
行事予定 場所 備考
2017年7月

1日 （土） 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

〃 （〃） 第1回ガバナー会議 グランドプリンスホテル高輪

〃 （〃） 地区国際青少年交換派遣学生募集開始
7日 （金） 第1回ガバナー補佐会議 ANAクラウンプラザホテル金沢

〃 （〃） 第1回諮問委員会 ANAクラウンプラザホテル金沢

8日 （土）
第1回地区ロータリー米山記念奨学会委員会
世話クラブカウンセラー研修会・指定大学担当者懇談会

ホテル金沢

9日 （日） 地区広報委員会（クラブ広報委員長会議） 石川県地場産業振興センター 14:00～16:00
15日 （土） 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 13:30～16:00
22日 （土） 河北RC45周年記念 アマンダンヴィラ金沢

23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
29日 （土） 第1回地区社会奉仕委員会・クラブ委員長会議 石川県地場産業振興センター 10:00～12:00
30日 （日） 第1回地区会員拡大増強委員会 ホテル金沢 13:30～15:00
〃 （〃） 第1回クラブ会員拡大増強委員長会議 ホテル金沢 15:30～17:30
〃 （〃） 第1回ローターアクト会長幹事会議 砺波市文化会館

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・拡大月間>

5・6日 （土・日） 地区ロータリー米山奨学生・研修会
5～29日 （土～火） 短期交換留学生を派遣(ベルギー)

7日 (月) 第1回地区ロータリー財団委員会及びグローバル
補助金奨学生面談会

ANAクラウンプラザホテル金沢 16:30~

〃 （〃）
地区国際青少年交換派遣学生直前オリエンテー
ション(アメリカ・カナダ) 金沢

17・18日 （木・金） 戦略計画推進セミナー2017 上智大学四谷キャンパス

19日 （土）
第2回地区ロータリー米山記念奨学会委員会
クラブ委員長会議

19・20日 （土・日） 全国インターアクト研究会 栃木県
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派遣学生出迎(アメリカ・カナダ) 成田
中旬 第1回地区国際奉仕委員会

27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

未定 （土） 第2回地区社会奉仕委員会
未定 第1回ローターアクト会長幹事会議
未定 第40回インターアクト年次大会 金沢高等学校 ホスト：金沢西RC

31日 (木) 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>

4・5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新高輪

 6日 （水）
2018-2019年度の地区研修リーダーのためのセ
ミナー(DTLS)

グランドプリンスホテル新高輪

16日 （土） 第1回地区財務・監査合同委員会
24日 （日） 地区国際青少年交換委員会 金沢

〃 （〃）
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

金沢 13:30～17:00

10月 <経済と地域社会の発展月間>
21日 （土） 第2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
28日 （土） 指導者育成セミナー、地区大会 加賀市文化会館 ホスト：加賀RC

29日 （日） 地区大会 加賀市文化会館 ホスト：加賀RC

未定 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

11月 <ロータリー財団月間>
12日 （日） 第2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
〃 （〃） 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

14日 （火） クラブロータリー情報委員長会議 クロスランドおやべ
20日 (月) ロータリー財団地域セミナー ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾆｯｺｰ東京 台場

21日 (火) RI会長歓迎晩餐会、メジャードナー午餐会 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾆｯｺｰ東京 台場

〃 (〃) 第2回ガバナー会議、第2回GETS等 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾆｯｺｰ東京 台場

 22・23日（水・木）ロータリー研究会 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾆｯｺｰ東京 台場

25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 ホテル日航金沢
26日 （日） 第2回地区会員拡大増強委員会 11:00～12:30
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行事予定 場所 備考日時
〃 （〃） 第2回クラブ会員拡大増強委員長会議 13:30～15:30

未定 第2回ローターアクト会長幹事会議
12月 <疾病予防と治療月間>
2日 （土） 地区ロータリー米山記念奨学会年末懇親会

2・3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(オーストラリア帰国準備) 金沢

3日 （日） 富山第4分区　IM 宮島温泉　滝乃荘 ホスト：小矢部中RC

9日 （土） 地区R米山奨学生選考面接試験（富山地区）
10日 （日） 地区R米山奨学生選考面接試験（石川地区）
16日 （土） 第2回地区財務・監査合同委員会
未定 ローターアクト地区行事

2018年1月　<職業奉仕月間>
14～20日 （日～土） 国際協議会 米国カリフォルニア州サンディエゴ

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
27日 （土） 第3回ロータリー財団委員会 補助金管理セミナー

28日 （日）
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

富山

2月 <平和と紛争予防/紛争解決月間>
3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日 （土） 金沢香林坊RC30周年記念
17日 （土） 第3回地区財務・監査合同委員会
〃 （〃） 地区ロータリー米山記念奨学生修了者歓送会 ホテル金沢 16:30~19:30

18日 （日） 石川第3分区　IM 千里浜レストハウス ホスト：羽咋RC

〃 （〃） 地区国際青少年交換派遣学生オリエンテーション(第2回) 金沢
20日 （火） 金沢みなとRC25周年記念
22日 （木） 富山第2分区　IM 富山第一ホテル ホスト：富山シティーRC

24日 （土） 富山第1分区　IM ホスト：朝日RC
25日 （日） 富山第3分区　IM ホテルニューオータニ高岡 ホスト：高岡万葉RC

未定 （土） 第3回地区社会奉仕委員会
未定 次期ガバナー補佐会議
未定 次期チームリーダー研修会
3月 <水と衛生月間>
4日 （日） 石川第2分区　IM ホテルサンルート小松 ホスト：小松シティRC

〃 （〃） 越中八尾RC50周年記念 ANAクラウンプラザホテル富山 14:00～17:30
11日 （日） 石川第4分区IM ホスト：内浦RC
18日 （日） 会長エレクト研修セミナー(PETS) 富山電気ビル ホスト：富山RC
24日 （土） 小松シティRC20周年記念

24～27日 （土～火） 地区国際青少年交換受入学生修学旅行 関西・広島
31日 （土） 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
未定 インターアクト海外研修 オーストラリア
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>
14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

15日 （日） 第3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
21日 （土） 金沢百万石RC20周年記念
〃 （〃） 新規ロータリー米山合格者オリエンテーション

22日 （日） 地区研修・協議会 富山県民会館 ホスト：富山南RC

5月 <青少年奉仕月間>
19日 （土） 第4回地区職業奉仕委員会 サンフォルテ（富山） 13:30～16:00
20日 （日） 羽咋RC45周年記念
25日 （金） 金沢東RC60周年記念 金沢21世紀美術館

26・27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
27日 （日） 魚津西RC50周年記念
未定 （土） 第4回地区社会奉仕委員会
未定 ローターアクト年次大会

5～6月 第41回インターアクト協議会 スポンサー：能美RC

6月 <ロータリー親睦活動月間>
2日 （土） 南砺RC50周年記念

2・3日 （土・日）
地区国際青少年交換派遣・受入学生オリエンテー
ション(北米帰国準備) 金沢

16日 （土） 第4回地区財務・監査合同委員会
24～27日 （日～水） ロータリー国際大会 カナダ・トロント


