
2016年7月のプログラム実施予定表 
日付 月例回数 プログラム　　 　　　　担当者 　　　　　　  行事詳細 　　　　　　　　　　　　　　　地区行事 
7 1502   就任挨拶　　　　　　      　　会長・幹事 　　　　　　   新年度方針・定例理事会  
14 1503   クラブ協議会　　　　            各委員会　　　　　　　　 年間計画発表 　 
21 1504   クラブ協議会（夜間例会）　　親睦活動委員会 　 　 
28 1505   クラブフォーラム　　　　      未来計画推進委員会　　　 軽便鉄道事業 　　 
 
【記念日】 
＜会社創業＞ 
加藤 1日　兒玉 1日　柳川 1日　中西 1日　瀬戸 4日 
＜ご結婚＞ 
山本 13日 
＜会員誕生日＞ 
西村 9日　中西 20日　相原 21日　柳川 28日 
＜奥方(ご主人)誕生日＞ 
前 7日　古谷 8日　諸星(利) 14日　瀬戸 21日 



2016年8月のプログラム実施予定表 ～会員増強拡及び新クラブ結成月間～ 
日付 月例回数 プログラム　　 　　　　担当者 　　　　　　     行事詳細 　　　　　　　　　　　　　　　地区行事 
4 1506   ガバナー補佐公式訪問 　長谷部ガバナー補佐 　公式訪問に向けて・定例理事会 　 
11 1507   休会 　　 　 　 
18 1508   総会 直前会長 　　　　>総会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（決算報告・皆出席者表彰） 　　 
25 1509   ガバナー公式訪問 　　　　佐野ガバナー 　　　　 新年度方針・質疑応答 　 
　 　 　 　 　  　 
【記念日】 
＜会社創業＞ 
相原 1日　吉田 1日　北村(俊) 13日 
＜ご結婚＞ 
前 24日 
＜会員誕生日＞ 
諸星(道) 17日　福原 21日　鈴木 27日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
＜奥方(ご主人)誕生日＞ 
米山 3日 



2016年9月のプログラム実施予定表 ～基本的教育と識字率向上月間～ 
日付 月例回数 プログラム　　 　　　　担当者 　　　　　　     行事詳細 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区行事 
1 1510   クラブフォーラム 　    　   　     定例理事会 軽便鉄道・友好RC・青少年奉仕委員会 　 
8 1511   クラブフォーラム 　    　   　     軽便鉄道・消防自動車などの事業の検証　 　 
15 1512   企業人卓話　　 　　　　職業奉仕委員会 　 　 
22 1513   休会 　 　 　　　 
29 1514   夜間例会　　 　　　　　　　 国際奉仕委員会  　 
 
【記念日】 
＜会社創業＞ 
淵脇 1日　諸星(常) 15日 
＜ご結婚＞ 

＜会員誕生日＞ 

＜奥方(ご主人)誕生日＞ 
淵脇 1日　山本 1日　陶山 25日 



2016年10月のプログラム実施予定表 ～米山・経済と地域社会の発展月間～ 
日付 月例回数 プログラム　　 　　　　担当者 　　　　　　     行事詳細 　　　　　　　　　　　　　地区行事 
6 1515   卓話　　　　　　　　　　　   兒玉　　　　　　　　　　　 定例理事会 　 
13 1516   休会 　 　 　 
20 1517   例会変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地区大会（16日）に振替　　　　　　　15・16日（ホスト：秦野RC） 
27 1518   児童養護施設理事 　　   　　　　　　　　　　　　　  青少年奉仕委員会 　　 
　 　 　 　 　　 　 
【記念日】 
＜会社創業＞ 
米山 1日　高橋 10日　陶山 11日　今井 27日 
＜ご結婚＞ 
相原 8日　米山 3日　柳川 7日　加藤 7日　山口 8日　北村(俊) 10日　瀬戸 19日　神崎 25日　木村 27日 
＜会員誕生日＞ 
淵脇 1日　前 2日　木村 16日　高橋 19日　23日　桐山 30日 
＜奥方(ご主人)誕生日＞ 
関 23日 



2016年11月のプログラム実施予定表 ～ロータリー財団月間～ 
日付 月例回数 プログラム　　 　　　　担当者 　　　　　　     行事詳細 　　　　　　　　　　　　　地区行事 
3 1519   移動例会　　　　　　            社会奉仕委員会　　　　　　 市民の日秦野3クラブ合同                  （ホスト：秦野RC） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 麻薬撲滅キャンペーン 
10 1520   企業人卓話　　　　　　　　　社会奉仕委員会　　　　　　 定例理事会 　 
17 1521   移動例会　　　　　　            青少年奉仕委員会　　　　　 児童養護施設見学 　 
24 1522   休会 　 　　 　 
　 　 　 　 　　 　 
【記念日】 
＜会社創業＞ 
古谷 1日　桐山 1日　諸星(利) 8日　山本 11日 
＜ご結婚＞ 
古谷 6日　淵脇 23日 
＜会員誕生日＞ 
古谷 12日　山谷 12日　諸星(常) 28日 
＜奥方(ご主人)誕生日＞ 
高橋 9日　西村 13日　兒玉 20日　大屋 28日　仲野 29日 



2016年12月のプログラム実施予定表 ～疾病予防と治療月間～ 
日付 月例回数 プログラム　　 　　　　担当者 　　　　　　     行事詳細 　　　　　　　　　　　　　地区行事 
1 1523   年次総会　　　　　　　　　　会長・幹事　　　　　　　　 次年度理事・役員発表・定例理事会 　　 
8 1524   クリスマス例会　　　　　　　親睦活動委員会　　　　　　 うかい亭・横浜 　　 
15 1525   休会   　　 
23 1526   企業人卓話　　　　　　　　　職業奉仕委員会 　 　　 
29 1527   休会 　　  　 　　 
 
【記念日】 
＜会社創業＞ 
諸星(道) 1日　大屋 12日　前 22日 
＜ご結婚＞ 
兒玉 12日 
＜会員誕生日＞ 
山本 16日 
＜奥方(ご主人)誕生日＞ 
小澤 23日 



2017年1月のプログラム実施予定表 ～職業奉仕月間～ 
日付 月例回数 プログラム　　 　　　　担当者 　　　　　　     行事詳細 　　　　　　　　　　　　　地区行事 
5 1528   年頭挨拶　　　　　　　　　　会長　　　　　　　　　　　 定例理事会 　　 
12 1529   卓話　　　　　　　　　　　　加藤 　 　 
19 1530   例会変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秦野3クラブ合同　　　　　　　　　　（ホスト：秦野RC） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新年会（1/24）に振替 
26 1531   半期決算報告　　　　　　　　副幹事・柳川　　　　　　　 半期決算報告 　　 
　 　 　 　 　 　　 
【記念日】 
＜会社創業＞ 
木村 1日　小澤 1日　神崎 15日 
＜ご結婚＞ 
諸星(道) 20日 
＜会員誕生日＞ 
瀬戸 27日　原 28日 
＜奥方(ご主人)誕生日＞ 
諸星(道) 2日　鈴木 4日　加藤 23日　諸星(常) 28日 



2017年2月のプログラム実施予定表 ～平和と紛争予防紛争解決月間～ 
日付 月例回数 プログラム　　 　　　　 担当者 　　　　　　      行事詳細 　　　　　　　　　　　　　地区行事 
2 1532   企業見学　　　　　　　　　   職業奉仕委員会　　　　　　  定例理事会 　 
9 1533   休会 　 　 　 
16 1534   移動例会・家族親睦　　　　   親睦活動委員会　　　　　　  帝国ホテルと靖国神社 　 
23 1535   在日留学生交流会(夜間例会)    国際奉仕委員会 　 　 

【記念日】 
＜会社創業＞ 
仲野 9日 
＜ご結婚＞ 
諸星(常) 11日 
＜会員誕生日＞ 
兒玉 4日　北村（ま） 6日　加藤 18日　神崎 24日 
＜奥方(ご主人)誕生日＞ 
桐山 18日 



2017年3月のプログラム実施予定表 ～水と衛生月間～ 
日付 月例回数 プログラム　　 　　　　 担当者 　　　　　　      行事詳細 　　　　　　　　　　　　　地区行事 
2 1536   企業人卓話　　　　　　　　　職業奉仕委員会　　　　　　  定例理事会 　　 
9 1357   例会変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  11日（土）IMに振替　　　　　　　　  11日IM（伊勢原中央RC） 
16 1538   企業人卓話　　　　　　　　　職業奉仕委員会　　　　　　  露木様　　　　　　　　                      14日 PETS 
23 1539   休会 　 　 　 
30 1540   花見例会　　　　　　　　　　親睦活動委員会　　　　　　  手作り料理でおもてなし 　 
 
【記念日】 
＜会社創業＞ 
関 1日　山口(光) 10日 
＜ご結婚＞ 
原 12日　中西 25日　酒井 27日　陶山 28日 
＜会員誕生日＞ 
酒井 1日　米山 12日　大屋 16日　北村(俊) 16日 
＜奥方(ご主人)誕生日＞ 
酒井 23日 



2017年4月のプログラム実施予定表 ～母子の健康月間～ 
日付 月例回数 プログラム　　 　　　　 担当者 　　　　　　      行事詳細 　　　　　　　　　　　　　地区行事 
6 1541   卓話　　　　　　　　　　　　新会員全員　　　　　　　　  新会員の卓話 　 
13 1542   移動例会　　　　　　　　　　職業奉仕委員会　　　　　　  企業もしくは施設見学  　 
20 1543   移動例会　　　　　　　　　　次年度会長　　　　　　　　  研修会（陣屋）　　　　　　　　　　　16日地区研修協議会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ホスト：小田原北RC） 
27 1544   休会 　 　　 　 
　 　 　 　 　　 　 
【記念日】 
＜会社創業＞ 
酒井 6日　福原 21日 
＜ご結婚＞ 
桐山 14日　小澤 16日　仲野 16日 
＜会員誕生日＞ 
諸星(利) 4日　仲野 7日　今井 13日　東島 24日　吉田 28日　小澤 29日 
＜奥方(ご主人)誕生日＞ 
北村(俊) 2日　木村 9日　山口 10日　相原 14日 



2017年5月のプログラム実施予定表～青少年奉仕月間～ 
日付 月例回数 プログラム　　 　　　　 担当者 　　　　　　      行事詳細 　　　　　　　　　　　　　地区行事 
4 1545   休会   　 　 
11 1546   外国コイン事業の報告 　社会奉仕委員会　　　　　　 設置の報告と今後の展開について 　　 
18 1547   古河東RCと合同例会　　　　  友好クラブ委員会 　　 　　 
25 1548   企業人卓話　　　　　　　　　職業奉仕委員会　　　　　　 中村幹夫さん（厚木商工会議所会頭） 　　 
　 　 　 　 　 　　 
【記念日】 
＜会社創業＞ 
鈴木14日　東島 15日　北村(ま) 28日　原 22日 
＜ご結婚＞ 
諸星(利) 21日　山谷 23日　大屋 27日　西村 27日 
＜会員誕生日＞ 
原(恵) 14日　関 29日 
＜奥方(ご主人)誕生日＞ 
柳川 13日　山谷 16日 



2017年6月のプログラム実施予定表 ～ロータリー親睦月間～ 
日付 月例回数 プログラム　　 　　　　 担当者 　　　　　　      行事詳細 　　　　　　　　　　　　　地区行事 
1 1549   卓話　　　　　　　　　　　　 未定 　　　　　　　　　　　 企業人卓話の予定 　　 
8 1550   移動例会　　　　　　　　　　職業奉仕委員会　　　　　　  企業見学・みかん施設見学　　　　　　10日-14日国際大会  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アメリカ・アトランタ） 
15 1551   クラブ協議会　　　　　　　　会長 　  
22 1552   クラブ協議会　　　　　　　　会長 　 　　 
29 1553   納会　　　　　　　　　　　　親睦活動委員会 　   
 
【記念日】 
＜会社創業＞ 
西村 15日 
＜ご結婚＞ 
高橋 16日　鈴木 18日　関 8日 
＜会員誕生日＞ 
陶山 5日 
＜奥方(ご主人)誕生日＞ 
神崎 1日　中西 8日


