国際ロータリー第2590地区

2020-21年度 地区カレンダー

（メークアップ対象会議・行事）
2021年6月21日現在

年
月
行
事
2021年
６月
１日 (火) 女性交流会（輝く女性ロータリアンの集い）
４日 （金） ガバナー補佐連絡会
６日 (日) ＲＬＩ卒後コース
ＲＹＬＡ参加者交流会
８日 (火) 第３回ガバナー会
９日 (水) 米山奨学委員会引継ぎ会議（現・次）
１０日 (木) Ｒ財団監査委員会
１１日 (金) 横浜中ＲＣ創立45周年記念例会
１２日 （土） ロータリーバーチャル国際大会 ～16日
IA役員研修会･顧問教諭連絡協議会
RA学友会設立準備委員会（地区RA委員会主催）
次)米山選考委員会
１５日 (火) 横浜南央ＲＣ創立30周年記念式典
１７日 (木) 奉仕委員会
１８日 （金） 諮問委員会
ローターアクト委員会（現・次）
次)米山選考委員会
２０日 (日) RA地区研修・協議会・卒会式
D2590ローターアクト学友会設立総会
２２日 (火) 青少年奉仕委員長会議（現・次引継）
横浜市・川崎市医師会へﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ贈呈式（Ｒ財団）
クラブ奉仕委員会
２３日 (水) ＲＹＬＡ委員会（新旧引継ぎ）
２６日 (土) 2021-22Ｒ財団奨学生オリエンテーション②
２７日 (日) クラブ活性化セミナー２０２１ ～28日
２９日 (火) 女性交流会（輝く女性ロータリアンの集い）
３０日 （水） 次）地区 クラブ活性化セミナー打合せ

時

間

16：00-18：00
16：00-18：00
9：00-15：00
15：0013：30-15：30
15：00-17：00
15：00-17：00
12：30-14：00
14：00-16：30
17：00-18：00
15：20-17：00
15：0015：00-17：00
18：00-20：00
18：00-19：30
15：20-17：00
12：20-15：00
15：20-17：00
17：0013：0015：0018：0010：00-15：00
13：30-16：50
16：00-18：00
15：00-17：00

会

※印 ガバナー出席行事
備
考

場

ホテルニューグランド
アート宝飾 会議室
オンライン（ZOOM)
未定
オンライン（ZOOM）
ホテルキャメロットジャパン
ガバナー事務所
ホテルニューグランド
バーチャル
オンライン(ZOOM)
オンライン(ZOOM)
牛山事務所
ロイヤルパークホテル
ウォーターワン
ホテルニューグランド
オンライン（ZOOM）
牛山事務所

※→6.29
※
→中止

※
※14:00-研修会

15:30-顧問連協

※
※

ロイヤルパークホテル/オンライン ※
ロイヤルパークホテル/オンライン ※

かながわ労働プラザ
ガバナー事務所
ホテルキャメロットジャパン
かながわ労働プラザ
オンライン（ZOOM)
オンライン（ZOOM）
ホテルニューグランド
ガバナー事務所

※
※
～28日17：00
※
※

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

【2020-21年度 RID2590 会合･委員会･行事実績】
７月
１日 (水) 第1回ガバナー会議(WEB会議)
ガバナー・元・次期ガバナー懇談会
２日 (木) 地区役員・Ｇ補佐・地区委員長全体会議
３日 (金) 地区諮問委員会
５日 (日) 第5回全国青少年交換委員長･危機管理委員長合同会議
９日 (木) 公式訪問 川崎マリーンＲＣ
米山委員長会議
米山記念奨学委員会全体会議
１０日 (金) 公式訪問 横浜中ＲＣ
１１日 (土) ＲＡ委員会
１３日 (月) 研修委員会
ためになる魅力あるロータリーセミナー打合せ
１４日 (火) 公式訪問 横浜ＲＣ
ロータリー財団委員会全体会議
１５日 (水) 公式訪問 横浜港南ＲＣ
RYLA委員会
１６日 （木） 公式訪問 川崎ＲＣ
奉仕委員会
YE委員会
拡大増強委員会
１７日 （金） 公式訪問 横浜瀬谷ＲＣ
１９日 (日) 全ＲＡＣ合同例会
２１日 （火） 公式訪問 横浜保土ヶ谷ＲＣ
青少年奉仕委員会全体会議
２７日 (月) 公式訪問 神奈川ＲＣ
R財団補助金委員会
青少年奉仕委員会全体会議
２８日 （火） ためになる魅力あるロータリーセミナー
（会員増強・公共ｲﾒｰｼﾞ、研修、Rの友、クラブ奉仕）
ＩＡ委員会
２９日 (水) 公式訪問 横浜西ＲＣ
３０日 (木) 公式訪問 横浜鶴見北ＲＣ
３１日 (金) 公式訪問 川崎西ＲＣ
３日 (月) 公式訪問 横浜MM21ＲＣ
８月
ガバナー補佐連絡会
４日 (火) 公式訪問 川崎南ＲＣ
５日 (水) 公式訪問 横浜緑ＲＣ
６日 (木) 公式訪問 横浜港北ＲＣ
ＲＡＣ提唱ＲＣ合同会議
７日 （金） 公式訪問 横浜東ＲＣ
９日 (日) 青少年奉仕委員会
１２日 (水) RYLA委員会
１４日 (金) 青少年奉仕委員会
１７日 (月) 公式訪問 川崎中央ＲＣ
１８日 （火） 公式訪問 横浜南央ＲＣ
奨学金・学友・ＶＴＴ委員会
１９日 （水） 公式訪問 横浜日吉ＲＣ
２０日 （木） 公式訪問 川崎中原ＲＣ
奉仕委員会
拡大増強委員会
２４日 (月) クラブ青少年奉仕委員長会議
２５日 (火) 公式訪問 横浜田園ＲＣ
米山記念奨学委員会全体会議
２６日 （水） 公式訪問 川崎鷺沼ＲＣ
公式訪問 新川崎ＲＣ
２７日 （木） 公式訪問 横浜戸塚ＲＣ
2019-20年度地区資金監査
２８日 （金） 公式訪問 川崎幸ＲＣ
２９日 (土) 第1・第2・第3地域合同公共ｲﾒｰｼﾞ向上ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ（ZOOM）
ＲＡ委員会
ＲＡ会長幹事会
３１日 (月) クラブ奉仕委員会
９月
１日 （火） 公式訪問 横浜北ＲＣ
２日 （水） 公式訪問 川崎大師ＲＣ
３日 (木) 戦略他委員長会議①
４日 (金) クラブ米山奨学委員長会議
クラブ奉仕委員会
５日 (土) 第19期生平和ﾌｪﾛｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ＆歓迎ﾊﾟｰﾃｨｰ
７日 （月） 公式訪問 横浜ベイＲＣ
Ｒ財団委員長会議
８日 （火） 諮問委員会
ガバナー補佐連絡会
９日 （水） 公式訪問 横浜都筑ＲＣ
規定審議会委員会
RYLA委員会
１０日 (木) 公式訪問 横浜金沢みどりＲＣ
１１日 （金） 公式訪問 川崎麻生ＲＣ
１３日 (日) アクトの日
１４日 （月） ガバナーエレクト研修セミナー（ＧＥＴＳ） ～9月15日(火)
研修委員会
１６日 （水） 2021-22 地区研修リーダーセミナー（ＤＴＬＳ）
拡大増強委員会
１７日 （木） 公式訪問 川崎西北ＲＣ
奉仕委員会
１８日 （金） 公式訪問 横浜戸塚中央ＲＣ
米山記念奨学委員会全体会議
２３日 (水) 公式訪問 横浜旭ＲＣ
２４日 （木） 公式訪問 横浜本牧ＲＣ
第２地域恒久基金/大口寄付オンライン研修
２５日 (金) 公式訪問 新横浜ＲＣ
２８日 （月） 公式訪問 川崎とどろきＲＣ
２９日 (火) 公式訪問 川崎中ＲＣ
Ｒ財団資金管理委員会
３０日 (水) 公式訪問 川崎北ＲＣ
１０月
１日 (木) ＲＡ委員会
第1回審議会代表議員セミナー
２日 (金) クラブ奉仕委員会
５日 (月) 米山カウンセラー研修会
６日 （火） 公式訪問 川崎百合丘ＲＣ
７日 （水） 公式訪問 横浜あざみＲＣ
地区ロータリー財団セミナー（会長･財団委員長)
ＲＹＬＡ委員会
９日 (金) ＹＥ委員会
１０日 (土) 公式訪問 横浜南ＲＣ
ＲＹＬＡ委員会（現地下見）
１１日 (日) 第7回ＲＡ委員会
第4回ＲＡ会長幹事会
１２日 (月) 公式訪問 川崎高津南ＲＣ
R財団資金管理委員会
１３日 （火） 公式訪問 横浜本郷ＲＣ
Ｒ財団正副委員長会議
戦略他委員長会議②
１４日 （水） 公式訪問 横浜金沢東ＲＣ
ＲＬＩ委員会
１５日 （木） 公式訪問 横浜南陵ＲＣ
奉仕委員会
米山記念奨学委員会全体会議
１９日 （月） 諮問委員会
ガバナー補佐連絡会
２０日 (火) 公式訪問 川崎宮前ＲＣ
２１日 （水） 公式訪問 横浜戸塚西ＲＣ
２２日 （木） 公式訪問 横浜磯子ＲＣ
地区研修・協議会打ち合わせ
規定審議会委員会
拡大増強委員会
２３日 (金) 公式訪問 横浜港南台ＲＣ
２４日 (土) ＲＹＬＡ委員会（登山下見）
２６日 （月） 公式訪問 横浜金沢ＲＣ・横浜金沢みどりRC合同
２７日 (火) 神奈川RC創立60周年記念式典
２８日 (水) 公式訪問 横浜山手ＲＣ
研修委員会

15：00-17：00
11：00-13：00
14：00-16：00
14：00-15：00
15：00-16：00
15：00-17：00
15：00-16：00
16：00-17：00
16：00-18：00
18：00-20：00
15：00-17：00
18：00-20：00
18：30-20：30
13：30-16：30
18：00-19：15
15：00-17：00
18：00-19：15
15：00-17：20
18：00-19：00

15：00-17：00

16：00-18：00
18：00-19：15
18：30-20：00
18：00-19：15
15：00-17：00
15：00-17：00
18：00-19：30
15：00-17：00
14：00-16：00
18：3015：0013：30-16：00
16：00-17：00
17：00-19：00
15：00-17：00
15：00-17：00
15：00-17：00
15：00-17：00
19：0015：00-17：00
11：00-13：00
15：00-17：00
15：00-17：00
18：30-20：00

15：00-17：00
18：30-20：00
15：00-17：00
14：00-16：00
15：00-16：00

14：00-17：00
16：30-18：30
18：00-19：00
15：00-17：00
15：00-17：00
15：00-17：30
18：30-20：00
18：00-19：00
14：00-16：00
15：00-15：50
16：00-18：00
14:00-17:00
15：00-17：00
15：00-17：00
14：00-15：30
15：00-17：00
14：00-17：00
11：00-13：00
15：00-17：00

9：30-11：30
15：00-17：00
18：30-20：30
14：00-16：00
13：0015：00-19：10
15：00-17：00

オンライン(ZOOM)
グランドプリンスホテル高輪
ソシア２１
ホテルニューグランド
オンライン(ZOOM)
例会場
ガバナー事務所
ガバナー事務所
例会場
オンライン
ガバナー事務所
ガバナー事務所
例会場
ローズホテル横浜
例会場
かながわ労働プラザ
例会場
ウォーターワン
牛山事務所
ルノアール
例会場
オンライン(ZOOM)
例会場
オンライン(ZOOM)
例会場
ガバナー事務所
オンライン(ZOOM)
ソシア２１
ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ
例会場
例会場
例会場
例会場
ガバナー事務所
例会場
例会場
例会場
かながわ労働プラザ
例会場
オンライン(ZOOM)
かながわ労働プラザ
オンライン(ZOOM)
例会場
例会場
ガバナー事務所
例会場
例会場
ウォーターワン
ルノアール
ソシア２１
例会場
ガバナー事務所
例会場
例会場
例会場
ガバナー事務所
例会場
オンライン(ZOOM)
オンライン(ZOOM)
オンライン(ZOOM)
ガバナー事務所
例会場
例会場
ガバナー事務所
ソシア２１
精養軒
例会場
ガバナー事務所
ホテルニューグランド
ガバナー事務所
例会場
ガバナー事務所
かながわ労働プラザ
例会場
例会場
You Tube
オンライン（ZOOM）
ガバナー事務所
国際文化会館
ルノワール
例会場
ウォーターワン
例会場
ガバナー事務所
例会場
例会場
ZOOM
例会場
例会場
例会場
ガバナー事務所
例会場
かながわ労働プラザ
オンライン（ZOOM）
ホテルキャメロットジャパン
ソシア21
例会場
例会場
ホテルプラム
かながわ労働プラザ
牛山事務所
例会場
高尾の森わくわくﾋﾞﾚｯｼﾞ
ZOOM
ZOOM
例会場
ガバナー事務所
例会場
ぴおシティ
ガバナー事務所
例会場
二子玉川ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急
例会場
ウォーターワン
ガバナー事務所
ホテルニューグランド
ガバナー事務所
例会場
例会場
例会場
ガバナー事務所
ガバナー事務所
ルノワール
例会場
景信山
例会場
横浜ﾍﾞｲﾎﾃﾙ東急
例会場
ガバナー事務所

※
※⇒中止
※
※
※
※
※
※
※
※
※18：00-懇親会
※
※

※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※

※
※
※
※
※ｵﾝﾗｲﾝ(ZOOM)参加も可
※
※
※
※
※

※
※
※
※
⇒中止
※
※
※
※
※
⇒10/26横浜金沢RCと合同
※
※
⇒DVD研修
※
※
※
※
※
※
※
※

※
※
※
※

※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
9：30集合 10：00～登山
※
クラブ会員のみで実施
※
※

２９日 （木） 公式訪問 川崎高津ＲＣ
青少年奉仕委員会
３０日 （金） 公式訪問 横浜泉ＲＣ
１１月 １０日 (火) ＩＡ委員会
１１日 （水） ガバナー補佐連絡会
ＲＹＬＡ委員会
１２日 (木) ＲＬＩ委員会
１３日 （金） 公式訪問 神奈川東ＲＣ
１４日 (土) 20学年度米山奨学生オリエンテーション
１５日 (日) 20-21緊急地区青少年交換委員長会議
１６日 (月) 青少年奉仕委員会
１８日 (水) クラブ 奉仕委員長会議(職業･社会･国際)
１９日 (木) Ｒ財団災害救援補助金プロジェクト 本審査
クラブ奉仕委員会
２１日 (土) 青少年交歓ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ支援ｼｽﾃﾑ（YESS）オンラインセミナー①
２４日 (火) Ｒ財団地域セミナー
日本のﾛｰﾀﾘｰ100周年記念例会･懇親会
２５日 (水) 第49回ロータリー研究会
ＲＩ会長･TRF管理委員長歓迎晩餐会
青少年交歓ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ支援ｼｽﾃﾑ（YESS）オンラインセミナー②

米山選考委員会
２６日 （木） 第2回ガバナー会議
ＧＮＴＳ（ガバナーノミニー研修セミナー）
米山記念奨学委員会全体会議（含：面接官ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ)
奉仕委員会・拡大増強委員会（合同）
青少年奉仕委員会
２７日 (金) 第２回ＧＥＴＳ（ガバナーエレクト研修セミナー）
２９日 (日) 青少年交歓ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ支援ｼｽﾃﾑ（YESS）オンラインセミナー③
１２月
１日 (火) 規定審議会委員会
２日 (水) 第1回次期地区米山奨学委員長会議
R財団正副委員長会議
３日 （木） 諮問委員会
ガバナー補佐連絡会
公共イメージ委員会
５日 (土) ＲＡ委員会
ＲＡ会長幹事会
Ｒ財団学友会総会＆帰国報告会
2020学年度米山奨学生を囲む集い
ＲＩ地域戦略計画推進セミナー
ロータリーの未来形成についての報告及び意見交換会

６日 (日) 全国ＹＥ委員長・全国危機管理委員長合同会議
７日 (月) 次）ガバナー補佐研修会①
クラブ奉仕委員会
青少年奉仕委員会
９日 (水) ＲＹＬＡ委員会
１０日 (木) R財団補助金管理セミナー
拡大・増強委員会
１２日 (土) 横浜南ＲＡＣ創立50周年記念例会
横浜日吉RC創立25周年記念例会
１３日 (日) 2021学年度米山奨学生面接選考会
１４日 （月） 2021学年度米山奨学生判定会議
１５日 （火） RLIディスカッションリーダー研修会
１６日 (水) 地区研修委員会
１７日 (木) 奉仕委員会
ロータリーの未来形成についての報告及び意見交換会

１８日
１９日
２１日
２２日
２３日
１月
６日
８日
１２日
１３日
１４日
１５日
１８日
１９日

(金)
(土)
(月)
(火)
(水)
(水)
(金)
(火)
（水）

(木)
(金)
(月)
(火)

２０日 （水）
２１日 (木)
２２日 (金)
２４日 (日)
２５日
２６日
３０日
２月
１日
２日
３日
６日

(月)
(火)
(土)
(日)
（火）

(水)
(土)

１０日 (水)
１１日 （木）
１２日 (金)
１４日 (日)
１６日 (火)
１７日 (水)
１８日 (木)
１９日
２０日
２２日
２６日
３月
１日
２日
３日
４日
６日
７日
８日
１０日
１２日
１３日
１４日
１６日
１７日
１８日
１９日
２０日
２１日
２２日
２３日
２５日
２６日
２７日

(金)
(土)
(月)
(金)
(月)
(火)
(水)
(木)

ＲＬＩ委員会
2019-20年度青少年交換派遣学生帰国報告会
地区研修・協議会打ち合わせ
戦略他委員長会議③
R財団補助金管理セミナー （補講）
拡大・増強＆奉仕合同委員会
地区研修委員会
ＲＬＩ委員会
ガバナー補佐連絡会
ＲＹＬＡ委員会
次）ガバナー補佐研修会②
公共イメージ委員会
ＲＬＩ①ｵﾝﾗｲﾝ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ①
ＲＬＩ①ｵﾝﾗｲﾝ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ②
地区大会打ち合わせ
Ｒ財団資金管理委員会
米山委員長会議
奉仕委員会
国際協議会事前アイスブレイクミーティング①
ＲＬＩ（ロータリーリーダーシプ研究会）①
ロータリーと危機管理
地区研修・協議会打ち合わせ
拡大・増強＆奉仕合同委員会
国際協議会事前アイスブレイクミーティング②
国際協議会 ～11日（木）
ガバナー補佐連絡会
米山記念奨学会打ち合わせ
ＲＡ委員会
ＲＡＣ会長・幹事会
ＲＹＬＡ委員会
ＩＭ（第４Ｇ･第５Ｇ）
第2回審議会代表議員セミナー
ＩＭ（第1Ｇ･第2Ｇ･第3Ｇ）
インターアクト委員会
指名委員会
諮問委員会
米山記念奨学委員会全体会議
Ｒ財団資金管理委員会
ﾎﾙｶﾞｰ・ｸﾅｰｸRI会長とのﾊﾞｰﾁｬﾙ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
奉仕委員会
地区研修・協議会打ち合わせ
次）地区チーム研修セミナー
D2590米山学友総会
ＲＬＩ委員会
地区研修委員会
地区研修・協議会ﾘｰﾀﾞｰ、ｻﾌﾞ・リーダー打合せ会
ローターアクト打合せ
ガバナー補佐連絡会
RLIパート2 ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ打ち合わせ会
IA委員会
2021-22年度R財団奨学生面接選考会(地区補助金奨学生)
2020学年度ロータリー米山記念奨学生終了式
臨時ＲＡ委員会
ＲＹＬＡ委員会
地区研修・協議会打ち合わせ

(土)
(日)
(月)
(水)
(金)
(土) 2021-22年度R財団奨学生面接選考会(グローバル補助金奨学生)
全国地区RA委員長連絡会議
(日) ＲＬＩパートⅡ
ＩＭ（第6Ｇ･第7Ｇ）
第33回全国ＲＡ研修会
(火) 指名委員会
諮問委員会
（水） インターアクト委員会
(木) 研修委員会
会長エレクト研修セミナー(ＰＥＴＳ）
奉仕委員会
(金) 資金推進委員会
第7回地区大会実行委員会
(土) 2020学年度ロータリー米山記念奨学生終了式
IAC交流会
(日) ローターアクト地区大会
（月） Ｒ財団正副委員長会議
(火) Ｒ財団補助金委員会
(木) ロータリーの友委員会・Ｒの友事務所合同会議
(金) 川崎市立川崎高等学校インターアクトクラブ創立総会
地区研修･協議会委員会
(土) 2021-22年度R財団奨学生第1回オリエンテーション
第13回全国ＲＹＬＡ研究会（山形大会）

18：0015：00-17：00
15：00-17：00
18：30-20：00
15：30-17：30
14：00-16：00
13：30-16：30
18：00-20：00
15：00-17：00
19：0018：3016：0-17：00
13：30-16：15
15：00-21：00
13：00-14：00
15：00-17：00
18：00-20：00
10：00-17：00
14：00-17：00
15：00-17：00
18：00-20：00
13：00-15：30
9：00-10：30
15：00-17：00
13：30-15：30
15：00-17：00
11：00-13：00
15：00-17：00
15：00-17：00
16：30-17：50
18：00-20：00
19：00-21：00
18：00-20：30
14：00-16：00
16：30-18：00
14：00-16；00
15：00-17：00
15：00-17：00
18：00-20：00
18：30-20：00
15：00-17：00
18：00-20：00
15：00-17：00
18：009：00-17：00
15：00-16：00
10：00-12：00
15：00-17：00
15：00-17：00
16：30-18：00
18：00-20：00
14：00-16：15
15：00-17：00
15：00-17：00
14：00-16：00
15：00-17：00
15：00-17：00
15：00-16：00
15：00-17：00
18：3014：00-17：00
15：00-16：00
15：00-17：00
15：00-17：00
15：00-16：00
14：00-17：00
15：00-17：00
15：00-17：00
9：00-16：40
14：00-16：30
15：00-17：30
15：00-17：00
15：00-17：00
15：00-17：00
16：30-17：50
18：00-20：00
18：3014：0017：00-18：30
13：3018：0010：00-11：00
11：00-13：00
14：00-17：00
14：00-17：00
21：00-22：30
15：00-17：00
15：00-17：00
15：00-17：30
18：0015：00-17：00
15：00-17：00
14：00-17：00
15：00-16：00
15：00-17：00
15：00-17：00
18：00-19：00
9：30-17：00
17：00-20：00
18：00-19：30
18：3013：309：30-18：30
13：30-16：00
9：00-17：00
13：3014：30-19：00
10：00-11：00
11：00-13：00
19：0010：00-12：00
13：30-17：00
15：00-17：00
17：00-18：00
13：40-15：40
14：00-15：30
9：30-11：45
13：00-16：30
15：00-17：00
14：00-16：00
13：30-16：00
10：30-12：00
14：00-15：00
13：00-17：00

例会場
ZOOM
例会場
ガバナー事務所
ガバナー事務所
かながわ労働プラザ
ガバナー事務所
例会場

※
※
※
※

オンライン(ZOOM)

ＡＰ日本橋＆オンライン
オンライン(ZOOM)
ホテルプラム
オンライン(ZOOM)
ザ・カハラホテル
オンライン(ZOOM)

オンライン(ZOOM)
ザ・ﾌﾟﾘﾝｽﾊﾟｰｸﾀﾜｰ東京
オンライン(ZOOM)
ホテルオークラ東京

※
※
※
⇒延期（2021.5.25予定）
※第1部14:30 第2部20:00ﾛｸﾞｲﾝ
⇒中止

オンライン(ZOOM)
ガバナー事務所

ＷＥＢ会議
オンライン(ZOOM)
ガバナー事務所
ウォーターワン

※
18：00-懇親会
※

オンライン(ZOOM)

オンライン(ZOOM)
オンライン(ZOOM)
ガバナー事務所
オンライン(ZOOM)
オンライン(ZOOM)
ホテルニューグランド
ホテルキャメロットジャパン
ガバナー事務所
かながわ労働プラザ
かながわ労働プラザ
オンライン(ZOOM)
ホテルキャメロットジャパン
オンライン(ZOOM)
オンライン(ZOOM)
AP日本橋 or ZOOM
ソシア２１
ホテルキャメロットジャパン
オンライン(ZOOM)
港や
ソシア２１
Araiya Nest
ローズホテル横浜
ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙH
鶴見大学会館
ガバナー事務所
オンライン（ZOOM）
ガバナー事務所
ウォーターワン
オンライン(ZOOM)
オンライン（ZOOM）
ｵﾝﾗｲﾝZOOM(本部：G事務所）
ガバナー事務所
ガバナー事務所
ガバナー事務所
ウォーターワン
ガバナー事務所
聖光学院中学校高等学校
ホテルキャメロットジャパン
オンライン(ZOOM)
ソシア２１
ガバナー事務所
ｵﾝﾗｲﾝZOOM（本部：G事務所）
ｵﾝﾗｲﾝZOOM（本部：牛山事務
ガバナー事務所
ガバナー事務所
ガバナー事務所
オンライン(ZOOM)
オンライン(ZOOM)
オンライン(ZOOM)
オンライン(ZOOM)
ガバナー事務所
ガバナー事務所
オンライン(ZOOM)
オンライン(ZOOM)
ホテルキャメロットジャパン
ガバナー事務所
かながわ労働プラザ
かながわ労働プラザ
オンライン（ZOOM）
関内ホール
オンライン（ZOOM）
川崎市高津市民館
オンライン（ZOOM）
ホテルニューグランド
ホテルニューグランド
ガバナー事務所
ガバナー事務所
オンライン（ZOOM）
オンライン（ZOOM）
ガバナー事務所
オンライン（ZOOM)
オンライン（ZOOM)
ガバナー事務所
ガバナー事務所
聖光学院中学校高等学校
ガバナー事務所
ホテルキャメロットジャパン
オンライン（ZOOM)
オンライン(ZOOM)
オンライン（ZOOM)
ホテルキャメロットジャパン
オンライン（ZOOM）
かながわ労働プラザ
ガバナー事務所
ぴおシティ
オンライン（ZOOM）
オンライン（ZOOM)
はまぎんホールヴィアマーレ
オンライン（ZOOM）
ホテルニューグランド
ホテルニューグランド
オンライン（ZOOM)
ホテルプラム
ホテルプラム
ウォーターワン
オンライン(ZOOM)
ホテルキャメロットジャパン
ホテルキャメロットジャパン
オンライン(ZOOM)
オンライン(ZOOM)
オンライン(ZOOM)
ガバナー事務所
オンライン(ZOOM)
川崎市立川崎高等学校
ガバナー事務所
ぴおシティ

※
※
※

※
受付-17：30

※

※
※
※⇒中止
※

※
※

※
※

※

※
⇒

中止

※ ⇒ 中止

※ ⇒ 中止
※ ⇒ 中止
※
※
※
※
本部Hｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ
※

⇒中止

※
※
※ ⇒3/20

※
※ ⇒ 中止
※
※（ｵﾝﾗｲﾝZOOM参加も可)
※
※
※
※
※
※
※
⇒延期5/1へ

２８日 (日) 地区研修・協議会
２９日 (月) 地区大会撮影（～30日）
クラブ奉仕委員会（女性の分科会）
３１日 (水) ＲＹＬＡ委員会
４月
２日 （金） ガバナー補佐連絡会
５日 (月) 米山委員長会議
７日 (水) ＲＬＩ委員会（ディスカッションリーダー打ち合わせ）
８日 (木) 冠名基金セミナー
９日 (金) 地区大会ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ 職業･フレッシュ交流会
地区大会ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ 女性会員交流会
地区大会ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ 合同交流会
１０日 (土) 地区大会
１０日 (土) 第1回ＲＡ学友会設立準備委員会 （地区RA委員会主催）
１２日 (月) 21-22地区補助金プロジェクト（予備審査）
１３日 (火) 米山全体会議
１４日 (水) ＲＹＬＡ委員会
１５日 (木) 奉仕委員会
１７日 (土) 2021学年度米山奨学生オリエンテーション
ＲＡ委員会
ＲＡ会長幹事会
１８日 (日) ＲＬＩパートⅢ
２１日 (水) 横浜・川崎医師会 支援金贈呈式
２２日 (木) 川崎ＲＣ創立70周年記念式典
２４日 (土) 全国青少年交換研究会ROTEX分科会
ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞ地区推進委員説明会
２５日 (日) ＲＡ地区交流会（ＲＡ主催）
２７日 (月) 青少年交換委員会
ＲＬI委員会（卒後コース勉強会）
２８日 (水) 地区諮問委員会
５月
１日 (土) 地区大会
全国ＲＹＬＡ研究会（山形大会）
６日 (木) クラブ奉仕委員会
７日 (金) 21-22地区補助金プロジェクト（本審査）
１０日 (月) ガバナー補佐連絡会(現・次引継ぎ会議)
１２日 (水) ＲＹＬＡ委員会
横浜あざみＲＣ創立30周年記念式典
奉仕委員会
１５日 (土) 第37回ＲＹＬＡ
１８日 (火) 第3回審議会代表議員セミナー
ＲＬＩ委員会（卒後コース）
１９日 (水) ＰＥＴＳ補講②
２０日 (木) 奉仕委員会
Ｒ財団資金管理委員会
２２日 (土) ＲＡ関東ブロック研修会～23日
２５日 (火) 「日本のロータリー100周年を祝う会」記念式典
第３回ガバナー会
クラブ奉仕委員会
２８日 (金) 新横浜ＲＣ創立30周年記念式典

9：00-20：30
15：00-17：00
18：3015：00-17：00
15：00-17：00
15：30-16：30
17：00-18：00
15：00-17：00
15：00-17：00
17：30-19：00
13：00-18：25
18：00-20：00
14：00-15：30
14：00-17：00
18：3015：00-17：00
14：00-16：30
15：00-16：00
16：00-18：00
9：00-17：00
14：0015：00-17：30
14：00-17：00
11：00-12：00
13：30-16：30
17：0014：30-16：30
11：00-13：00
0：0015：30-17：00
14：00-17：30
15：00-17：00
18：3013：0016：00-17：30
10：00-15：00
18：00-19：30
15：0015：00-16：00
15：00-17：00
15：00-17：00
13:0018：00-20：30
15：00-17：00
18：00-

録画配信
※
ホテルキャメロットジャパン ※
ホテルキャメロットジャパン
かながわ労働プラザ
ホテルキャメロットジャパン ※
ガバナー事務所
オンライン（ZOOM)
オンライン(ZOOM)
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 ※
ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙH
※
パシフィコ横浜会議センター ※

⇒中止
⇒中止
⇒中止
⇒延期5/1へ

ホテルキャメロットジャパン
ガバナー事務所

ガバナー事務所
ｱｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｾﾝﾀｰ横浜西口前
ウォーターワン
ホテルキャメロットジャパン
かながわ労働プラザ
かながわ労働プラザ

オンライン（ZOOM)
ガバナー事務所
川崎日航ホテル
オンライン（ZOOM）
オンライン（ZOOM）
オンライン（ZOOM）
牛山事務所
オンライン（ZOOM)
ホテルニューグランド
YouTube
ハイブリッド
ホテルキャメロットジャパン
ガバナー事務所
ホテルキャメロットジャパン
かながわ労働プラザ
フィリアホール
ガバナー事務所

※

※
※
※
※
※

ｱｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｾﾝﾀｰ横浜西口前会議室 ※ →中止
オンライン（ZOOM）
オンライン（ZOOM）
ガバナー事務所

ウォーターワン
ガバナー事務所
群馬
オンライン（YouTube）
※登録11：00ザ・プリンスパークタワー東京 ※ →6/8Zoomへ変更

新横浜国際H

※→中止

