
通算 回 日付 担 　当

748 1 7月  4日 幹事、副幹事

749 2 11日 会長、幹事

751 4 25日 会員増強･選考･分類･ﾛｰﾀﾘｰ情報

752 5 8月  1日 幹事、副幹事

 15日

756 9 9月  5日 幹事、副幹事

21日

759 12 26日 幹事、副幹事

760 13 10月5日 幹事、副幹事

15日

762 15 17日 親睦･新世代

763 16  24日 会長エレクト

31日

765 18 14日 社会奉仕

766 19 21日 親睦･新世代

767 20 28日 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･会報･雑誌･出席

768 21 12月5日 会長、幹事

770 23  19日 夜間例会 親睦･新世代

26日

1月  2日

771 24  9日 夜間例会 親睦･新世代

772 25 16日 幹事、副幹事、会計

773 26  23日 会員増強･選考･分類･ﾛｰﾀﾘｰ情報

774 27  30日 会長エレクト

775 28 2月  6日 友好クラブ10周年事業実行委員会

777 30      20日 夜間例会 親睦･新世代

779 32 3月  6日 幹事、副幹事

780 33  13日 副会長･クラブ奉仕

 17日

781 34  20日 親睦･新世代

750 3  18日 親睦･新世代

17764 11月7日

757 10 12日

国際奉仕

SAA、WCS地区委員10日14

長泉RC友好クラブ締結10周年記念事業について

休会

夜間例会「一人一言」

19日11758

761

親睦･新世代
夜間例会 「ザ・テラス」

昼/会員親睦ゴルフコンペ

親睦･新世代
昼/会員親睦ゴルフコンペ

 長）

29日8

754 7   22日

755

753 6 8日 副会長･クラブ奉仕
（正調江差追分会千歳支部 北優会 会主）

夜間例会

「雪見酒」

夜間例会「会員一言」

卓話例会 「WCSについて」　講師/出村 知佳子 様

次年度に向け思うこと

長泉RC友好クラブ10周年記念事業について

卓話例会 「千歳のすがた 過去･現在･未来」

通常例会  「街づくりにかかせないもの」

卓話例会　講師/山口 幸太郎 様（千歳市 市長）

総会［例会］

夜間例会 「創立記念例会」

卓話例会 「国税事務から電子政府を考える」

会員卓話  松坂会員（社会奉仕委員会 委員長）

民会議）

第7グループ合同例会(6クラブ)/千歳RC

夜間例会

秋の交通安全 セフティ・コール参加

地区年次大会/札幌市民会館　（14～15日）

（2510地区世界奉仕委員会 副委員長）

卓話例会 「私の見た千歳」

（千歳市ボランティア通訳クラブ、教育を考える市

幹事、副幹事

クラブ協議会　クラブ運営について

（財団法人日本食品分析センター 千歳研究所所

クラブ協議会　CLP及び細則変更について

ガバナー公式訪問 ［会長･幹事懇談会］10:00

［クラブ協議会］11:00　［例会］12:30

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･会報･雑誌･出席

例会/行事

クラブ協議会　今年度クラブ運営について

会長、副会長、幹事 指針発表

講師/柳 暁英（リュウ シュウイン）様

クラブ協議会　CLP及び細則の変更について

卓話例会　講師/福士 厚子 様

行政報告（和田会員）/会員増強（須藤会員）

昼/会長杯パークゴルフ大会

休会

卓話例会　講師/上田 信男 様

会員増強について

769 22 12日
講師/斯波 悦久 様 （札幌南税務署長）

778

国際奉仕

講師/高橋 功 氏 （千歳市企画調整課 係長）
     13日 会長

休会

休会

クラブ協議会 友好10周年記念事業、会計中間報告

「X'mas家族会」

「新年交礼会」

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･会報･雑誌･出席     27日31

29776

講師/斎藤 紳一 様（北海道新聞千歳支局長）

クラブ協議会 会員近況報告

会員卓話 「財政と医療」（松坂会員）

会長エレクト研修セミナー/函館市（～18日）
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782 35 27日 会員増強･選考･分類･ﾛｰﾀﾘｰ情報

783 36 4月  3日 新世代･親睦

784 37 10日 社会奉仕

785 38 17日 親睦･新世代

14-15日

786 39 24日 幹事、副幹事

5月  1日

788 41  15日 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･会報･雑誌･出席

19日 友好クラブ10周年事業実行委員会

790 43  29日 会長

791 44 6月  5日 会長エレクト

792 45 12日 幹事、副幹事

793 46 19日 幹事、副幹事

794 47  26日 夜間例会 親睦･新世代

友好クラブ10周年事業実行委員会 8日40787

・支笏湖周辺台風災害・復興の森づくり事業20-21日

・記念ゴルフコンペ　　・記念観光

例会」
友好クラブ10周年事業実行委員会

長泉RC友好クラブ締結10周年記念植樹

長泉RC友好クラブ締結10周年記念事業

友好クラブ10周年事業実行委員会

19日42789

「06-07年度最終例会」

夜間例会

夜間例会 「長泉RC友好クラブ締結10周年記念

次年度方針

活動報告（各委員会）

活動報告（会長、副会長、幹事）

クラブ協議会 友好クラブ10周年記念事業について

休会

移動例会 支笏湖周辺 復興の森づくり事業 現場

会員卓話 「市議会報告/ここだけの話」（和田会員）

下見

屋外清掃活動

友好クラブ10周年記念事業総括

地区協議会/函館市

通常例会

会員卓話 「体の使い方」（須藤会員）
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