浜都筑ＲＣ 例会場 ※
２０日 （木）公式訪問　川崎西北ＲＣ 例会場 ※

青少年奉仕委員会④ 18：00- かながわ労働プラザ
２１日 (金) 公式訪問　新横浜ＲＣ　 例会場 ※
２４日 (月) Ｒ財団奨学金学友ＶＴＴ委員会 17:00-20:00 クラチ
２５日 (火) 公式訪問　川崎宮前ＲＣ　 例会場 ※

ＩＡ委員会 18：30- 波止場会館
社会奉仕委員会 15：00-17：00 ぴおシティ

２６日 (水) 公式訪問　横浜あざみＲＣ 例会場 ※
２７日 (木) 地区ロータリー財団セミナー 15：00-18：00 ソシア21 ※

米山全体会議③ 15:00-17:00 ＹＳ関内ビル
２８日 （金）公式訪問　横浜港南台ＲＣ 例会場 ※

国際奉仕委員会 16：00-17：30 ｳｫｰﾀｰﾜﾝ㈱
２９日 （土）18-19YE受入学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ① 14：00-16：00 常倫寺


