


朋友ロータリアンの
皆さん

　２００５-０６年度、私たちは、
確固たる基盤および羅針盤
となる過去の成功の数々、
そして意欲を引き出す豊か
な歴史とともに、ロータ
リーの奉仕の第２世紀へと
踏み出しました。私たちは

過去の栄光に閉じこもるべきではありませんが、そ
こから学ぶことは、将来への確かな前進のエネル
ギーとなるはずです。

　このことを念頭に置きながら、私は、自分の重要
な使命を的確に表すテーマを選ぶべく、これまでの
世紀にロータリアンが書き記してきた数々の叡智に
満ちた言葉に目を向けました。私たちの思考を導き、
行動を促すあらゆる感動的なメッセージの中でも、
ロータリーの標語「超我の奉仕」の５文字ほど、的
確にロータリーとロータリアンの精神を言い表して
いる言葉はありませんでした。

　私たちがロータリーの第２の百年の第１章を書き
始める今年度に、国際ロータリーの会長となること
ができ、大変光栄に思います。この重要な年度のテー
マとして「超我の奉仕」を選ぶことは、ロータリア
ンを鼓舞する最も意義深い言葉を使いたいという私
の願望を反映しています。しかし、私はまた、ロー
タリーでの日々を簡素に保つ努力、すなわち、過去
からの継続を維持しつつ、未来に向けてまっすぐな
道のりを据えることが必要であるとの思いからも、
このテーマを提案いたします。従って、私は、これ
までに絶大な成果を上げてきた、人類の基本的ニー
ズを表す諸分野に焦点を当てたいと望んでいます。

　このような分野の一つに、識字率向上と教育があ
ります。一対一の取り組みから大規模な識字率向上
プログラムに至るまで、ロータリー・クラブは、読
み書きを学ぶ人々を助けるための数多くの素晴らし
いプロジェクトを実施してきました。学校に教材を
提供し、教師を教育し、子供たちに通学に必要な衣
服や本を提供してきました。そして世界中の地域社
会においては、ロータリアンが学校を訪問し、子供
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たちに本を読んで聞かせ、その逆に子供たちが本を
読むのを聞いてあげてきました。

　これら数多くの成功にもかかわらず、未だ無数の
成人が、簡単な文の読み書きができず、実用的な識
字能力を備えていません。つまり、通常の業務や毎
日の生活に必要な読み書きや計算を行うことができ
ないのです。この問題によって、自分をはじめ家族
を養う上で非常に多くの人々に制約が課せられてお
り、この問題への取り組みに、ロータリーの豊かな
経験と継続的活動が必要とされているのは明白です。

　２００５-０６年度を通じて、私は、世界各地でロータリ
アンが効果的に取り組んでいる問題、すなわち水保
全に関連する活動も継続するようロータリアンに奨
励していきます。ロータリー・クラブによる無数の
水プロジェクトのおかげで、何十万もの人々が今や
水を手に入れることができ、飲用水や適切な衛生環
境による多くの保健上の恩恵を受けています。

　しかし、未だ多くの課題が残されているのも事実
です。あまりに多くの人々が、安全な水の供給を受
けられず、適切な衛生環境に恵まれていません。そ
の結果、予防できるはずの水を介在とした感染症に
よって死ぬ必要のない多くの人々が死亡しています。
水保全問題はまた、食糧供給にも影響を与えていま
す。１人の人間が必要とする毎日の食事を生産する
ためには、２,０００から５,０００リットルもの水が必要とさ
れているからです。国連は、この世界的な水の危機
を「経済発展、貧困緩和、環境、そして平和と安全
への脅威」と表現しています。飢餓を軽減し、この
重要な資源が奪われている人々の保健と福祉を改善
するために、ロータリアンの継続した活動が是非に
も必要とされているのです。

　識字率向上と水保全が注目すべき二つの緊要な問
題であると私は確信していますが、その一方で、ロー
タリー・クラブもまたこれに優るさまざまな重要問
題に取り組んでいることを承知しています。ロータ
リーの素晴らしさは、奉仕の機会を数多く提供して
くれることにあります。クラブは地元地域社会の
ニーズを見極め、それを叶えるためにいかにしてそ
の人材源や資源を生かすことができるかを判断しま
す。この草の根の参加がロータリーの成功の特徴で
あり、私は、地元や海外の地域社会にとって最も有
益となる奉仕を引き続き行っていただくよう、すべ
てのクラブに奨励したいと思います。

　しかしながら、これは一人で実行できることでは
ありません。多くの場合、私たちは同じ理想や目標
を共有する他団体と協力して活動することによって、
地域社会のために多くを成し遂げることができます。
年度の奉仕計画を立てられるにあたり、他団体と協
力関係を結ぶことによって、クラブの活動をいかに
広げることができるかを検討してみてください。

　１９１１年、ロータリアンは「超我の奉仕」という標
語を熱意をもって採択しました。それは、この標語
が、生まれたばかりの組織が発展の途上にある中、
その理想を巧みに言い表していたからです。それか
ら９５年間、この標語は、私たちが人道的奉仕を遂行
し、高い道徳的水準を推進し、国際理解と平和のた
めに活動する上で、根底をなす動機となってきまし
た。私たちの生活に内在するあらゆる事象と同じよ
うに、この標語を私たちは自然に受け入れることが
できます。来たる年度、すべてのロータリアンに
「超我の奉仕」の真の意味をじっくりと考えていた
だく機会が与えられます。そして、この思いやりと
寛容の精神に満ちた普遍的メッセージに、新たな思
いを抱かれることになると思います。

カール・ヴィルヘルム・ステンハマー

２００５-０６年度　国際ロータリー会長
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カール・ヴィルヘルム・ステンハマー
２００５-０６年度ＲＩ会長

（スウェーデン、イェーテボリ・ロータリークラブ）

ロータリー歴
２００４-０５年度　RI会長エレクト
１９９６-９８年度　国際ロータリー理事
１９９７-９８年度　RI財務委員会委員長
１９９７-９８年度　RI監査委員会副委員長
１９９８-００年度　RI監査運営審査委員会委員
１９８７-８８年度　地区ガバナー

経　　歴
　カール・ヴィルヘルム・ステンハマー氏は、国際的な製品の食品ブロー

カーであり、ガストF・ブラット社の元オーナーです。ビジネスで活躍し

ていた頃、ステンハマー氏は世界中を回りました。さらに、同氏は数社の

理事および地元の私立学校の理事長を務めてきました。

　ステンハマー氏は、１９７４年以来のロータリアンです。氏は入会後すぐに

ロータリーのあらゆるレベルの活動に参加し、クラブ、地区、そして国際

レベルで数多くの役職をこなしてきました。地区では、青少年交換委員会、

会員選考委員会、スウェーデン・ロータリー青少年交換財団などの委員長

を歴任しました。また、氏が所属する地区の国際ロータリー奨学金財団の

会計を担当し、１９８７-８８年度には地区ガバナーを務めました。

　青少年奉仕委員会に任命された１９９１年、同氏はロータリーへの国際奉仕

を開始し、１９９３年には同委員会の委員長、そして青少年奉仕実行グループ

の地域コーディネーターを歴任し、数々の国際ロータリー研究会のモデ

レーターも務めました。同氏は、フィンランドからアフリカまでの地域、

米国、そしてインドまで、数多くの地区大会にRI会長代理として派遣され

ました。１９９６-９８年度にはRI理事を務め、それ以来、執行委員会のメンバー

や財務委員会委員長、監査委員会の副委員長などを歴任しました。

　１９９８-２０００年度にはRIの監査運営審査委員会の委員に、２００１年にはサン

アントニオ国際大会委員会の委員となりました。同氏はまた、１９９９-２０００年

度地域雑誌編集者セミナーのモデレーター、２０００-０４年度ヨーロッパおよび

RIBI恒久基金委員会の委員長、ストックホルムで開かれた２００３年度会長主

催祝賀会議の議長、２００３-０４年度識字および教育推進グループの総コーディ

ネーター、国別ポリオ・プラス担当顧問、およびポリオ撲滅提唱グループ

のメンバーを務めました。

　ステンハマー氏は、１９３５年１月１６日、スウェーデンのイェーテボリに生

まれました。１９６２年にモニカ夫人と結婚し、２人の息子、そして２人の孫

息子と孫娘が１人います。ステンハマー氏はロータリー財団の大口寄付者

およびベネファクターです。

2005-06年度
ＲＩテーマ

カール・ヴィルヘルム・ステンハマー
2005-06年度

国際ロータリー会長
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国際ロータリー第２７６０地区
２００５～２００６年度ガバナー

高 橋 治 朗

１９３２年（昭和７年）１１月２０日生
所属クラブ：名古屋西ＲＣ
勤務先・役職名：名港海運（株）代表取締役会長
所在地：〒４５５-８６５０　名古屋市港区入船二丁目４－６
ＴＥＬ：（０５２）６６１－７２２２　ＦＡＸ：（０５２）６５２-１６８０

■ロータリー歴
１９８４年７月　名古屋西ロータリークラブ入会
１９９２年　　　職業分類委員長
１９９３年　　　国際奉仕委員長
１９９６年　　　副会長
１９９８年　　　会長
２００１年　　　ロータリー情報委員長
２００３年　　　５０周年記念事業実行委員長
２００３年　　　ガバナーノミニー
２００４年　　　ガバナーエレクト

■主な経歴
１９５６年　　一橋大学商学部　卒業
１９９５年　　名港海運株式会社　代表取締役社長
２００１年　　名港海運株式会社　代表取締役会長
１９９９年　　名古屋商工会議所　副会頭に就任
　　　　　　　　　　　　　　現在に至る

　　　　　  　　2005～06年度　ＲＩテーマと地区方針

ＲＩテーマ 『ＳＥＲＶＩＣＥ　Ａｂｏｖｅ　Ｓｅｌｆ』
　　　　　 『超我の奉仕』

カール・ヴィルヘルム・ステンハマー会長のメッセージ

ロータリーの第二の新たなる百年の第一歩を歩き始めるにあたり、

ロータリーの標語『超我の奉仕』の五文字ほど的確にロータリーと

ロータリアンの精神を言い表わしている言葉はありません。

次の百年に向かって第一歩を歩き始めましょう。

更に会長は識字率の向上及び全人類に必要不可欠な水資源の保全にも

引き続き取り組むよう要請されました。
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２７６０地区の２００５－２００６年度方針

１．『超我の奉仕』の具体化
　今年はロータリーにとって、第二世紀の最初の年です。

　１９１１年に提唱されたこのテーマは古くて新しいものであります。

　今の時代に合った親睦と奉仕のあり方を考えましょう。

２．会員増強と退会防止
　効果的なクラブ奉仕をするには、一人でも多くの仲間が必要です。

　クラブを楽しく魅力あるものにして、各クラブで１人以上の会員を純増させましょう。

３．愛・地球博の成功
　皆さんの力で出来たロータリー館を有効に利用し、国際奉仕・職業奉仕を推進しましょう。それが愛・

地球博を成功に導く大きな手がかりの一つになるでしょう。

４．公共的イメージの向上
　公共的イメージを高め、思いやりの心を分かち合う為に、財団を自分達のものと理解しましょう。

財団が、ＷＨＯ、ユニセフとも協力し、環境問題、教育問題の解決に努力していることを誇りに思いましょ

う。

カール・ヴィルヘルム・ステンハマーＲＩ会長夫妻と闍橋治朗ガバナー夫妻　　於アナハイム（米国）
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２００５－２００６年度　地区役員及び委員会委員
Ｃ：カウンセラー　　◎：委員長　　○：副委員長　　＊：兼務

ガバナー 闍橋　治朗 名古屋西

ガバナーエレクト 斎藤　直美 豊田

地区幹事 川島　　誠 名古屋西

地区副幹事 荒川永太郎 名古屋西
 田中　義一 名古屋西
 一柳　　伸 名古屋西
 鈴木　和雄 名古屋西
 鵜飼　治昭 名古屋西
 大竹　勇司 名古屋西
 宮田　紀昭 名古屋西
 和田　政司 名古屋西

地区会計長 服部　龍夫 名古屋西

地区監事 天野　源治 名古屋西

地区スタッフ 藤本　博之 名古屋西
 田中　茂夫 名古屋西
 大杉　　誠 名古屋西
 加藤　憲司 名古屋西
 林　　芳行 名古屋西

ガバナー補佐　（南尾張分区担当） 竹内　尚哉 半田
　　　　　　　広報･インターネット
　　　　　　　（西尾張分区担当） 大森　一人 一宮
　　　　　　　新世代・ＩＡ・ＲＡ・ライラ
　　　　　　　（東尾張分区担当） 岩井　正彦 江南
　　　　　　　米山奨学
　　　　　　　（西名古屋分区担当） 成田　洋之 名古屋みなと
　　　　　　　国際奉仕・青少年奉仕・世界社会奉仕 
　　　　　　　（東名古屋分区担当） 田嶋　好博 名古屋北
　　　　　　　ロータリー財団･財団奨学・財団学友・ＧＳＥ・ポリオプラス
　　　　　　　（東三河分区担当） 松崎　　進 豊橋ゴールデン
　　　　　　　職業奉仕
　　　　　　　（西三河中分区担当） 小野　智範 岡崎城南
　　　　　　　拡大・クラブ奉仕・会員増強
　　　　　　　（西三河分区担当） 杉浦　義尚 高浜
　　　　　　　社会奉仕・ＲＣＣ・環境保全

次期地区幹事 藤井　伸三 豊田

地区諮問委員会 森　　泰樹 豊橋
 奥谷　博俊 尾張旭
 福田　浩三 名古屋空港
 田中　　徹 半田
 盛田　和昭 名古屋
 加納　　泉 名古屋中
 神戸　政治 あま
 宮地　信尚 豊川
 蜂谷　弘道 名古屋和合
 石川　和昌 豊橋
 松本　　宏 半田
 内藤　明人 名古屋西
 野村　重彦 刈谷
 福田　清成 江南
 太田賢太郎 岡崎
 岡部　快圓 名古屋大須
 豊島　顴三 一宮北
 大島　宏彦 名古屋
 闍橋　治朗 名古屋西
 斎藤　直美 豊田

地区指名委員会 ◎ 岡部　快圓 名古屋大須
 ○ 豊島　顴三 一宮北
 大島　宏彦 名古屋
 福田　清成 江南
 太田賢太郎 岡崎

地区研修リーダー 太田賢太郎 岡崎

地区財務委員会 ◎ 瀧　　義孝 一宮北
 ○ 安藤　重良 名古屋
 服部　龍夫 名古屋西
 田中　茂夫 名古屋西

拡大委員会 Ｃ 太田賢太郎 岡崎
 Ｃ 岡部　快圓 名古屋大須
 Ｃ 豊島　顴三 一宮北
 ◎ 杉浦　壽康 岡崎
 ○ 齋藤慎一郎 名古屋守山
  松尾　隆徳 春日井
  伊藤　明彦 常滑

クラブ奉仕委員会 ◎ 江崎　柳節 小牧
 ○ 井上　　穂 豊橋ゴールデン
 ＊ 大矢　裕慈 名古屋中
 ＊ 岡本伊三雄 名古屋守山
 ＊ 高井　克憙 名古屋栄
 ＊ 宮崎　　薫 名古屋東南

会員増強委員会 ◎ 菊岡深智子 名古屋名南
 ○ 松本　順子 半田
  木全智枝子 一宮中央
  水野　裕善 名古屋西南
 （G補佐幹事） 伊東　良夫 半田
 （G補佐幹事） 加藤　数也 一宮
 （G補佐幹事） 古田　嘉且 江南
 （G補佐幹事） 糸井　　学 名古屋みなと
 （G補佐幹事） 近藤　和利 名古屋北
 （G補佐幹事） 谷村　泰裕 豊橋ゴールデン
 （G補佐幹事） 中根　常彦 岡崎城南
 （G補佐幹事） 鈴木　政幸 高浜

広報委員会 ◎ 大島　寅夫 名古屋
 ○ 横山　健一 名古屋西
  成田　敏圀 岡崎東

ロータリー家族委員会 ◎ 大矢　裕慈 名古屋中
 ○ 高井　克憙 名古屋栄
 ＊ 岡本伊三雄 名古屋守山
 ＊ 宮崎　　薫 名古屋東南

職業奉仕委員会 ◎ 場々大刀雄 春日井
 ○ 小島　清路 名古屋みなと
  高畑　晧一 豊橋ゴールデン
  河合　勝男 豊橋

社会奉仕委員会 ◎ 伊藤　秀雄 名古屋東南
 ○ 西脇　良一 名古屋名北
  大木　健市 豊川宝飯
  鳥居　信行 豊川

ＲＣＣ委員会 ◎ 加藤　真治 刈谷
 ○ 宮田　正人 豊橋
  松崎美都子 名古屋守山
  永谷　文人 安城
  杉江久三郎 常滑

環境保全委員会 ◎ 長瀬　　諭 名古屋栄
 ○ 酒井　尊夫 名古屋中
  永田　明世 半田南
  伊藤　一義 豊橋東
  鈴木　元弘 豊田
  服部　　滋 名古屋和合
  三浦　和人 名古屋名南
  岡本　　巧 刈谷
  猪村　正彦 名古屋東

国際奉仕委員会 ◎ 大谷　和雄 名古屋千種
 ○ 安井　隆豊 名古屋和合
  天野　精孝 岡崎南
  住田　正夫 名古屋大須
  滝　　勝夫 江南
 ＊ 鈴木　吉男 津島
 ＊ 水谷　金之 名古屋北

青少年交換委員会 ◎ 鈴木　吉男 津島
 ○ 黒田　勝基 高浜
  森　　　榮 一宮中央
  安藤　隆利 名古屋名駅
  村瀬　竜雄 東知多
  水野　鐡紹 名古屋北

世界社会奉仕委員会 ◎ 水谷　金之 名古屋北
 ○ 清水　　勲 春日井
  篭橋　美久 名古屋中
  酒井　法丈 豊田
  小栗　利朗 半田
  岩崎　　改 尾張中央
  山田　静夫 名古屋守山
  鈴村興左衛門 あま
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新世代委員会 ◎ 藤井　　忠 西春日井
 ○ 加藤　康治 一宮中央
  米山　郁生 名古屋名東
  前田　佳男 半田
  闍須　博久 豊橋
   方　　茂 名古屋南
 ＊ 秋田　敬治 豊田
 ＊ 遠山　堯郎 名古屋瑞穂
 ＊ 早川　佳教 知多

インターアクト委員会 ◎ 秋田　敬治 豊田
 ○ 沓名　令亨 安城
  加藤　明宏 名古屋
  大島　賀樹 小牧
  谷川　　修 名古屋
  疋田　　淳 豊橋
  中杉　和雄 豊川
  服部　英男 岡崎南
  山田　勝弘 津島

ローターアクト委員会 ◎ 遠山　堯郎 名古屋瑞穂
 ○ 服部　良男 岡崎
 ○ 玉置　正利 小牧
  冨田　佳央 豊橋
  冨田　雅則 田原
  山川　克彦 名古屋みなと
  闍木　　博 江南
  瀧本　　守 尾張中央
  加藤　辰巳 一宮中央
  坪井　和義 名古屋和合

ライラ委員会 ◎ 早川　佳教 知多
 ○ 熊澤　勝則 尾張中央
  谷山　芳和 豊田西
  増井　洋生 小牧
  岩瀬淳一郎 豊川
  中野　雅司 名古屋西南
  坂田　憲治 名古屋東山
  神谷　龍司 刈谷

ロータリー財団委員会 Ｃ 福田　清成 江南
 ◎ 鈴木　孝則 あま
 ○ 深谷　友尋 名古屋みなと
 ○ 石川　昌和 豊橋南
 ＊ 平岩　慎次 尾張中央
 ＊ 鈴木　　哲 名古屋みなと
 ＊ 川辺　清次 名古屋名南
 ＊ 矢形　修己 名古屋北
 ＊ 山内　　登 尾西
 ＊ 藤田　守彦 名古屋西南
 ＊ 渡辺　　均 あま

補助金委員会 ◎ 平岩　慎次 尾張中央
 ○ 高山　光雄 名古屋空港
  貴田　永克 春日井
  杉本　治彦 犬山

年次寄付委員会 ◎ 鈴木　　哲 名古屋みなと
 ○ 吉川　正敏 岡崎
  加藤　俊二 刈谷

財団奨学委員会 ◎ 川辺　清次 名古屋名南
 ○ 田中　正規 西尾
  ミカエル　カルマノ 名古屋東
  大矢　英憲 名古屋昭和
  長江　克彦 瀬戸
  石田　正城 名古屋北
  長尾　浅� 名古屋名南
  河木　照雄 豊田

財団学友委員会 ◎ 藤田　守彦 名古屋西南
 ○ 柴田　憲一 豊橋東
  久野　完治 知多
  大嶽　岩雄 安城

恒久基金委員会 ◎ 渡辺　　均 あま
 ○ 朱宮　新治 犬山
  久野　博淳 名古屋東南
  後藤　　敬 名古屋守山

研究グループ交換委員会 ◎ 矢形　修己 名古屋北
 ○ 須賀　碩二 豊田西
  赤井　俊二 常滑
  鳥居　剛育 三河安城

ポリオプラス委員会 ◎ 山内　　登 尾西
 ○ 磯部　　茂 一宮
  近藤　　収 名古屋東山

米山奨学委員会 Ｃ 加納　　泉 名古屋中
 ◎ 小山　愼介 名古屋名南
 ○ 浅野多喜男 あま
 ○ 小野　文憲 岡崎東
  浅井　隆宣 名古屋大須
  藤本　博之 名古屋西

米山学友委員会 ◎ 大西　弘高 名古屋東南
 ○ 竹内　一郎 刈谷
  鈴木　茂久 豊橋北
  深田　一弘 豊田中

インターネット委員会 ◎ 坂本　　晃 名古屋名南
 ○ 杉浦　令淑 名古屋大須
  山口　誠一 東知多
  佐藤　栄一 津島
  伊藤　靖祐 江南
  尾関　和成 名古屋和合
  磯貝　廣冶 安城
  村井總一郎 豊橋
  早川　幹男 岡崎南

２００５国際博委員会 ◎ 内藤　明人 名古屋西
 顧問 盛田　和昭 名古屋
 顧問 福田　浩三 名古屋空港
 顧問 石川　和昌 豊橋
 ガバナー �橋　治朗 名古屋西
 ○ 野村　重彦 刈谷
 ○ 福田　清成 江南
 ○ 太田賢太郎 岡崎
 ○ 岡部　快圓 名古屋大須
 ロータリー館　館長 ◎ 豊島　顴三 一宮北
 ○ 大島　宏彦 名古屋
 ○ 川村　悌弍 名古屋
 ○ 坂田　　隆 瀬戸北
 ○ 岩間　俊夫 名古屋西
  加藤　俊夫 名古屋空港
  村野　力男 豊田西
  飯田　幸雄 尾張旭
  内田　栄一 半田
  加藤　令吉 瀬戸
  伊藤　鶴吉 江南
  鈴木　孝則 あま
  瀧　　義孝 一宮北
  田中　清隆 あま
  内藤　耕造 刈谷
  池田　憲司 刈谷
  上村　晋也 名古屋和合
  安藤　重良 名古屋
  川島　　誠 名古屋西
  加藤　知成 東知多
  片山　主水 名古屋東南
  神野　紀郎 豊橋
  杉本　仁至 名古屋中
  種村　桂介 名古屋栄
  國分　孝雄 名古屋和合
  中野　昭雄 瀬戸北
 ロータリー館　副館長 藤本　博之 名古屋西

地区大会企画委員会 ◎ 闍橋　治朗 名古屋西
  豊島　顴三 一宮北
  大島　宏彦 名古屋
  斎藤　直美 豊田
  川島　　誠 名古屋西
  藤井　伸三 豊田
  柴田　　茂 豊橋南
  河合　秀矩 豊橋南
  中根　鍵治 豊田西
  小幡　輝雄 豊田西
  一柳　　  名古屋中
  大井　欽史 名古屋中

ガバナー事務所分室運営委員会 ◎ 川島　　誠 名古屋西
 ○ 安藤　重良 名古屋
 ○ 藤井　伸三 豊田
  小山　愼介 名古屋名南
  藤本　博之 名古屋西
  藤田　守彦 名古屋西南

米山記念奨学会　 理事 加納　　泉 名古屋中
 評議 大島　宏彦 名古屋
 評議 闍橋　治朗 名古屋西
 評議 斎藤　直美 豊田

ロータリーの友地区委員  松前　憲典 一宮中央

オンツーコペンハーゲン／マルモ  斎藤　直美 豊田

ＲＪＷ地区委員  浅野　　彰 名古屋大須

地区ローターアクト代表  江村　陽子 名古屋熱田RAC
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２００５～２００６年度　地区資金予算書
《一般会計の部》
収入の部

備考2005～2006年度予算案2004～2005年度予算案科目
注117,000,0003,000,000前年度繰越金
注221,600,00027,250,000地区資金前期
注221,600,00021,800,000地区資金後期

20,00020,000雑収入
60,220,00052,070,000合計

支出の部
2005～2006年度予算案2004～2005年度予算案科目

1,300,0001,300,000国際ロータリー行事費
1,000,0001,000,000ガバナー国際協議会出席補助金

注3300,000300,000RI規定審議会出席補助金
2,600,0005,700,000地区行事費
1,000,0004,000,000地区大会費
1,000,0001,100,000地区協議会

00IM費
600,000600,000会長エレクト研修セミナー

27,200,00029,555,000地区運営費
1,800,0001,800,000ガバナー会議等出席補助金

200円（1人当り）1,080,0001,090,000ガバナー会運営協力金
300円（1人当り）1,620,0001,635,000ロータリー文庫運営協力金

8,000,0008,000,000ガバナー事務所運営費
8,000,00010,000,000ガバナー事務所分室運営費
3,000,0003,000,000ガバナーエレクト事務所補助金
100,000200,000地区会計費
100,000300,000地区幹事費

注42,880,0002,880,000ガバナー補佐費
300,000300,000特別代表費
320,000350,000記念品費
6,920,0006,970,000地区委員会費
1,000,0001,000,000地区諮問委員会費
50,00050,000地区指名委員会費
50,000100,000地区財務委員会費
150,000150,000拡大委員会費
200,000200,000クラブ奉仕委員会費
200,000200,000会員増強委員会費
50,00050,000広報委員会費
250,000250,000職業奉仕委員会費
100,000100,000社会奉仕委員会費
300,000300,000RCC委員会費
500,000500,000環境保全委員会費
300,000300,000国際奉仕委員会費
200,000200,000青少年交換委員会費
300,000300,000世界社会奉仕委員会費

1,100,0001,100,000
新世代委員会費
（インターアクト・ローターアクト・ライラを含む）

300,000300,000ロータリー財団委員会費
50,00050,000補助金委員会費
150,000年次寄付委員会費
250,000250,000財団奨学委員会費
200,000200,000財団学友会委員会費
70,00020,000恒久基金委員会費
300,000300,000研究グループ交換委員会費
50,00050,000ポリオプラス委員会費
800,000800,000米山奨学委員会費（米山学友会を含む）
200,000200,000インターネット委員会費

注55,000,0005,000,000特別活動事業費
01,000,000雑費

17,000,0002,545,000予備費
60,220,00052,070,000合計

注１．前年度繰越金は前年度決算が確定前であるため過去の決算を勘案し推定額を計上しています。
注２．一人あたり　８,０００円　（前期　４,０００円、後期　４,０００円） ： （A）
　　　現在の会員数状況を勘案した上で見積もり、前期　５,４００人、後期　５,４００人と見積りました
注３．R.I.規定審議会出席補助金は３年ごとに開かれる同会議の出席に備えるものであり、特別会計（積立金）に拠出します。
注４．カバナー補佐費はガバナー補佐の活動費に当てるものであり、分区あたり基本額６０,０００円とし、１クラブあたり３０,０００円で計算しました
注５．特別活動費には特別会計（事業費）拠出金　３,２４０,０００円を含んでいます。
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《特別会計の部》
地区大会協力金

備 考2005～2006年度予算2004～2005年度予算
繰越金

収入
5,000円（1人当り）：（B）27,000,00027,250,000協力金

繰入金
27,000,00027,250,000合計
27,000,00027,250,000補助金

支出 次期繰越金
27,000,00027,250,000合計

事　業　費

備 考2005～2006年度予算2004～2005年度予算
00繰越金

収入
4,800円（1人当り）：（C）25,920,00026,160,000地区事業費
一般会計より 600円（1人当り）3,240,0003,270,000繰入金

29,160,00029,430,000合計
2,100円（1人当り）11,340,00011,445,000青少年交換事業資金

支出
2,500円（1人当り）13,500,00013,625,000青少年活動事業資金
300円（1人当り）1,620,0001,635,000ポリオプラス活動支援金
500円（1人当り）2,700,0002,725,000研究グループ交換協力金

00次期繰越金
29,160,00029,430,000合計

積　立　金

備 考2005～2006年度予算2004～2005年度予算1．RI規定審議会補助積立金
00繰越金

収入
積立金

一般会計より300,000300,000繰入金
600,000300,000合計

00送金
支出 600,000300,000次期繰越金

600,000300,000合計
備 考2005～2006年度予算2004～2005年度予算2．2005年日本国際博覧会運営費協力金

00繰越金

収入
5,000円（1人当り）：（D）27,000,00054,500,000積立金

00繰入金
27,000,00054,500,000合計
27,000,00054,500,000活動費

支出 00次期繰越金
27,000,00054,500,000合計

備 考2005～2006年度予算2004～2005年度予算3．特別事業基金
10,000,00010,000,000繰越金

収入
00積立金
00繰入金

10,000,00010,000,000合計
00活動費

支出 10,000,00010,000,000次期繰越金
10,000,00010,000,000合計

ガバナー月信配信料　２,０００円（E）
会員一人当り年間負担金（A）＋（B）＋（C）＋（E）＝１９,８００円
※国際博覧会運営費協力金 ５,０００円（D）はロータリー館事務局へお支払いいただくことになっております。
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ガバナー公式訪問日程表（２００５年）
土金木水火月日
３０２９２８２７２６２５２４７

月
西三河中分区①
（◎豊田中）

６５４３２１３１

８
月

東尾張分区①
（◎瀬戸）

西三河中分区②
（◎豊田西）

１３１２１１１０９８７

２０１９１８１７１６１５１４
西三河中分区③
（◎岡崎東）

２７２６２５２４２３２２２１
東三河分区①

（◎豊橋ゴールデン）
西尾張分区②
（◎一宮）

東名古屋分区②
（◎名古屋守山）

西尾張分区①
（◎西春日井）

東名古屋分区①
（◎名古屋東）

３２１３１３０２９２８

９
月

西三河分区①
（◎安城）

西三河中分区④
（★岡崎城南）

東尾張分区②
（◎名古屋空港）

１０９８７６５４
西名古屋分区②
（◎名古屋西南）

東尾張分区③
（◎小牧）

西尾張分区③
(★一宮中央)

西名古屋分区①
（◎名古屋）

１７１６１５１４１３１２１１
西三河分区②

（◎西尾KIRARA）
東三河分区③
（◎豊川）

東三河分区②
（◎豊橋北）

２４２３２２２１２０１９１８

秋分の日　東三河分区④
（★渥美）敬老の日　

１３０２９２８２７２６２５

　

月
１０

西尾張分区④
（◎津島）

西三河分区③
（◎高浜）

８７６５４３２
東名古屋分区③
（◎名古屋和合）

南尾張分区①
（◎半田南）

西名古屋分区③
（◎名古屋中）

１５１４１３１２１１１０９
西名古屋分区④
（◎名古屋東南）体育の日　

２２２１２０１９１８１７１６
南尾張分区②
（◎東海）

２９２８２７２６２５２４２３
西名古屋分区⑤
（◎名古屋西）

５４３２１３１３０　

月
１１

◎　昼間例会ホストクラブ
★　夜間例会ホストクラブ

南尾張分区　〔７ＲＣ〕
半田ＲＣ・常滑ＲＣ・◎半田南ＲＣ・知多ＲＣ１０月４日(火)南尾張分区①
東知多ＲＣ・◎東海ＲＣ・大府ＲＣ１０月１９日(水)南尾張分区②

西尾張分区　〔９ＲＣ〕
稲沢ＲＣ・◎西春日井ＲＣ・尾張中央ＲＣ８月２３日(火)西尾張分区①
◎一宮ＲＣ・一宮北ＲＣ８月２５日(木)西尾張分区②
尾西ＲＣ・◎一宮中央ＲＣ９月７日(水)夜西尾張分区③
◎津島ＲＣ・あまＲＣ９月３０日(金)西尾張分区④

東尾張分区　〔１１ＲＣ〕
◎瀬戸ＲＣ・尾張旭ＲＣ・瀬戸北ＲＣ・愛知長久手ＲＣ８月３日(水)東尾張分区①
春日井ＲＣ・◎名古屋空港ＲＣ・豊山-城北ＲＣ８月２９日(月)東尾張分区②
犬山ＲＣ・江南ＲＣ・◎小牧ＲＣ・岩倉ＲＣ９月７日(水)東尾張分区③

西名古屋分区　〔１２ＲＣ〕
◎名古屋ＲＣ９月６日(火)西名古屋分区①
名古屋みなとＲＣ・◎名古屋西南ＲＣ９月８日(木)西名古屋分区②
◎名古屋中ＲＣ・名古屋大須ＲＣ・名古屋栄ＲＣ１０月３日(月)西名古屋分区③
名古屋南ＲＣ・◎名古屋東南ＲＣ・名古屋瑞穂ＲＣ・名古屋名南ＲＣ１０月１２日(水)西名古屋分区④
◎名古屋西ＲＣ・名古屋名駅ＲＣ１０月２７日(木)西名古屋分区⑤

東名古屋分区　〔１１ＲＣ〕
◎名古屋東ＲＣ・名古屋千種ＲＣ・名古屋昭和ＲＣ８月２２日(月)東名古屋分区①
名古屋北ＲＣ・◎名古屋守山ＲＣ・名古屋名北ＲＣ・名古屋錦ＲＣ・名古屋葵ＲＣ８月２４日(水)東名古屋分区②
◎名古屋和合ＲＣ・名古屋名東ＲＣ・名古屋東山ＲＣ１０月５日(水)東名古屋分区③

東三河分区　〔１３ＲＣ〕
豊橋南ＲＣ・◎豊橋ゴールデンＲＣ・豊橋東ＲＣ８月２６日(金)東三河分区①
豊橋ＲＣ・◎豊橋北ＲＣ９月１３日(火)東三河分区②
蒲郡ＲＣ・◎豊川ＲＣ・新城ＲＣ・奥三河ＲＣ・豊川宝飯ＲＣ９月１４日(水)東三河分区③
田原ＲＣ・◎渥美ＲＣ・田原パシフィックＲＣ９月２１日(水)夜東三河分区④

西三河中分区　〔９ＲＣ〕
豊田ＲＣ・豊田東ＲＣ・◎豊田中ＲＣ７月２９日(金)西三河中分区①
◎豊田西ＲＣ・豊田三好ＲＣ８月１日(月)西三河中分区②
岡崎ＲＣ・◎岡崎東ＲＣ８月１８日(木)西三河中分区③
岡崎南ＲＣ・◎岡崎城南ＲＣ８月３０日(火)夜西三河中分区④

西三河分区　〔９ＲＣ〕
◎安城ＲＣ・三河安城ＲＣ９月２日(金)西三河分区①
西尾ＲＣ・一色ＲＣ・◎西尾KIRARAＲＣ９月１６日(金)西三河分区②
刈谷ＲＣ・碧南ＲＣ・◎高浜ＲＣ・知立ＲＣ９月２７日(火)西三河分区③
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地区主要行事日程

2004～2005年度　諸会議及び日程
開 催 場 所会　　合　　名曜日開催日

名鉄グランドホテル第４回地区諮問委員会土１月　２２日２００５年

ウェスティンナゴヤキャッスル次年度指導者（委員長）研修会議土３月　５日
名古屋観光ホテル２００５～２００６年度会長エレクト研修セミナー土３月　１２日
ウェスティンナゴヤキャッスル第５回地区諮問委員会日４月　１０日
ウェスティンナゴヤキャッスル地区協議会（の為の）指導者会議日４月　１０日
ウェスティンナゴヤキャッスル２００５～２００６年度地区協議会日５月　８日

シカゴＲＩ国際大会
日
水

６月　１９日
～　２２日

名古屋観光ホテル第６回地区諮問委員会土６月　４日
名古屋観光ホテル地区役員及び会長幹事懇談会土６月　４日
キャッスルプラザホテル第３回次期ガバナー補佐会議土６月　１１日

２００５～２００６年度　諸会議及び日程
開 催 場 所会　　合　　名曜日開催日

キャッスルプラザホテル第１回地区大会企画委員会土７月　２日２００５年

名鉄グランドホテル第１回地区諮問委員会土７月　９日
名鉄グランドホテル第１回指名委員会土９月　１０日
名鉄グランドホテル第２回地区諮問委員会土９月　１０日
ホテルフォレスタ第３回地区諮問委員会土１０月　２２日
ホテルフォレスタ
豊田スタジアム

地区大会
土
日

１０月　２２日
～　２３日

名鉄グランドホテル第４回地区諮問委員会土１月　２１日２００６年

ウェスティンナゴヤキャッスル次年度指導者（委員長）研修会議土３月　１１日
ウェスティンナゴヤキャッスル２００６～２００７年度会長エレクト研修セミナー日３月　１９日

愛知県美浜少年自然の家ライラセミナー
土
日

３月　２５日
～　２６日

ウェスティンナゴヤキャッスル第５回地区諮問委員会土４月　１日
ウェスティンナゴヤキャッスル地区協議会（の為の）指導者会議土４月　１日
ウェスティンナゴヤキャッスル２００６～２００７年度地区協議会日４月　１６日
キャッスルプラザホテル第１回ガバナー補佐会議金５月　１２日
名鉄グランドホテル第６回地区諮問委員会土６月　３日
名鉄グランドホテル地区役員及び会長幹事懇談会土６月　３日
スウェーデン・マルモ/
デンマーク・コペンハーゲン

ＲＩ国際大会
日
水

６月　１１日
～　１４日

地区委員会・各クラブ委員長会議等主要日程
地区委員会

時　　　間開 催 場 所会　　合　　名曜日開催日

１４：００～１６：００地区事務所地下会議室クラブ奉仕委員会コンセンサス会議金３月　１８日２００５年

１５：００～１６：００地区事務所第５回新世代コンセンサス会議火２９日

１４：００～１６：００地区事務所第１回職業奉仕委員会水４月　１３日

未定第１回W.C.S委員会（役割分担会）５月　未定

１３：３０～１６：００名古屋市内第１回ローターアクト委員会（新旧）土６月　４日

１４：００～１６：００地区事務所会員増強委員会予定者会議火７日

未定第２回W.C.S委員会（活動打合せ会）未定

１４：００～１６：００ガバナー分室　会議室第１回新世代委員会火７月　５日

１４：３０～１６：００ガバナー分室　会議室第１回拡大委員会水６日

１５：００～１６：３０ガバナー分室　会議室第１回地区米山奨学・学友合同委員会木７日

１５：００～１７：００名鉄ニューグランドホテル第１回地区補助金審議会金８日

１８：００～名鉄ニューグランドホテル第１回地区ロータリー財団７委員会「合同委員会」金８日

１２：００～１４：００名鉄グランドホテル第１回RCC委員会金８日

１３：４５～１５：００じろきん第１回ライラ委員会月１１日

１４：００～１６：００ガバナー分室　会議室第１回会員増強委員会火１２日

１８：００～２２：００神戸屋第１回GSE委員会水１３日

１４：３０～１６：００ガバナー分室　会議室第１回インターネット委員会水１３日

１６：００～クレストンホテル第１回環境保全委員会木１４日

１５：００～１６：３０ガバナー分室　会議室第１回国際奉仕委員会木１４日

１３：３０～１５：００ガバナー分室　会議室第１回クラブ奉仕委員会金１５日

１５：３０～１７：００ガバナー分室　会議室第１回社会奉仕委員会金１５日

１４：００～１６：００ガバナー分室　会議室第１回広報委員会火１９日

未定第３回W.C.S委員会（視察下打合せ会）未定

１８：００～２２：００神戸屋第２回GSE委員会水８月　３日

１６：００～木曽路第２回職業奉仕委員会金５日

１５：００～１６：３０ガバナー分室　会議室第２回地区米山奨学・学友合同委員会木１８日

１６：００～クレストンホテル第２回環境保全委員会金１９日

１５：００～１７：００ガバナー分室　会議室第２回社会奉仕委員会金１９日

１４：００～１７：００桜花学園本部青少年交換２００４－０５年度派遣学生　帰国報告会土２０日

１４：００～１６：００ガバナー分室　会議室第２回新世代委員会火２３日

１４：００～１６：００ガバナー分室　会議室第２回会員増強委員会金２６日

未定第４回W.C.S委員会未定

１５：００～１７：００ガバナー分室　会議室第２回国際奉仕委員会金９月　２日



時　　　間開 催 場 所会　　合　　名曜日開催日

１６：３０～１８：００中区金山都市センター第２回ローターアクト委員会日９月　４日２００５年

１３：３０～１４：３０名古屋マリオットアソシアホテル第３回新世代合同委員会火６日
１８：００～２２：００神戸屋第３回GSE委員会金９日
１８：００～２０：００中華　桃園第１回米山学友会役員会土１０日
１４：３０～１６：００ガバナー分室　会議室第２回インターネット委員会水１４日
１３：００～１５：００ガバナー分室　会議室第２回地区補助金審議会木１５日
１５：００～１６：３０ガバナー分室　会議室第３回地区米山奨学・学友合同委員会木１５日
１４：００～１６：００ガバナー分室　会議室第２回広報委員会火２７日
１２：００～１４：００名鉄グランドホテル第２回RCC委員会金３０日

未定第５回W.C.S委員会未定
１６：００～木曽路第３回職業奉仕委員会火１０月　４日

ガバナー分室　会議室第３回地区補助金審議会金７日
ガバナー分室　会議室第２回ロータリー財団委員会金７日

１８：００～２２：００神戸屋第４回GSE委員会金７日
１４：３０～１６：００ガバナー分室　会議室第２回拡大委員会水１２日
１４：００～１６：００ガバナー分室　会議室第１回インターアクト委員会金１４日
１５：００～１７：００未定第３回社会奉仕委員会金１４日

未定第４回新世代委員会未定
未定第６回W.C.S委員会未定

１４：３０～１６：００ガバナー分室　会議室第３回インターネット委員会水１１月　２日
１３：３０～１６：００中区金山都市センター第３回ローターアクト委員会日６日
１５：００～１６：３０ガバナー分室　会議室第４回地区米山奨学・学友合同委員会木１０日
１３：４５～１５：００じろきん第２回ライラ委員会月１４日
１６：００～クレストンホテル第３回環境保全委員会木１７日
１８：００～２２：００神戸屋第５回GSE委員会金１８日
１８：００～２０：００中華　桃園第２回米山学友会役員会土１９日
１７：００～未定第１回財団奨学委員会水１２月　７日
１６：００～１９：００ホテルキャッスルプラザ第３回米山学友会役員会日２５日
１８：００～２２：００神戸屋第６回GSE委員会金１月　６日２００６年

１４：００～１６：００ガバナー分室　会議室第２回クラブ奉仕委員会木１９日
１４：００～１６：００ガバナー分室　会議室第２回インターアクト委員会金２０日
１６：３０～１８：００中区金山都市センター第３回ローターアクト委員会日２２日
１５：００～ガバナー分室　会議室第２回財団奨学委員会（奨学生募集要綱ポスター各RC発送手続き）火２４日
１５：００～１７：００ガバナー分室　会議室第４回社会奉仕委員会金２７日
１４：００～１６：００ガバナー分室　会議室第５回新世代委員会火２月　７日
１２：００～１５：００名鉄グランドホテル第２回RCC委員会火７日
１４：３０～１６：００ガバナー分室　会議室第３回拡大委員会水８日
１４：００～１７：００桜花学園青少年交換委員会（三者懇談会）土１１日
１４：３０～１６：００ガバナー分室　会議室第４回インターネット委員会水１５日
１６：００～木曽路第４回職業奉仕委員会水１５日
１６：００～クレストンホテル第４回環境保全委員会木１６日
１６：００～１９：００未定ＲＩ第２７６０地区　RCC交流会議金１７日
１３：４５～１５：００愛知県美浜少年自然の家第３回ライラ委員会日１９日
１８：００～２２：００神戸屋第７回GSE委員会金２４日
１１：００～１３：００名鉄ニューグランドホテル第３回ロータリー財団委員会日２６日
１８：００～２２：００神戸屋第８回ＧＳＥ委員会金３月　２４日
未定愛知県美浜少年自然の家第６回新世代合同委員会土２５日
１５：００～１６：３０ガバナー分室　会議室第２回国際奉仕委員会月４月　３日
１５：００～１６：３０ガバナー分室　会議室第５回米山奨学・学友委員会木６日
１６：００～クレストンホテル第５回環境保全委員会木１３日
１８：００～２２：００神戸屋第９回GSE委員会土２２日

未定第７回W.C.S委員会（視察報告会）未定
１８：００～２０：００中華　桃園第４回米山学友会役員会土５月　１３日
１６：３０～１８：００中区金山都市センター第４回ローターアクト委員会土１３日
１４：３０～１６：００ガバナー分室　会議室第５回インターネット委員会火１６日
１４：３０～１６：００ガバナー分室　会議室第４回拡大委員会水１７日
１４：００～ガバナー分室　会議室第３回財団奨学委員会（２００７～０８年度財団奨学生合格発表手続会）金６月　９日
１７：３０～１９：３０未定第４回地区ロータリー財団７委員会「合同委員会」金１６日
１６：００～クレストンホテル第６回環境保全委員会木２２日

未定会員増強委員会（反省会・慰労会）未定
未定第７回新世代委員会未定
未定第２回W.C.S委員会（視察旅行打ち合わせ会）未定
未定国際奉仕委員長会議打ち合わせ会未定

地区内クラブ委員長会議
時　　　間開 催 場 所会　　合　　名曜日開催日

１５：００～１９：００ホテルキャッスルプラザクラブ米山奨学委員長会議木８月　２５日２００５年

１１：４０～１６：３０名鉄ニューグランドホテル職業奉仕委員長会議金２６日
１３：００～１６：００名鉄ニューグランドホテルクラブ奉仕委員会委員長会議木９月　１日
１０：３０～１５：３０名鉄グランドホテル第１回会員増強委員会　委員長会議火６日
１５：００～１９：３０名古屋マリオットアソシアホテル第１回クラブ新世代委員長会議火６日
１５：００～１７：００未定第１回社会奉仕クラブ委員長会議金９日
１５：００～１７：００桜花学園　栄キャンパス第１回国際奉仕委員長会議水１４日
１２：００～クレストンホテル第１回環境保全委員長会議水２８日
１５：００～１９：００名鉄グランドホテル地区ロータリー財団委員長会議木１０月　２０日
１４：００～１６：３０未定広報・雑誌委員会委員長会議火２５日
１４：００～１７：００名古屋ＹＭＣＡインターアクトクラブ次期役員委員長研修会土１１月　１９日
１４：００～１６：００名古屋ＹＭＣＡインターアクトクラブ顧問・委員長会議土２月　１８日２００６年

未定愛知県美浜少年自然の家第２回クラブ新世代委員長会議土３月　２５日
１５：００～ホテルキャッスルプラザ第２回国際奉仕委員長会議水４月　１９日
１２：００～クレストンホテル第２回環境保全委員長会議金５月　２６日

未定新世代サミット（アクトとロータリーの協議会）未定
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式典及び記念行事
場　　　所式典及び記念行事名クラブ名曜日月　　　日

名古屋マリオットアソシアホテル創立３０周年記念式典西春日井土９月　１７日２００５年
未定創立１５周年記念式典一宮中央水１０月　２６日
豊川閣妙厳寺創立２０周年記念式典豊川宝飯日１１月　２７日
未定創立１５周年記念例会知立１月　未定２００６年
未定創立１５周年記念例会名古屋名南２月　未定
未定創立１０周年記念式典豊橋東２月　未定
未定創立２５周年記念式典名古屋名北３月　未定
未定創立２０周年記念式典豊山－城北３月　未定
ホテルアソシア豊橋創立４０周年記念例会豊橋南４月　３日
名鉄ニューグランドホテル創立１５周年記念例会名古屋名駅水４月　１２日
名古屋マリオットアソシアホテル創立４０周年記念式典名古屋みなと金４月　２１日
あいち知多農業（協）本部ビル創立４０周年記念例会常滑土５月　２７日
名古屋ガーデンパレス創立１０周年記念例会名古屋錦火６月　１３日
未定創立５５周年記念例会半田未定　　　
未定創立４５周年記念事業田原未定　　　
未定創立１５周年記念例会西尾KIRARA未定　　　
未定創立５５周年記念例会岡崎未定　　　

委員会主要行事
時　　　間開 催 場 所会　　合　　名曜日開催日

１８：００～２０：００名鉄ニューグランドホテル現・次年度ロータリー財団委員会金４月　１５日２００５年
７／９　１５：００～
７／１０　１２：００

大府勤労文化会館第１８回インターアクト海外派遣研修事前研修合宿（Ⅱ）
土７月　９日
日～１０日

１７：００～２０：００ホテルキャッスルプラザ第９回米山学友会（愛知）総会・懇親会土１６日
９：００～１６：００豊川高校第１６回インターアクト地区協議会月１８日

オーストラリア　メルボルン第１８回インターアクト海外派遣研修
金２２日
日～３１日

未定高輪プリンスホテルアジア第１－４ゾーン「ロータリー財団地域セミナー」日２４日
１３：３０～１６：００名鉄ニューグランドホテル２００６～０７年度財団奨学生「ガイダンス」日３１日
１２：３０～１７：００名鉄グランドホテル地区ロータリー財団セミナー金８月　５日
１０：００～１７：００未定青少年交換　２００６－０７年度派遣学生　選考会土６日
１４：００～１７：００名古屋YMCAインターアクト海外派遣研修反省会土２０日
８／２７　９：００～
　　２８　１７：００

桜花学園美杉林間学舎青少年交換派遣候補生、来日学生オリエンテーション
土２７日
日～２８日

未定ローターアクト国内研修
土１０月　８日
日～９日

１４：００～１９：００未定米山奨学生・学友合同企業見学会土１５日
１５：００～１７：００ホテルキャッスルプラザ米山奨学生カウンセラー研修会木１１月　１７日

高輪プリンスホテルアジア第１－４ゾーン「ロータリー財団地域セミナー」木２４日
１５：００～１６：３０ガバナー分室　会議室２００６学年度米山奨学生　第１次選考会（書類選考）木１２月　８日
１２／１０　９：００～
　　１１　１７：００

京都・奈良青少年交換　来日学生　京都奈良一泊交流会
土１０日
日～１１日

１６：００～１９：００ホテルキャッスルプラザ米山奨学生・学友忘年会日２５日
１２：３０～１５：００ガバナー分室　会議室２００７～０８年度プログラム「DDF選択会議」未定
１５：００～１６：３０ガバナー分室　会議室２００６学年度米山奨学生　第２次選考会（面接試験準備）木１月　１２日２００６年
９：００～１６：３０名古屋国際センター２００６学年度米山奨学生　第３次選考会（面接試験）土２月　４日
１５：００～１６：３０ガバナー分室　会議室２００６学年度米山奨学生　第４次選考会（判定会議決定）木９日
１３：３０～１５：３０名鉄グランドホテル２００６～０７年度財団奨学生「オリエンテーション」日２６日
１６：００～１９：００ホテルキャッスルプラザ米山奨学期間終了者歓送会・指導者教員感謝の会土３月　４日

未定ローターアクト海外研修
土１８日
火～２１日

愛知県美浜少年自然の家ライラセミナー
土２５日
日～２６日

２泊長野県白馬青少年交換委員会　白馬RCとの合同スキーオリエンテーション下旬
未定ローターアクト海外研修下旬

１８：００～２０：００名鉄グランドホテル現・次年度ロータリー財団委員会金４月　１４日
１４：００～１６：００ガバナー分室　会議室２００７～２００８年度財団奨学生「書類選考委員会」火１８日
１１：００～１４：３０名鉄ニューグランドホテル財団学友会総会、帰国報告会及び０６－０７年度財団奨学生壮行会日５月　７日
１３：００～１５：００ホテルキャッスルプラザ２００６学年度　米山奨学生カウンセラー研修会木１１日
１５：３０～１７：００ホテルキャッスルプラザ２００６学年度　米山奨学生のオリエンテーション木１１日

未定ローターアクト年次大会
土１３日
日～１４日

１２：００～１８：００国際会議場２００７～２００８年度財団奨学生候補者「面接試験」日１４日
未定青少年交換受入学生の一泊オリエンテーション中旬

１４：００～１６：００名古屋YMCA第１９回インターアクト海外派遣事前説明会土２０日
１４：００～１９：００未定米山奨学生・学友の学術研修会土２７日

ガバナー分室　会議室２００７～０８年度財団奨学生申請ＲＩ手続き会金６月　９日
６／１０　１５：００～
６／１１　１２：００

大府勤労文化会館　　　第１９回インターアクト海外派遣研修事前研修合宿（Ⅰ）
土１０日
日～１１日

未定ローターアクト指導者研修会
土６月　１７日
日～１８日

ロータリー特別月間・週間・日
識字率向上月間２００５年７月
会員増強および拡大月間　　　８月
新世代のための月間　　　９月
職業奉仕月間　米山月間　　　１０月
ロータリー財団月間　　　１１月
世界インターアクト週間　　　１１月５日を含む１週間
家族月間　　　１２月
ロータリー理解推進月間２００６年１月
追悼記念週間　　　１月２７日を含む１週間
世界理解月間　　　２月
ロータリー創立記念日　　　２月２３日
世界理解と平和週間　　　２月２３日～３月１日
世界ローターアクト週間　　　３月１３日を含む１週間
ロータリーの雑誌月間　　　４月
ロータリー親睦活動月間　　　６月
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