国際ロータリー第2590地区

2019-20年度 地区カレンダー
2019年7月31日現在

年
2019年
７月

月

行

事

1日 (月) ガバナー会①
ガバナー・元・次期ガバナー懇談会
拡大増強委員会
４日 （木） 地区役員・Ｇ補佐・地区委員会全体会議
５日 (金) 地区諮問委員会①
６日 (土) YE学生富士山トレッキング ～７日
８日 （月） 地区拡大増強セミナー
９日 (火) 地区大会実行委員会④
１１日 (木) 米山奨学委員会全体会議
ＲＹＬＡ委員会
１２日 （金） 公式訪問 横浜中ＲＣ
１３日 (土) 2019-20ＹＥ派遣学生結団式・壮行会
１６日 (火) 公式訪問 横浜ＲＣ
奉仕委員会
１７日 （水） 公式訪問 川崎北ＲＣ
１８日 （木） 公式訪問 川崎ＲＣ
ｸﾗﾌﾞ基盤管理ｾﾐﾅｰ①(ｸﾗﾌﾞ奉仕・広報・研修・規定審議会)
2020年度米山募集説明会（指定校向）
１９日 （金） 公式訪問 横浜瀬谷ＲＣ
２０日 (土) 2019学年度米山奨学生研修会
２２日 (月) ＩＡ委員会
２３日 （火） 公式訪問 横浜保土ヶ谷ＲＣ
２４日 (水) 公式訪問 横浜西ＲＣ
２５日 (木) 公式訪問 横浜鶴見北RC
ｹﾞｲﾘｰC.K.ホｧﾝR財団管理委員長との懇談の集い
２６日 (金) 公式訪問 川崎西ＲＣ
２８日 (日) ＲＡ全クラブ合同例会（D2590RA主催）
２９日 (月) 公式訪問 神奈川RC
３０日 (火) 公式訪問 川崎南ＲＣ
ＩＡサマーミーティング(幹事校：関東学院中学校高等学校IAC)

8月

9月

10月

11月

ｸﾗﾌﾞ基盤管理ｾﾐﾅｰﾊﾟｰﾄ2打ち合わせ
３１日 (水) 公式訪問 横浜港南RC
１日 （木） 公式訪問 横浜磯子ＲＣ
G補佐連絡会①
R財団奨学金･学友･VTT委員会
２日 （金） 公式訪問 横浜東ＲＣ
３日 (土) 19-20YE受入学生ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ･ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ説明会
５日 (月) 公式訪問 横浜MM21RC
クラブ青少年奉仕委員長会議（含：危機管理）
７日 （水） 公式訪問 川崎大師ＲＣ
第2地域戦略計画推進セミナー
ＲＹＬＡ委員会
８日 （木） 公式訪問 川崎中原ＲＣ
第2地域財団セミナー
９日 （金） 公式訪問 神奈川東ＲＣ
１６日 (金) 19YE受入学生日本語教室 ～24日
１９日 (月) 公式訪問 川崎中央ＲＣ
ＩＡ委員会
２０日 （火） 公式訪問 横浜南央ＲＣ （夜間）
奉仕委員会②
米山奨学委員会全体会議②
２１日 （水） 公式訪問 横浜日吉RC
２２日 （木） 公式訪問 横浜戸塚ＲＣ
クラブ基盤管理セミナー②(戦略・危機管理・Rの友)
２６日 (月) 地区大会実行委員会⑤
２７日 (火) 公式訪問 横浜田園RC
２８日 (水) 公式訪問 新川崎RC (夜間)
日本のﾛｰﾀﾘｰ100周年実行委員会①
２９日 (木) クラブ米山奨学委員長会議
公式訪問 横浜金沢みどりRC
ＲＡ委員会･地区RA会長幹事会
３０日 （金） 公式訪問 川崎麻生RC
Ｒ財団補助金委員会
３１日 （土） 18YE派遣学生帰国報告会･19YE受入学生歓迎会
１日 (日) プレＧＥＴＳ
２日 （月） ガバナーエレクト研修セミナー（ＧＥＴＳ） ～9月3日(火)
（火） 公式訪問 横浜北ＲＣ
４日 （水） 地区諮問委員会②
Ｇ補佐連絡会②
2020-21 地区研修リーダーセミナー（ＤＴＬＳ）
５日 （木） 公式訪問 川崎西北ＲＣ
６日 （金） 公式訪問 川崎幸ＲＣ
８日 (日) ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研修会（RLI） ﾊﾟｰﾄ1
米山奨学生･学友夏季レクリエーション
９日 （月） 公式訪問 横浜ベイＲＣ (夜間)
１０日 （火） 公式訪問 川崎百合丘ＲＣ
１１日 （水） 公式訪問 横浜都筑ＲＣ
１２日 （木） 公式訪問 横浜本牧ＲＣ
１３日 （金） 公式訪問 横浜戸塚中央ＲＣ
１４日 (土) 米山梅吉記念館創立50周年記念式典
１７日 （火） 地区大会記念チャリティーゴルフ大会
奉仕委員会③
１８日 （水） 公式訪問 川崎鷺沼ＲＣ
青少年奉仕委員会全体会議②
１９日 （木） 米山奨学委員会全体会議③
２０日 (金) 公式訪問 新横浜RC
２４日 (火) 公式訪問 川崎中RC
ＩＡ委員会
２５日 (水) 公式訪問 横浜旭RC
２６日 (木) 地区大会実行委員会⑥
米山カウンセラー研修会
２８日 (土) 横浜港南RC創立50周年記念式典
第15回ロータリー日韓親善会議
ＲＹＬＡ委員会 ～29日
３０日 （月） 公式訪問 川崎とどろきＲＣ
地区大会実行委員会⑦
２日 （水） 公式訪問 横浜あざみＲＣ
３日 （木） 公式訪問 横浜南陵ＲＣ
クラブ奉仕活動部門委員長会議(社会･国際･職業奉仕)
４日 (金) 地区諮問委員会
Ｇ補佐連絡会
５日 (土) 公式訪問 横浜南RC
７日 (月) 公式訪問 川崎高津南RC （夜間）
８日 (火) 地区大会実行委員会⑧
１０日 (木) 公式訪問 横浜港北ＲＣ
地区ロータリー財団セミナー
米山奨学委員会全体会議④
１１日 (金) 地区大会実行委員会⑨
１５日 （火） 公式訪問 横浜本郷ＲＣ
奉仕委員会④
１６日 （水） 公式訪問 横浜金沢東ＲＣ
１７日 （木） 公式訪問 川崎高津RC
２１日 (月) 地区大会実行委員会⑩
２５日 （金） 地区大会
２６日 (土) 地区大会
３０日 (水) 公式訪問 横浜山手RC
１日 （金） Ｇ補佐連絡会
５日 (火) 公式訪問 川崎宮前ＲＣ
６日 （水） 公式訪問 横浜戸塚西ＲＣ
８日 （金） 公式訪問 横浜泉ＲＣ
１０日 (日) ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研修会（RLI） ﾊﾟｰﾄ2
１１日 （月） 公式訪問 横浜金沢ＲＣ
１３日 (水) 公式訪問 横浜緑RC
横浜都筑RC創立25周年記念式典
１５日 (金) 公式訪問 横浜港南台RC
米山奨学委員会全体会議⑤
１６日 (土) 財団地域セミナー

時

間

9：30-11：30
11：45-15：00
18：30-20：00
15：00-17：00
11：00-13：00
11：15
15：00-18：15
15：00-17：00
15：00-17：00
18：00-19：00
12：30-13：30
14：00-18：00
12：30-13：30
15：00-17：00
12：30-13：30
12：30-13：30
15：00-17：30
15：00-17：00
12：30-13：30
15：30-17：30
18：15-19：15
12：30-13：30
12：30-13：30
12：30-13：30
17：00-20：00
12：30-13：30
13：30-16：30
12：30-13：30
12：30-13：30
13：00-17：00
16：00-18：00
12：30-13：30
12：30-13：30
15：00-17：00
18：0012：30-13：30
14：00-16：00
12：30-13：30
16：30-18：30
12：30-13：30
12：45-17：40
18：30-20：00
12：30-13：30
9：30-15：30
12：30-13：30
10：00-15：30
12：30-13：30
18：00-19：30
18：30-19：30
15：00-17：00
15：00-17：00
12：30-13：30
12：30-13：30
15：00-17：00
15：00-17：00
12：30-13：30
18：30-19：30
14：30-16：30
15：00-17：00
12：30-13：30
19：00-21：00
12：30-13：30
15：00-17：00
14：00-18：00
13：00-17：00
9：0012：30-13：30
11：00-13：00
15：00-17：00
10：00-17：00
12：30-13：30
12：30-13：30
8：30-17：00
8：00-17：40
18：00-19：00
12：30-13：30
12：30-13：30
12：30-13：30
12：30-13：30
14：00-17：30
15：00-17：00
12：30-13：30
17：1515：00-17：00
12：30-13：30
12：30-13：30
18：30-20：00
12：30-13：30
15：00-17：00
15：00-17：00
15：0013：4014：0012：30-13：30
15：00-17：00
12：30-13：30
12：30-13：30
15：00-17：00
11：00-13：00
15：00-17：00
12：30-13：30
18：30-19：30
15：00-17：00
12：30-13：30
15：00-17：00
15：00-17：00
15：00-17：00
12：30-13：30
15：00-17：00
12：30-13：30
12：30-13：30
15：00-17：00
12：30-13：30
15：00-17：00
12：30-13：30
12：30-13：30
12：30-13：30
8：30-17：00
12：30-13：30
12：30-13：30
17：0012：30-13：30
15：00-17：00

会

※印 ガバナー出席行事
備
考

場

グランドプリンスホテル高輪
グランドプリンスホテル高輪
谷川ビル
ソシア21
ホテルニューグランド
静岡県
ソシア21
ぴおシティ
ＹＳ関内ビル
かながわ労働プラザ
例会場
小机幼稚園
例会場
ウォーターワン㈱
例会場
例会場
ソシア21
ＹＳ関内ビル
例会場

※
※10：45-登録
※
※
～7日
※
※

19：00

※
※
※
※
※
※
※

ぴおシティ
かながわ県民センター

例会場
例会場
例会場
ホテルニューオータニ
例会場
サンピアン川崎
例会場
例会場
ワールドポーターズ
ぴおシティ
例会場
例会場
ぴおシティ

※
※
※
※
※

例会場
常倫寺
例会場
神奈川県民センター
例会場
ホテルオークラ東京別館

※

※
※
※
※
※
※

※
※
※
17：50-懇親会

ムサシボウル

例会場
ホテルオークラ東京別館
例会場
マツムラホール
例会場
神奈川県民センター
例会場
ウォーターワン㈱
ＹＳ関内ビル
例会場
例会場
ソシア21
ｱｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ横浜西口駅前
例会場
例会場
D2750ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所会議室
ソシア21
例会場
かながわ労働プラザ
例会場
ＹＳ関内ビル
小机幼稚園

※

例会場
ホテルニューグランド
ぴおシティ
ｻﾞﾌﾟﾘﾝｽさくらﾀﾜｰ東京
例会場
例会場
聖光学院中学校
伊豆
例会場
例会場
例会場
例会場
例会場
東レ総合研修センター
湘南カントリークラブ
ウォーターワン㈱
例会場
神奈川県民センター
ＹＳ関内ビル
例会場
例会場
神奈川県民センター
例会場
ｱｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ横浜西口駅前
ソシア21
ロイヤルホールヨコハマ
仙台国際センター
高尾わくわくビレッジ

※
※
※

※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※

※ 14:00-帰国報告
ＴＫＰ品川ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ
グランドプリンスホテル新高輪 ～3日 17：30

ぴおシティ
例会場
例会場
ソシア21
ホテルニューグランド
ぴおシティ
例会場
例会場
例会場
ソシア21
ＹＳ関内ビル
例会場
ウォーターワン㈱
例会場
例会場

※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※

※
※
※
パシフィコ横浜会議センター ※
パシフィコ横浜会議センター ※
例会場
※
ぴおシティ
※
例会場
※
例会場
※
例会場
※
聖光学院中学校
例会場
※
例会場
※
新横浜グレイスホテル
※
例会場
※
ＹＳ関内ビル
神戸ポートピアホテル
※

16:30-ﾊﾟｰﾃｨ

12月

１７日 (日) ＲＩ会長歓迎晩餐会、メジャードナー午餐会
ガバナー会②
ガバナーエレクト研修セミナー（ＧＥＴＳ）②
ガバナーノミニー研修セミナー（ＧＮＴＳ）
１８日 （月） 第48回ロータリー研究会 ～19日(火)
１９日 (火) 奉仕委員会⑤
２１日 (木) 公式訪問 川崎マリーンRC
１日 (日) ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研修会（RLI） ﾊﾟｰﾄ3
５日 （木） 地区諮問委員会
G補佐連絡会
８日 (日) 米山奨学生･学友年末パーティー
９日 （月） 次）ガバナー補佐研修会①
１２日 (木) 地区ロータリー財団補助金管理セミナー
１５日 （日） 2020学年度米山奨学生面接選考会
１７日 (火) 奉仕委員会⑥
2020学年度米山奨学生決定会議

2020年
1月
１０日
１１日
２９日
2月
４日

3月

4月

5月
6月

（金） Ｇ補佐連絡会
（土） 国際協議会 ～19日（土）

(水) 横浜旭RC創立50周年記念式典
（火） 地区諮問委員会

G補佐連絡会
１３日 (木) 次）ガバナー補佐研修会②
１５日 (土) 横浜瀬谷RC創立50周年記念式典
２１日 （金） 次）地区チーム研修セミナー
横浜東RC創立65周年記念例会
２日 （月） G補佐連絡会
３日 (日) 2020-21地区研修・協議会リーダーサブリーダー打ち合わせ会
５日 (木) 横浜緑RC創立50周年記念式典
４日 (水) 川崎北RC創立60周年記念式典
１９日 （木） 会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）
２９日 (日) 2020-21地区研修・協議会
３日 （金） 地区諮問委員会
Ｇ補佐連絡会
７日 (火) 横浜北RC創立40周年記念例会
８日 (水) 川崎南RC創立60周年記念式典
１８日 (土) 神奈川RC創立60周年記念式典
８日 （金） Ｇ補佐連絡会
１４日 （木） 現次地区役員・Ｇ補佐・地区委員長引継会議
６日 （土） ＲＩ国際大会（ホノルル） ～10日（水）
８日 （月） クラブ事務局員連絡会
９日 （火） Ｇ補佐連絡会
１９日 （金） 地区諮問委員会

15：00-17：00
12：30-13：30
8：30-17：00
11：00-13：00
15：00-17：00
18：00-20：30
15：00-17：00
15：00-17：00
8：30-17：00
15：00-17：00
14：00-17：00
15：00-17：00
11：0015：00-17：00
15：00-17：00
18:0013：00-18：30
18：0015：00-17：00
18：0015：0010：30-17：30
15：00-17：00
未定
16：0015：00-17：00
15：00-18：00
16：00-18：00
15：00-17：00

神戸ポートピアホテル
神戸ポートピアホテル
神戸ポートピアホテル
神戸ポートピアホテル
神戸ポートピアホテル
ウォーターワン㈱
例会場
聖光学院中学校
ホテルニューグランド
ぴおシティ
Hｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ
ソシア21
ソシア21
鶴見大学会館
ウォーターワン㈱
ＹＳ関内ビル

※
※

ぴおシティ
サンディエゴ
横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ＆ﾀﾜｰｽﾞ
ホテルニューグランド
ぴおシティ
ソシア21
ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ
ソシア21
横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ＆ﾀﾜｰｽﾞ
ぴおシティ
聖光学院中学校高等学校
新横浜国際ホテル ﾏﾅｰﾊｳｽ
ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ
ソシア21
聖光学院中学校高等学校
ホテルニューグランド
ぴおシティ
新横浜グレイスホテル
川崎日航ホテル
横浜ベイホテル東急
ぴおシティ
ソシア21

※

ソシア21
ぴおシティ
ホテルニューグランド

※
※
※

※
※
※
※
※
※
※

（12/20日より変更）

※

※10：30-登録
※
※
※
※19:00-祝宴
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※

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】
○ 2019-20Ｒ青少年交換受入学生 終了式
○ ローターアクト地区大会
○ ローターアクト地区協議会
○ インターアクト年次大会
○ インターアクト役員研修会
○ RYLA
○ 2020-21R財団地区及びグローバル奨学生選考会（１１月頃(土)）
○ 2020-21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・壮行会
○ 2019-20年度R財団地区及びグローバル奨学生帰国報告会
○ 2019年度米山奨学生終了式(３月)
○ 2020学年度米山奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（５月）

