
2019年1月25日現在

行事予定 場所 備考

10日 （日） 青少年交換委員会次期クラブ委員長会議 富山テクノホール東館2階

7月
1日 （日） 第1回ガバナー会議 グランドプリンスホテル高輪 10:00～11:30

1日 （日） ガバナー・元・次期ガバナー懇談会 グランドプリンスホテル高輪 11:45～15:00

1日 （日） 地区国際青少年交換派遣学生募集開始
第1回地区ロータリー米山記念奨学会委員会 ホテルグランテラス富山 12:00～13:30

世話クラブカウンセラー研修会・指定大学担当者懇親会 ホテルグランテラス富山 14:00～18:30

 8日 （日） 第1回ガバナー補佐会議 富山電気ビル 11:00～12:00

 8日 （日） 第1回諮問委員会 富山電気ビル 13:00～14:00

 14日 （土） 第1回クラブ会員拡大増強委員長会議 富山電気ビル 13:30～15:30

 14日 （土） 地区ローターアクト委員会 ITビジネスプラザ武蔵 18:00～
 15日 （日） 地区広報委員長会議 石川県地場産業振興センター 14:00～16:00

22日 （日） 第1回地区職業奉仕委員会 石川県地場産業振興センター 10:00～12:00

22日 （日） 第1回クラブ職業奉仕委員長会議 石川県地場産業振興センター 13:30～16:00

28日 （土） 第1回地区社会奉仕委員会、クラブ社会奉仕委員長会議 石川県地場産業振興センター 10:00～12:00

28日 （土） 第1回ローターアクト会長幹事会議 金沢大学能登学舎 10:00～12:00

29日 （日） クラブ ロータリー情報委員長会議 小矢部市津沢コミュニティプラザ 13:30～16:00

下旬 地区国際青少年交換学生渡航(オーストラリア)
8月 <会員増強・新クラブ結成推進月間>

3日 (金)
第1回地区ロータリー財団委員会及びグローバル補助金奨学生
候補者面談会

ANAクラウンプラザホテル金沢 16:00～

4日 （土） 地区国際青少年交換派遣直前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ(アメリカ・カナダ) 金沢
4・5日 （土・日） 地区ロータリー米山奨学生・研修会 ホテルニューオータニ高岡

中旬 地区国際青少年交換派遣学生渡航(アメリカ・カナダ)
中旬 地区国際青少年交換受入学生出迎(アメリカ・カナダ) 成田

第2回地区ロータリー米山記念奨学会委員会 富山電気ビル 12:00～13:30

地区ロータリー米山記念奨学会クラブ委員長会議 富山電気ビル 14:00～16:00

23日 （木） 第41回インターアクト年次大会（ホスト：魚津RC） 富山県新川文化ホール 10:00～15:10

25日 （日） 第1回ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ） 石川県地場産業振興センター 9:00～17:00

31日 (金) 地区国際青少年交換派遣学生募集締切
9月 <基本的教育と識字率向上月間 ・ ロータリーの友月間>
1日 （土） 第2回地区社会奉仕委員会、クラブ社会奉仕委員長会議 石川県地場産業振興センター 10:00～12:00

2日 （日） 地区国際青少年交換受入学生(アメリカ・カナダ)来日ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 富山
3・4日 (月･火) ガバナーエレクト研修セミナー(GETS) グランドプリンスホテル高輪

 5日 （水） 2019-20年度の地区研修ﾘｰﾀﾞｰのためのｾﾐﾅｰ(DTLS) ザ・プリンスさくらタワー東京

 9日 （日） 第2回地区職業奉仕委員会・クラブ職業奉仕委員長会議 石川県地場産業振興センター 13:30～16:00

15日 （土） 第1回地区財務・監査合同委員会 富山電気ビル 11:00～14:00

地区国際青少年交換派遣学生選考試験
(語学テスト・面接試験）保護者同席

10月 <経済と地域社会の発展月間 ・ 米山月間>
6日 （土） 金沢北RC創立45周年例会
21日 (日) 第2回ローターアクト会長幹事会議 となみ散居村ミュージアム 10:00～12:00

27日 （土） 指導者育成セミナー、地区大会　 富山国際会議場他 ホスト：富山RC

28日 （日） 地区大会、第2回諮問委員会 富山国際会議場他 ホスト：富山RC

11月 <ロータリー財団月間>
3日 （土） 第2回ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ） 石川県地場産業振興センター 9:00～17:00

10日 （土） 地区国際青少年交換派遣学生オリエンテーション(第1回) 金沢
16日 （金） 富山南RC創立55周年記念例会 富山電気ビル 18:30～21:00

17日 （土） 第2回ロータリー財団委員会及び学友会報告会・壮行会 ANAクラウンプラザホテル金沢 11:00～14:00

17日 （土） 第1回次期ガバナー補佐会議 大友楼 17:00～19:00

18日 (日) ロータリー財団地域セミナー 神戸ポートピアホテル
19日 (月) RI会長歓迎晩餐会、メジャードナー午餐会 神戸ポートピアホテル
19日 (月) 第2回ガバナー会議、第2回GETS、GNTS等 神戸ポートピアホテル

 20・21日 （火・水） ロータリー研究会 神戸ポートピアホテル
なし 第2回地区会員拡大増強委員会
なし 第2回クラブ会員拡大増強委員長会議
12月 <疾病予防と治療月間>

1日 （土）
地区ロータリー米山記念奨学会年末懇親会・米山奨学生・カウン
セラー及び大学指導教官との三者面談

富山電気ビル 13:00～18:00

1日・2日 （土・日）
地区国際青少年交換派遣・受入学生合同オリエンテーション(第2
回)(オーストラリア帰国準備)

金沢

2日 （日） 第3回ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ） 石川県地場産業振興センター 9:00～17:00

2日 （日） 地区インターアクト委員会及びインターアクト台湾研修旅行第1回事前研修会 石川県国際交流会館 12:00～16:30

22日 （土） 金沢

18日 （土）
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行事予定 場所 備考日時
8日 （土） 地区R米山奨学生選考面接試験（富山地区） 富山電気ビル 9:30～17:00

9日 （日） 地区R米山奨学生選考面接試験（石川地区） ホテル金沢 9:30～18:30

15日 （土） 第2回地区財務・監査合同委員会 富山電気ビル 17:00～20:00

15日 （土） 第2回次期ガバナー補佐会議 ﾎﾃﾙ日航金沢 13:30～16:00

 15・16日 （土・日） ローターアクト地区行事 高岡、砺波
 15・16日 （土・日） ローターアクト他地区交流行事 砺波
2019年1月　<職業奉仕月間>
12～19日（土～土）国際協議会 米国カリフォルニア州サンディエゴ

13日 （日） インターアクト台湾研修旅行第2回事前研修会 高岡市生涯学習センター 13:30～16:00

中旬 地区国際青少年交換受入学生(オーストラリア)出迎 成田
26日 （土） 地区国際青少年交換受入学生(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)来日ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
26日 （土） ＲＩＪＹＥＭ金沢会議実行委員会 16:00～17:30

26日 （土） 地区国際奉仕委員会 富山県民会館 10:30～12:00

26日 （土） 第3回ロータリー財団委員会 補助金管理セミナー 富山県民会館 10:30～12:00

2月 <平和と紛争予防/紛争解決月間>
2日 （土） 地区国際奉仕委員会 石川県地場産業振興センター 10:30～12:00

2日 （土） 第3回ロータリー財団委員会 補助金管理セミナー 石川県地場産業振興センター 10:30～12:00

2日 （土） 金沢東ローターアクトクラブ創立45周年記念例会 ＡＮＡホリデイ・イン金沢 10:30～15:00

3日 （日） 富山第4分区　ＩＭ ホテルニューオータニ高岡 13:30～18:00

10日 （日） 地区インターアクト委員会及びインターアクト台湾研修旅行第3回事前研修会 石川県国際交流会館 12:00～16:30

14日 （木） 立山RC創立30周年記念例会及び懇親会 みらいぶ 18:30～20:45

16日 （土） 第3回地区財務・監査合同委員会・第3回諮問委員会 富山電気ビル 11:00～14:00

16日 （土） 地区ロータリー米山記念奨学生終了者歓送会 富山電気ビル 16:00～19:00

17日 (日) 石川第３分区　ＩＭ ゆけむりの宿 美湾荘 10:30～13:45

23日 （土） 地区国際青少年交換派遣学生オリエンテーション(第3回) 金沢
24日 (日) 第3回次期ガバナー補佐会議 ﾎﾃﾙ日航金沢 11:00～12:00

24日 (日) 次期地区チーム研修セミナー ﾎﾃﾙ日航金沢 13:30～16:40

25日 （月） 富山大手町RC創立10周年記念式典・懇親会 ANAクラウンプラザホテル富山 17:30～21：30

3月 <水と衛生月間>
2日 （土） 富山第３分区　ＩＭ 新湊中央会館 15:00～19:00

3日 (日) 石川第２分区　ＩＭ ホテルアローレ 14:00～18:30

5日 （火） 金沢南RC創立50周年記念式典 ﾎﾃﾙ日航金沢 15:30～
9日 （水） 第3回地区社会奉仕委員会 石川県地場産業振興センター 10:00～12:00

10日 (日) 石川第４分区　ＩＭ キャッスル真名井
10日 （日） インターアクト台湾研修旅行第4回事前研修会 高岡市生涯学習センター 13:30～16:00

12日 （火） 富山第２分区　ＩＭ 富山第一ホテル 12:15～14:00

17日 (日) 会長エレクト研修セミナー（PETS） 金沢ニューグランドホテル ホスト：金沢RC

17日 (日) 第3回地区職業奉仕委員会 石川県地場産業振興センター 13:30～16:00

22～26日（金～火）インターアクト海外研修 台湾
23～26日（土～火）地区国際青少年交換受入学生修学旅行 関西・広島

24日 (日) 富山第1分区　ＩＭ ホテルグランミラージュ
未定 第3回ローターアクト会長幹事会議
4月 <母子の健康月間>
6日 （土） 小矢部中RC創立35周年記念例会 15:00～
7日 (日) 高岡万葉RC創立30周年記念式典 ホテルニューオータニ高岡 14:00～
10日 （水） 東となみRC創立40周年記念式典・記念行事
13日 （土） 第4回ロータリー財団委員会　補助金審査委員会 石川県地場産業振興センター 9:30～16:00

13日 （土） 加賀RC創立45周年記念式典
14日 （日） 地区インターアクト委員会及びインターアクト台湾研修旅行事後研修会 石川県国際交流会館 12:00～16:00

20日 （土） 新規ロータリー米山合格者オリエンテーション 富山電気ビル 15:00～19:00

21日 (日) 地区研修・協議会 石川県地場産業振興センター ホスト：金沢RC

27日 （土） 輪島RC創立55周年記念式典
28日 (日) 第7回全国インターアクト研究会 福岡県
28日 (日) 石川第２分区　親睦ゴルフ大会
5月 <青少年奉仕月間>

 11・12日 （土・日） 地区国際青少年交換受入学生ロータリー・ウィークエンド 富山
12日 （日） 氷見RC創立50周年記念式典

 25・26日 （土・日） 第24回日本青少年交換研究会・金沢会議 金沢
未定 （土） 第4回地区社会奉仕委員会
6月 <ロータリー親睦活動月間>

1日～5日（土～水）ロータリー国際大会 ドイツ・ハンブルグ
1日・2日 （土・日） 地区国際青少年交換派遣・受入合同ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ(第4回)(北米帰国準備) 金沢
8日・9日 （土・日） ローターアクト年次大会

15日 （土） 第4回地区財務・監査合同委員会 富山電気ビル 17:00～20:00

未定 インターアクト地区協議会 金沢商業高等学校


