
ロータリー特別月間・週間・日（予定）
2019年 ７月

８月 会員増強・新クラブ結成推進月間
９月 基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間
10月 経済と地域社会の発展月間／米山月間

ロータリー学友参加推進月間（10月７日を含む１週間）
10月24日 世界ポリオデー
11月 ロータリー財団月間

世界インターアクト週間（11月５日を含む１週間）
12月 疾病予防と治療月間

2020年 １月 職業奉仕月間
１月27日 ポール・ハリス命日
２月 平和と紛争予防／紛争解決月間
２月23日 ロータリー創立記念日／世界理解と平和の日
２月23日～３月１日 世界理解と平和週間
３月 水と衛生月間

世界ローターアクト週間（３月13日を含む１週間）
４月 母子の健康月間
５月 青少年奉仕月間
６月 ロータリー親睦活動月間

式典及び記念事業
日程 曜日 クラブ名 周年記念式典・事業 場所

2019年 ７月21日 日 名古屋中ＲＣ 創立50周年記念事業
子ども食堂と夢挑戦フェスタ
名古屋市中小企業振興会館「吹上ホール」

10月７日 月 名古屋中ＲＣ 創立50周年記念式典 名古屋観光ホテル
10月７日 月 名古屋空港ＲＣ 創立45周年記念式典 キャッスルプラザ
10月20日 日 瀬戸ＲＣ 創立60周年記念式典 名古屋観光ホテル
11月７日 木 一宮ＲＣ 創立70周年記念式典 ホテルナゴヤキャッスル

2020年 ２月８日 土 半田南ＲＣ 創立40周年記念式典 名鉄グランドホテル
２月25日 火 豊田中ＲＣ 創立20周年記念式典 名鉄トヨタホテル
３月14日 土 名古屋丸の内ＲＣ 創立25周年記念式典 名古屋クレストンホテル
５月13日 水 豊田東ＲＣ 創立40周年記念式典 名鉄トヨタホテル
５月17日 日 江南ＲＣ 創立55周年記念式典 名古屋マリオットアソシアホテル
５月18日 月 名古屋栄ＲＣ 創立30周年記念式典 名古屋観光ホテル
５月24日 日 豊田三好ＲＣ 創立30周年記念式典 名鉄トヨタホテル
５月28日 木 名古屋瑞穂ＲＣ 創立40周年記念式典 ヒルトン名古屋
５月 名古屋ＲＣ 創立95周年・3500回記念例会 名古屋観光ホテル（予定）

未定 田原パシフィックＲＣ 創立30周年記念式典 未定



地区主要行事日程表
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年（１月～６月）
１月13日～19日 日～土 2019年ＲＩ国際協議会 アメリカ・サンディエゴ
１月26日 土 11：00～13：00 第４回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル
２月３日 日 10：00～15：00 新会員研修セミナー 名鉄グランドホテル
２月６日 水 16：00～18：00 第３回次期ガバナー補佐研修会議 ガバナー事務所会議室
２月15日 金 12：00～17：00 2019−20年度ロータリー財団補助金管理セミナー 名古屋東急ホテル
２月17日 日 15：30～19：00 2019−20年度地区チーム研修セミナー 名古屋東急ホテル
３月９日 土 10：00～16：00 2019−20年度会長エレクト研修セミナー 名古屋東急ホテル
３月23日～24日 土～日 第27回地区ＲＹＬＡセミナー 豊田市少年自然の家
４月３日 水 16：00～20：00 第４回次期ガバナー補佐研修会議 名鉄ニューグランドホテル
４月14日 日 13：00～17：00 2019−20年度地区研修・協議会 ホテルナゴヤキャッスル
５月15日 水 13：00～16：00 クラブリーダー研修会議 名鉄グランドホテル
６月１日～５日 土～水 2019年ＲＩ国際大会 ドイツ・ハンブルク
６月16日 日 学友・青少年交流シンポジウム 名古屋学院大学名古屋キャンパス白鳥学舎
６月22日 土 16：00～16：55 第２回ガバナー補佐会議 名鉄グランドホテル
６月22日 土 17：00～17：55 第５回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル
６月22日 土 18：00～20：00 地区役員会長幹事懇談会（2018−19年度） 名鉄グランドホテル
2019年（７月～12月）
７月６日 土 11：00～13：00 第１回地区諮問委員会 名鉄ニューグランドホテル
７月６日 土 13：00～14：30 第１回立法案審議委員会 名鉄ニューグランドホテル
７月25日 木 16：00～20：00 第１回次期ガバナー補佐研修会議 名古屋東急ホテル
７月26日 金 15：00～17：00 地区会員増強セミナー 名古屋国際センター
８月８日 木 12：00～17：00 地区ロータリー財団セミナー 名古屋東急ホテル
８月８日 木 RI会長来日歓迎レセプション（仮） 名古屋東急ホテル
９月７日 土 11：00～13：00 第２回地区諮問委員会 名鉄ニューグランドホテル
９月７日 土 13：00～14：30 第２回立法案審議委員会 名鉄ニューグランドホテル
９月29日 日 ９：30～17：00 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修パートⅠ 星城大学丸の内キャンパス
10月８日 火 15：00～16：30 第３回立法案審議委員会 ガバナー事務所会議室
10月12日～13日 土～日 第７回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ 久屋大通公園
11月９日 土 第３回地区諮問委員会 ホテルナゴヤキャッスル
11月９日 土 2019−20年度地区大会　第１日目 ホテルナゴヤキャッスル
11月９日 土 【同日開催】青少年フォーラム ホテルナゴヤキャッスル
11月10日 日 2019−20年度地区大会　第２日目 ホテルナゴヤキャッスル
11月24日 日 ９：30～17：00 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修パートⅡ 星城大学丸の内キャンパス
11月28日 木 16：00～18：00 第２回次期ガバナー補佐研修会議 ガバナー事務所会議室
12月７日 土 16：00～20：00 第１回ガバナー補佐会議 名鉄グランドホテル
2020年（１月～６月）
１月19日～25日 日～土 2020年ＲＩ国際協議会 アメリカ・サンディエゴ
１月17日 金 13：00～17：00 新会員研修セミナー 名鉄グランドホテル
１月26日 日 ９：30～19：30 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修パートⅢ 名鉄グランドホテル
２月１日 土 11：00～13：00 第４回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル
２月６日 木 16：00～18：00 第３回次期ガバナー補佐研修会議 ガバナー事務所会議室
２月８日 土 西尾張分区ＩＭ 名鉄ニューグランドホテル
２月14日 金 12：00～17：00 2020−21年度ロータリー財団補助金管理セミナー 名古屋東急ホテル
２月15日 土 東三河分区ＩＭ ホテルアークリッシュ豊橋
２月15日 土 西三河中分区ＩＭ 岡崎市竜美丘会館「大ホール」
２月16日 日 15：30～19：00 2020−21年度地区チーム研修セミナー 名古屋東急ホテル
２月22日 土 南尾張分区ＩＭ 名鉄グランドホテル
２月22日 土 東尾張分区ＩＭ キャッスルプラザ
２月22日 土 西三河分区ＩＭ 知立リリオコンサートホール･ホテルクラウンパレス知立
２月26日 水 東名古屋分区ＩＭ ホテルナゴヤキャッスル
２月27日 木 西名古屋分区ＩＭ ヒルトン名古屋
３月７日 土 10：00～16：00 2020−21年度会長エレクト研修セミナー ホテルナゴヤキャッスル
３月21日～22日 土～日 第32回全国ローターアクト研修会
３月28日～29日 土～日 第28回ＲＹＬＡセミナー 豊田勤労福祉センター
４月２日 木 16：00～20：00 第４回次期ガバナー補佐研修会議 名古屋東急ホテル
４月12日 日 13：00～16：30 2020−21年度地区研修・協議会 ホテルナゴヤキャッスル
６月６日～10日 土～水 2020年ＲＩ国際大会 アメリカ・ホノルル
６月20日 土 16：00～16：55 第２回ガバナー補佐会議 名鉄グランドホテル
６月20日 土 17：00～17：55 第５回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル
６月20日 土 18：00～20：00 地区役員会長幹事懇談会（2019−20年度） 名鉄グランドホテル



地区主要行事日程表（行事別）
〜2019年６月30日
主な行事・会議・セミナー

開催日 曜日 時間 会合名 場所

2019年３月23日～24日 土～日 第27回地区ＲＹＬＡセミナー 豊田市少年自然の家

４月３日 水 16：00～20：00 第４回次期ガバナー補佐研修会議 名鉄ニューグランドホテル

４月14日 日 13：00～17：00 2019−20年度　地区研修・協議会 ホテルナゴヤキャッスル

５月15日 水 13：00～16：00 クラブリーダー研修会議 名鉄グランドホテル

６月１日～５日 土～水 2019年ＲＩ国際大会 ドイツ・ハンブルク

６月16日 日 学友・青少年交流シンポジウム 名古屋学院大学名古屋キャンパス白鳥学舎

６月22日 土 16：00～16：55 第２回ガバナー補佐会議 名鉄グランドホテル

６月22日 土 17：00～17：55 第５回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル
６月22日 土 18：00～20：00 地区役員会長幹事懇談会（2018−19年度） 名鉄グランドホテル

2019年７月１日〜2020年６月30日
主な行事と会議

開催日 曜日 時間 会合名 場所

2019年８月８日 木 ＲＩ会長来日歓迎レセプション（仮） 名古屋東急ホテル

10月12日～13日 土～日 第７回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ 久屋大通公園

11月９日 土 2019−20年度地区大会　第１日目 ホテルナゴヤキャッスル

11月９日 土 【同日開催】青少年フォーラム ホテルナゴヤキャッスル

11月10日 日 2019−20年度地区大会　第２日目 ホテルナゴヤキャッスル

12月７日 土 16：00～20：00 第１回ガバナー補佐会議 名鉄グランドホテル

2020年１月19日～25日 日～土 2020年ＲＩ国際協議会 アメリカ・サンディエゴ

４月12日 日 13：00～16：30 2020−21年度地区研修・協議会 ホテルナゴヤキャッスル

６月６日～10日 土～水 2020年ＲＩ国際大会 アメリカ・ホノルル

６月20日 土 16：00～16：55 第２回ガバナー補佐会議 名鉄グランドホテル
６月20日 土 18：00～20：00 地区役員会長幹事懇談会（2019−20年度） 名鉄グランドホテル

セミナー研修会
開催日 曜日 時間 会合名 場所

2019年７月26日 金 15：00～17：00 地区会員増強セミナー 名古屋国際センター

８月８日 木 12：00～17：00 地区ロータリー財団セミナー 名古屋東急ホテル

９月29日 日 ９：30～17：00 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修パートⅠ 星城大学丸の内キャンパス

11月24日 日 ９：30～17：00 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修パートⅡ 星城大学丸の内キャンパス

2020年１月17日 金 13：00～17：00 新会員研修セミナー 名鉄グランドホテル

１月26日 日 ９：30～19：30 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修パートⅢ 名鉄グランドホテル

２月14日 金 12：00～17：00 2020−21年度ロータリー財団補助金管理セミナー 名古屋東急ホテル

２月16日 日 15：30～19：00 2020−21年度地区チーム研修セミナー 名古屋東急ホテル

３月７日 土 10：00～16：00 2020−21年度会長エレクト研修セミナー ホテルナゴヤキャッスル
３月28日～29日 土～日 第28回RYLAセミナー 豊田勤労福祉センター

諮問委員会
開催日 曜日 時間 会合名 場所

2019年７月６日 土 11：00～13：00 第１回地区諮問委員会 名鉄ニューグランドホテル

９月７日 土 11：00～13：00 第２回地区諮問委員会 名鉄ニューグランドホテル

11月９日 土 第３回地区諮問委員会 ホテルナゴヤキャッスル

2020年２月１日 土 11：00～13：00 第４回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル
６月20日 土 17：00～17：55 第５回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル



地区主要行事日程表（行事別）

立法案審議会
開催日 曜日 時間 会合名 場所

2019年７月６日 土 13：00～14：30 第１回立法案審議委員会 名鉄ニューグランドホテル

９月７日 土 13：00～14：30 第２回立法案審議委員会 名鉄ニューグランドホテル
10月８日 火 15：00～16：30 第３回立法案審議委員会 ガバナー事務所会議室

ＩＭ
開催日 曜日 時間 会合名 場所

2020年２月８日 土 西尾張分区ＩＭ 名鉄ニューグランドホテル

２月15日 土 東三河分区ＩＭ ホテルアークリッシュ豊橋

２月15日 土 西三河中分区ＩＭ 岡崎市竜美丘会館「大ホール」

２月22日 土 南尾張分区ＩＭ 名鉄グランドホテル

２月22日 土 東尾張分区ＩＭ キャッスルプラザ

２月22日 土 西三河分区ＩＭ 知立リリオコンサートホール･ホテルクラウンパレス知立

２月26日 水 東名古屋分区ＩＭ ホテルナゴヤキャッスル
２月27日 木 西名古屋分区ＩＭ ヒルトン名古屋

次期ガバナー補佐研修会議
開催日 曜日 時間 会合名 場所

2019年 ７月25日 木 16：00～20：00 第１回次期ガバナー補佐研修会議 名古屋東急ホテル

11月28日 木 16：00～18：00 第２回次期ガバナー補佐研修会議 ガバナー事務所会議室

2020年 ２月６日 木 16：00～18：00 第３回次期ガバナー補佐研修会議 ガバナー事務所会議室
４月２日 木 16：00～20：00 第４回次期ガバナー補佐研修会議 名古屋東急ホテル



地区内クラブ委員長会議日程表
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月31日 水 14：00～19：00 地区危機管理セミナー 名古屋マリオットアソシアホテル他
９月２日 月 16：00～20：00 クラブ公共イメージ向上委員長会議 名鉄グランドホテル

９月19日 木 16：00～20：30 クラブ米山奨学委員長会議
＆第23回米山学友会（愛知）総会 キャッスルプラザ

９月24日 火 15：00～17：00 社会奉仕委員長会議 名鉄グランドホテル
10月30日 水 14：00～18：30 職業奉仕委員長会議 名鉄ニューグランドホテル

2020年 ５月22日 金 15：00～19：00 地区内クラブ国際奉仕委員会 未定

委員会主要行事日程表
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ４月11日 木 14：00～17：00 2019学年度新規米山奨学生オリエンテーション キャッスルプラザ
４月14日 日 10：00～12：00 第１回地区インターアクト顧問会議 ホテルナゴヤキャッスル
５月12日 日 13：00～16：00 第32回地区インターアクト海外派遣事前説明会 愛知県青年の家（岡崎）
５月18日 土 春季米山奨学生学友合同研修会 カリモク家具

６月１日～６月２日 土～日 ９：00～22：00
６：00～16：00

第32回地区インターアクト海外派遣研修
第１回事前研修 愛知県青年の家（岡崎）

７月10日 水 13：00～15：00 2020学年度米山奨学生指定校大学担当者会議 ガバナー事務所会議室

７月13日～７月14日 土～日 ９：00～22：00
６：00～16：00

第32回地区インターアクト海外派遣研修
第２回事前研修 愛知県青年の家（岡崎）

７月13日 土 10：00～12：00 地区青少年交換プログラム
第10回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

７月13日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム受け入れ説明会 ウィンクあいち
７月15日 月 ９：00～16：00 第30回IAC年次大会 名古屋文理大学文化フォーラム

７月23日～７月31日 火～水 第32回地区インターアクト海外派遣研修 オーストラリアパース

８月３日 土 10：00～12：00 地区青少年交換プログラム
第11回オリエンテーション（最終） ガバナー事務所会議室

８月３日 土 13：00～17：00 2020−2021年度青少年交換志願者選考試験 ガバナー事務所会議室

８月23日～８月24日 金～土 地区青少年交換プログラム
第１回オリエンテーション・交流会 あいち健康の森（大府）

８月25日 日 ９：00～15：00 第32回地区インターアクト海外派遣事後研修 岡崎市竜美丘会館501号室
９月１日～９月３日 日～火 地区青少年交換プログラム強化合宿　富士山登山 YMCA東山荘
９月14日～９月15日 土～日 地区青少年交換プログラムROTEX主催キャンプ 未定

９月20日 金 15：00～17：00 第２回地区インターアクト顧問会議 未定

10月５日 土 10：00～12：00 地区青少年交換プログラム
第２回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

10月５日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第１回３者懇談会 未定

10月17日 木 14：00～17：30 米山カウンセラー研修会 キャッスルプラザ
11月２日 土 ８：00～18：00 秋季米山奨学生学友合同研修会 未定

11月２日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第３回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

11月28日 木 16：00～17：30 2020学年度米山奨学生第１次選考会
11月30日～12月１日 土～日 地区ローターアクト国内研修
12月９日～12月11日 月～水 地区青少年交換プログラムINBOUND研修 東京方面



委員会主要行事日程表

開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
12月14日 土 16：00～20：30 米山奨学生学友合同忘年会 キャッスルプラザ

12月21日 土 13：00～16：00 地区青少年交換プログラム
第４回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

12月21日 土 16：00～19：00 地区青少年交換プログラム
ROTEX主催クリスマス会 未定

2020年 １月８日 水 16：00～17：30 2020学年度米山奨学生第２次選考会 ガバナー事務所会議室
１月11日 土 ８：45～20：30 2020学年度米山奨学生第３次選考会 国際センター
１月18日 土 地区ローターアクト３地区合同プロジェクト

１月18日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第５回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

１月25日 土 ９：00～16：00 インターアクトクラブリーダー研修 愛知県青年の家（岡崎）

２月23日 日 10：00～12：00 地区青少年交換プログラム
第６回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

２月23日 日 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第２回３者懇談会 未定

３月14日 土 16：00～20：30 米山奨学期間終了者歓送会 キャッスルプラザ
３月21日～３月22日 土～日 第32回全国ローターアクト研修会

３月31日～４月２日 火～木 地区青少年交換プログラム
第７回オリエンテーション 白馬東急ホテル

３月31日～４月２日 火～木 第33回白馬RC主催地区合同交換学生の集い 白馬東急ホテル
４月９日 木 14：00～17：00 2020学年度新規米山奨学生オリエンテーション キャッスルプラザ

４月11日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第８回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

４月26日 日 地区ローターアクト年次大会
５月９日 土 13：00～16：00 第33回地区インターアクト海外派遣研修事前説明会 愛知県青年の家（岡崎）

５月16日～５月17日 土～日 第25回日本青少年交換研究会 山形
５月16日 土 ８：00～18：00 春季米山奨学生学友合同研修会 未定

５月23日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第９回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

５月24日 日 未定 第37回財団学友会総会 未定

５月30日～５月31日 土～日 ９：00～22：00
６：00～16：00

第33回地区インターアクト海外派遣研修
第１回事前研修 愛知県青年の家（岡崎）

５月31日 日 地区ローターアクト研修協議会

６月13日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第10回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

７月11日 土 10：00～12：00 地区青少年交換プログラム
第11回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

８月１日 土 10：00～12：00 地区青少年交換プログラム
第12回オリエンテーション（最終） ガバナー事務所会議室

未定 未定 他地区との危機管理委員会 未定
未定 未定 日本RYLAセミナー 未定
未定 未定 国際RYLA 未定
未定 未定 全国RYLA研究会 未定

WFF国際支援事業 未定
ネパールGG事業の最終報告書作成 ネパール



地区委員会日程表（全委員会・日付順）
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 １月25日 金 16：00～17：30 第１回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
２月13日 水 15：00～17：00 第１回地区戦略計画委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
２月22日 金 16：00～17：30 第１回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
３月15日 金 16：00～17：30 第２回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
３月15日 金 17：30～18：30 第２回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
３月22日 金 13：00～16：00 第１回DL研修 ガバナー事務所会議室
３月26日 火 15：00～17：00 第１回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
４月４日 木 16：00～17：30 第１回地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室
４月16日 火 14：30～17：30 第２回DL研修 ガバナー事務所会議室
４月19日 金 14：00～16：00 第１回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
４月19日 金 16：00～17：30 第３回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
５月８日 水 15：00～17：00 第２回地区戦略計画委員会 ガバナー事務所会議室
５月17日 金 13：00～16：00 第３回DL研修 ガバナー事務所会議室
５月17日 金 16：00～17：30 第４回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
５月22日 水 14：30～16：30 第１回地区大会企画委員会（新旧合同） ガバナー事務所会議室
５月24日 金 未定 第２回地区青少年奉仕委員会 未定
５月24日 金 18：00～20：00 新旧合同地区青少年奉仕委員会 キャッスルプラザ
６月１日 土 15：00～17：00 新旧合同引継ぎインターアクト委員会（予定者） 愛知県青年の家（岡崎）
６月７日 金 16：00～17：30 第３回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
６月８日 土 11：45～12：45 地区ローターアクト委員会予定者会議 未定
６月８日 土 13：00～17：00 準備会　RYLA委員会 名鉄トヨタホテル
６月12日 水 16：00～17：30 新旧合同委員会※18−19年度にて予定済み ガバナー事務所会議室
６月14日 金 14：00～16：00 第３回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
６月14日 金 16：00～17：30 第５回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
６月19日 水 15：00～17：00 第２回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
６月21日 金 13：00～16：00 第４回DL研修 ガバナー事務所会議室
６月27日 木 17：30～20：00 新旧合同地区米山記念奨学委員会 未定
７月３日 水 16：00～17：30 第１回危機管理委員会 ガバナー事務所会議室
７月４日 木 15：00～16：00 第１回ロータリー財団監査委員会 ガバナー事務所会議室
７月４日 木 16：00～17：30 第１回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所会議室
７月５日 金 16：00～17：30 第４回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
７月６日 土 13：00～17：00 第１回RYLA委員会 豊田福祉センター
７月６日 土 15：30～17：00 第１回学友委員会 ガバナー事務所会議室
７月７日 日 11：45～12：45 第１回地区ローターアクト委員会 未定
７月10日 水 16：00～17：30 第２回地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室
７月11日 木 16：00～17：30 第１回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
７月12日 金 13：00～16：00 第１回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
７月12日 金 16：00～17：30 第１回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
７月13日 土 ９：00～10：00 第１回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
７月13日 土 15：00～17：00 第１回インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）
７月16日 火 16：00～17：30 第１回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
７月17日 水 16：00～17：30 第１回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
７月19日 金 14：00～16：00 第４回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
７月19日 金 16：00～17：30 第６回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
７月24日 水 15：00～17：00 第３回職業奉仕委員会 名鉄グランドホテル
７月24日 水 16：00～18：00 第１回地区公共イメージ向上委員会（今年度事業） ガバナー事務所会議室
７月25日 木 16：00～17：30 第１回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
７月26日 金 13：00～15：00 第５回会員増強委員会 名古屋国際センター



地区委員会日程表（全委員会・日付順）

開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
７月30日 火 15：00～17：00 第１回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
８月２日 金 14：00～16：00 第５回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
８月２日 金 16：00～17：30 第７回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
８月３日 土 ９：00～10：00 第２回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
８月６日 火 15：00～17：00 第２回地区大会企画委員会 ガバナー事務所会議室
８月７日 水 16：00～18：00 第２回地区公共イメージ向上委員会（今年度事業） ガバナー事務所会議室
８月８日 木 16：00～17：30 第３回地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室
８月17日 土 15：30～17：00 第２回学友委員会 ガバナー事務所会議室
８月20日 火 15：00～17：00 第２回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
８月21日 水 13：40～15：00 第１回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
８月21日 水 16：00～18：00 第３回地区公共イメージ向上委員会（委員長会議向け） ガバナー事務所会議室
８月22日 木 16：00～17：30 第２回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
８月23日 金 ９：00～10：00 第３回地区青少年交換委員会 あいち健康の森（大府）
８月23日 金 13：00～16：00 第２回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
８月25日 日 15：00～17：00 第２回インターアクト委員会 岡崎市竜美丘会館501号室
９月１日 日 第４回地区青少年交換委員会 YMCA東山荘
９月３日 火 15：00～17：00 第３回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
９月４日 水 15：00～16：00 第１回地区財務委員会 ガバナー事務所会議室
９月５日 木 16：00～17：30 第４回地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室
９月６日 金 15：00～16：00 第１回資金管理委員会 ガバナー事務所会議室
９月６日 金 16：00～17：30 第２回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所会議室
９月７日 土 13：00～17：00 第２回RYLA委員会 豊田福祉センター
９月10日 火 14：00～16：00 第６回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
９月10日 火 16：00～17：30 第８回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
９月12日 木 16：00～17：30 第２回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
９月13日 金 13：00～16：00 第３回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
９月13日 金 16：00～17：30 第６回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
９月14日 土 15：30～17：00 第３回学友委員会 ガバナー事務所会議室
９月18日 水 16：00～17：30 第３回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
９月19日 木 17：00～18：00 第２回拡大委員会 ガバナー事務所会議室
９月20日 金 15：00～17：00 第３回インターアクト委員会 未定
９月24日 火 16：00～17：30 第２回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
９月25日 水 16：00～17：30 第９回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
９月26日 木 16：00～17：30 第２回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
９月28日 土 11：45～12：45 第２回地区ローターアクト委員会 未定
10月２日 水 16：00～18：00 第４回地区公共イメージ向上委員会（ＷＦＦ向け） ガバナー事務所会議室
10月３日 木 15：00～17：00 第３回地区大会企画委員会 ガバナー事務所会議室
10月４日 金 14：00～16：00 第１回ロータリー財団委員会全委員研修会 ガバナー事務所会議室
10月４日 金 16：00～17：30 第１回ロータリー財団委員会全委員会 ガバナー事務所会議室
10月５日 土 10：30～12：00 第５回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
10月７日 月 16：00～17：30 第４回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
10月８日 火 15：00～17：00 第７回地区青少年奉仕委員会 未定
10月８日 火 17：00～18：30 第10回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
10月９日 水 13：40～15：00 第２回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
10月９日 水 15：00～17：00 第４回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
10月10日 木 16：00～17：30 第３回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
10月18日 金 13：00～16：00 第４回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
10月30日 水 16：00～18：00 第５回地区公共イメージ向上委員会（地区大会向け） ガバナー事務所会議室



地区委員会日程表（全委員会・日付順）

開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
11月２日 土 11：30～13：00 第６回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
11月５日 火 16：00～17：30 第３回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
11月14日 木 16：00～17：30 第４回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
11月15日 金 13：00～16：00 第５回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
11月15日 金 16：00～17：30 第５回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
11月16日 土 13：00～17：00 第３回RYLA委員会 豊田福祉センター
11月19日 火 16：00～17：00 第４回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
11月20日 水 14：00～15：30 第２回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
11月20日 水 16：00～17：30 第３回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所会議室
11月25日 月 16：00～17：30 第２回危機管理委員会 ガバナー事務所会議室
11月27日 水 16：00～18：00 第６回地区公共イメージ向上委員会（次年度計画協議向け） ガバナー事務所会議室
12月５日 木 16：00～17：30 第３回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
12月８日 日 ９：30～00：00 第４回グローバル奨学生・平和フェロー委員会　申請者面接会 ガバナー事務所会議室
12月11日 水 13：40～15：00 第３回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
12月11日 水 16：00～17：30 第６回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
12月13日 金 13：00～16：00 第６回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
12月15日 日 11：45～12：45 第３回地区ローターアクト委員会 未定
12月21日 土 10：30～12：00 第７回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 １月９日 木 16：00～17：30 第５回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
１月10日 金 16：00～17：30 第５回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
１月11日 土 13：00～17：00 第４回RYLA委員会 豊田福祉センター
１月15日 水 16：00～17：30 第７回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
１月18日 土 11：30～13：00 第８回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
１月22日 水 16：00～18：00 第７回地区公共イメージ向上委員会（地区協議会向け） ガバナー事務所会議室
１月24日 金 16：00～17：30 第３回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
１月25日 土 15：00～17：00 第４回インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）
１月28日 火 14：30～15：30 地区活動資金（DDF）承認会議 ガバナー事務所会議室
１月28日 火 15：30～16：30 第２回ロータリー財団委員会全委員研修会 ガバナー事務所会議室
１月28日 火 16：30～17：30 第２回ロータリー財団委員会全委員会 ガバナー事務所会議室
１月29日 水 15：00～16：00 第２回地区財務委員会 ガバナー事務所会議室
１月31日 金 16：00～17：30 第７回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
２月４日 火 15：00～17：00 第５回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
２月５日 水 15：00～16：00 第２回ロータリー財団監査委員会 ガバナー事務所会議室
２月５日 水 16：00～17：30 第４回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所会議室
２月７日 金 16：00～17：30 第７回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
２月８日 土 14：00～17：00 第８回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
２月９日 日 11：45～12：45 第４回地区ローターアクト委員会 未定
２月12日 水 13：40～15：00 第４回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
２月12日 水 15：00～17：00 第５回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
２月13日 木 16：00～17：30 第６回国際奉仕委員会 矢場とん本店
２月13日 木 17：00～18：00 第３回拡大委員会 ガバナー事務所会議室
２月19日 水 15：00～16：00 第２回資金管理委員会 ガバナー事務所会議室
２月19日 水 16：00～17：30 第８回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
２月20日 木 16：00～17：30 第４回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
２月23日 日 ９：00～10：00 第９回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
２月28日 金 16：00～17：30 第４回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
３月６日 金 16：00～17：30 第５回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
３月７日 土 13：00～17：00 第５回RYLA委員会 豊田福祉センター



地区委員会日程表（全委員会・日付順）

開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
３月12日 木 16：00～17：30 第７回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
３月13日 金 16：00～17：30 第９回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
３月14日 土 15：30～17：00 第４回学友委員会 ガバナー事務所会議室
３月17日 火 16：00～17：30 第３回危機管理委員会 ガバナー事務所会議室
３月18日 水 13：40～15：00 第５回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
３月18日 水 16：00～18：00 第８回地区公共イメージ向上委員会（地区協議会向け） ガバナー事務所会議室
３月19日 木 16：00～17：30 第６回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
３月25日 水 15：00～17：00 第６回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
３月26日 木 16：00～17：30 第５回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
３月27日 金 16：00～17：30 第６回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
３月31日 火 第10回地区青少年交換委員会 白馬東急ホテル
４月２日 木 16：00～17：30 2020−21年度第１回地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室
４月３日 金 16：00～17：30 第７回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
４月４日 土 13：00～17：00 第６回RYLA委員会 豊田福祉センター
４月４日 土 14：00～17：00 第９回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
４月８日 水 14：00～15：30 第８回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
４月８日 水 16：00～17：30 第３回ロータリー財団委員会全委員会 ガバナー事務所会議室
４月９日 木 16：00～17：30 第８回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
４月11日 土 11：30～13：00 第11回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
４月15日 水 16：00～17：30 第10回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
４月23日 木 16：00～17：30 第７回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
４月24日 金 16：00～17：30 第９回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
５月９日 土 16：00～18：00 第５回インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）
５月12日 火 15：00～17：00 第６回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
５月13日 水 13：40～15：00 第６回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
５月14日 木 14：30～16：00 第10回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
５月14日 木 16：00～17：30 地区活動資金（DDF）審査会 ガバナー事務所会議室
５月14日 木 16：00～17：30 第９回国際奉仕委員会 矢場とん本店
５月19日 火 15：00～17：00 第４回地区大会企画委員会 ガバナー事務所会議室
５月20日 水 16：00～17：30 第11回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
５月21日 木 17：00～18：00 新旧合同拡大委員会 ガバナー事務所会議室
５月22日 金 18：00～20：00 新旧合同地区青少年奉仕委員会 未定
５月23日 土 11：30～13：00 第12回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
５月27日 水 16：00～18：00 第９回地区公共イメージ向上委員会（次年度向け） ガバナー事務所会議室
５月27日 水 16：00～17：30 新旧ロータリー財団委員会全委員会 ラグナスイート名古屋
５月27日 水 17：30～19：30 新旧ロータリー財団委員会交流会 ラグナスイート名古屋
５月28日 木 16：00～17：30 第６回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
５月30日 土 15：00～17：00 第６回新旧合同インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）
６月10日 水 15：00～17：00 第７回職業奉仕委員会 未定
６月13日 土 11：30～13：00 第13回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
６月14日 日 11：45～12：45 第５回地区ローターアクト委員会 未定
６月18日 木 16：00～20：00 新旧合同国際奉仕委員会 未定
６月25日 木 16：00～17：30 第７回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室



地区委員会日程表（委員会別）
研修委員会

開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
2019年 ３月22日 金 13：00～16：00 第１回DL研修 ガバナー事務所会議室

４月16日 火 14：30～17：30 第２回DL研修 ガバナー事務所会議室
５月17日 金 13：00～16：00 第３回DL研修 ガバナー事務所会議室
６月21日 金 13：00～16：00 第４回DL研修 ガバナー事務所会議室
７月12日 金 13：00～16：00 第１回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
８月23日 金 13：00～16：00 第２回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
９月13日 金 13：00～16：00 第３回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
10月18日 金 13：00～16：00 第４回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
11月15日 金 13：00～16：00 第５回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
12月13日 金 13：00～16：00 第６回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 ２月７日 金 16：00～17：30 第７回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室

地区戦略計画委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ２月13日 水 15：00～17：00 第１回地区戦略計画委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
５月８日 水 15：00～17：00 第２回地区戦略計画委員会 ガバナー事務所会議室

危機管理委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月３日 水 16：00～17：30 第１回危機管理委員会 ガバナー事務所会議室
11月25日 月 16：00～17：30 第２回危機管理委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 ３月17日 火 16：00～17：30 第３回危機管理委員会 ガバナー事務所会議室

地区財務委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ９月４日 水 15：00～16：00 第１回地区財務委員会 ガバナー事務所会議室
2020年 １月29日 水 15：00～16：00 第２回地区財務委員会 ガバナー事務所会議室

拡大委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ６月12日 水 16：00～17：30 新旧合同委員会※18−19年度にて予定済み ガバナー事務所会議室
９月19日 木 17：00～18：00 第２回拡大委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 ２月13日 木 17：00～18：00 第３回拡大委員会 ガバナー事務所会議室
５月21日 木 17：00～18：00 新旧合同拡大委員会 ガバナー事務所会議室

会員増強委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 １月25日 金 16：00～17：30 第１回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
３月15日 金 16：00～17：30 第２回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
６月７日 金 16：00～17：30 第３回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
７月５日 金 16：00～17：30 第４回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
７月26日 金 13：00～15：00 第５回会員増強委員会 名古屋国際センター
９月13日 金 16：00～17：30 第６回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 １月31日 金 16：00～17：30 第７回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室



地区委員会日程表（委員会別）

職業奉仕員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ３月26日 火 15：00〜17：00 第１回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
６月19日 水 15：00〜17：00 第２回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
７月24日 水 15：00〜17：00 第３回職業奉仕委員会 名鉄グランドホテル
10月９日 水 15：00〜17：00 第４回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 ２月12日 水 15：00〜17：00 第５回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
３月25日 水 15：00〜17：00 第６回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
６月10日 水 15：00〜17：00 第７回職業奉仕委員会 未定

社会奉仕委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月30日 火 15：00〜17：00 第１回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
８月20日 火 15：00〜17：00 第２回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
９月３日 火 15：00〜17：00 第３回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
11月19日 火 16：00〜17：00 第４回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 ２月４日 火 15：00〜17：00 第５回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
５月12日 火 15：00〜17：00 第６回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室

国際奉仕委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月11日 木 16：00〜17：30 第１回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
９月12日 木 16：00〜17：30 第２回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
10月10日 木 16：00〜17：30 第３回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
11月14日 木 16：00〜17：30 第４回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 １月９日 木 16：00〜17：30 第５回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
２月13日 木 16：00〜17：30 第６回国際奉仕委員会 矢場とん本店
３月12日 木 16：00〜17：30 第７回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
４月９日 木 16：00〜17：30 第８回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
５月14日 木 16：00〜17：30 第９回国際奉仕委員会 矢場とん本店
６月18日 木 16：00〜20：00 新旧合同国際奉仕委員会 未定

青少年奉仕委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ４月19日 金 14：00〜16：00 第１回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
５月24日 金 未定 第２回地区青少年奉仕委員会 未定
５月24日 金 18：00〜20：00 新旧合同地区青少年奉仕委員会 キャッスルプラザ
６月14日 金 14：00〜16：00 第３回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
７月19日 金 14：00〜16：00 第４回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
８月２日 金 14：00〜16：00 第５回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
９月10日 火 14：00〜16：00 第６回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
10月８日 火 15：00〜17：00 第７回地区青少年奉仕委員会 未定

2020年 ２月８日 土 14：00〜17：00 第８回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
４月４日 土 14：00〜17：00 第９回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
５月22日 金 18：00〜20：00 新旧合同地区青少年奉仕委員会 未定



地区委員会日程表（委員会別）

インターアクト委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ６月１日 土 15：00～17：00 新旧合同引継ぎインターアクト委員会（予定者） 愛知県青年の家（岡崎）
７月13日 土 15：00～17：00 第１回インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）
８月25日 日 15：00～17：00 第２回インターアクト委員会 岡崎市竜美丘会館501号室
９月20日 金 15：00～17：00 第３回インターアクト委員会 未定

2020年 １月25日 土 15：00～17：00 第４回インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）
５月９日 土 16：00～18：00 第５回インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）
５月30日 土 15：00～17：00 第６回新旧合同インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）

ローターアクト委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ６月８日 土 11：45～12：45 地区ローターアクト委員会予定者会議 未定
７月７日 日 11：45～12：45 第１回地区ローターアクト委員会 未定
９月28日 土 11：45～12：45 第２回地区ローターアクト委員会 未定
12月15日 日 11：45～12：45 第３回地区ローターアクト委員会 未定

2020年 ２月９日 日 11：45～12：45 第４回地区ローターアクト委員会 未定
６月14日 日 11：45～12：45 第５回地区ローターアクト委員会 未定

※終了後、13：00～地区ローターアクト会長・幹事会

RYLA委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ６月８日 土 13：00～17：00 準備会　RYLA委員会 名鉄トヨタホテル
７月６日 土 13：00～17：00 第１回RYLA委員会 豊田福祉センター
８月21日 水 13：40～15：00 第１回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
９月７日 土 13：00～17：00 第２回RYLA委員会 豊田福祉センター
10月９日 水 13：40～15：00 第２回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
11月16日 土 13：00～17：00 第３回RYLA委員会 豊田福祉センター
12月11日 水 13：40～15：00 第３回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル

2020年 １月11日 土 13：00～17：00 第４回RYLA委員会 豊田福祉センター
２月12日 水 13：40～15：00 第４回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
３月７日 土 13：00～17：00 第５回RYLA委員会 豊田福祉センター
３月18日 水 13：40～15：00 第５回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
４月４日 土 13：00～17：00 第６回RYLA委員会 豊田福祉センター
５月13日 水 13：40～15：00 第６回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル

青少年交換委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月13日 土 ９：00～10：00 第１回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
８月３日 土 ９：00～10：00 第２回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
８月23日 金 ９：00～10：00 第３回地区青少年交換委員会 あいち健康の森（大府）
９月１日 日 第４回地区青少年交換委員会 YMCA東山荘
10月５日 土 10：30～12：00 第５回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
11月２日 土 11：30～13：00 第６回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
12月21日 土 10：30～12：00 第７回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 １月18日 土 11：30～13：00 第８回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
２月23日 日 ９：00～10：00 第９回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
３月31日 火 第10回地区青少年交換委員会 白馬東急ホテル
４月11日 土 11：30～13：00 第11回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
５月23日 土 11：30～13：00 第12回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
６月13日 土 11：30～13：00 第13回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室



地区委員会日程表（委員会別）

公共イメージ向上委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月24日 水 16：00～18：00 第１回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室
８月７日 水 16：00～18：00 第２回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室
８月21日 水 16：00～18：00 第３回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室
10月２日 水 16：00～18：00 第４回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室
10月30日 水 16：00～18：00 第５回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室
11月27日 水 16：00～18：00 第６回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 １月22日 水 16：00～18：00 第７回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室
３月18日 水 16：00～18：00 第８回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室
５月27日 水 16：00～18：00 第９回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室

地区大会企画委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ５月22日 水 14：30～16：30 第１回地区大会企画委員会（新旧合同） ガバナー事務所会議室
８月６日 火 15：00～17：00 第２回地区大会企画委員会 ガバナー事務所会議室
10月３日 木 15：00～17：00 第３回地区大会企画委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 ５月19日 火 15：00～17：00 第４回地区大会企画委員会 ガバナー事務所会議室

ロータリー財団監査委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月４日 木 15：00～16：00 第１回ロータリー財団監査委員会 ガバナー事務所会議室
2020年 ２月５日 水 15：00～16：00 第２回ロータリー財団監査委員会 ガバナー事務所会議室

ロータリー財団委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月４日 木 16：00～17：30 第１回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所会議室
９月６日 金 16：00～17：30 第２回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所会議室
10月４日 金 14：00～16：00 第１回ロータリー財団委員会全委員研修会 ガバナー事務所会議室
10月４日 金 16：00～17：30 第１回ロータリー財団委員会全委員会 ガバナー事務所会議室
11月20日 水 16：00～17：30 第３回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所会議室

2020年 １月28日 火 14：30～15：30 地区活動資金（DDF）承認会議 ガバナー事務所会議室
１月28日 火 15：30～16：30 第２回ロータリー財団委員会全委員研修会 ガバナー事務所会議室
１月28日 火 16：30～17：30 第２回ロータリー財団委員会全委員会 ガバナー事務所会議室
２月５日 水 16：00～17：30 第４回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所会議室
４月８日 水 16：00～17：30 第３回ロータリー財団委員会全委員会 ガバナー事務所会議室
５月14日 木 16：00～17：30 地区活動資金（DDF）審査会 ガバナー事務所会議室
５月27日 水 16：00～17：30 新旧ロータリー財団委員会全委員会 ラグナスイート名古屋
５月27日 水 17：30～19：30 新旧ロータリー財団委員会交流会 ラグナスイート名古屋

資金管理委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ９月６日 金 15：00～16：00 第１回資金管理委員会 ガバナー事務所会議室
2020年 ２月19日 水 15：00～16：00 第２回資金管理委員会 ガバナー事務所会議室



地区委員会日程表（委員会別）

資金推進委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月25日 木 16：00～17：30 第１回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
９月26日 木 16：00～17：30 第２回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
12月５日 木 16：00～17：30 第３回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 ２月20日 木 16：00～17：30 第４回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
３月26日 木 16：00～17：30 第５回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
５月28日 木 16：00～17：30 第６回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
６月25日 木 16：00～17：30 第７回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室

補助金委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月12日 金 16：00～17：30 第１回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
11月20日 水 14：00～15：30 第２回補助金委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 １月24日 金 16：00～17：30 第３回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
２月28日 金 16：00～17：30 第４回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
３月６日 金 16：00～17：30 第５回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
３月27日 金 16：00～17：30 第６回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
４月３日 金 16：00～17：30 第７回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
４月８日 水 14：00～15：30 第８回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
４月24日 金 16：00～17：30 第９回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
５月14日 木 14：30～16：00 第10回補助金委員会 ガバナー事務所会議室

ポリオプラス／職業研修チーム委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月17日 水 16：00～17：30 第１回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
８月22日 木 16：00～17：30 第２回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
９月18日 水 16：00～17：30 第３回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
10月７日 月 16：00～17：30 第４回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
11月15日 金 16：00～17：30 第５回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
12月11日 水 16：00～17：30 第６回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 １月15日 水 16：00～17：30 第７回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
２月19日 水 16：00～17：30 第８回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
３月13日 金 16：00～17：30 第９回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
４月15日 水 16：00～17：30 第10回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
５月20日 水 16：00～17：30 第11回ポリオプラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室

グローバル奨学生・平和フェロー委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月16日 火 16：00～17：30 第１回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
９月24日 火 16：00～17：30 第２回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
11月５日 火 16：00～17：30 第３回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
12月８日 日 ９：30～ 第４回グローバル奨学生・平和フェロー委員会　申請者面接会 ガバナー事務所会議室

2020年 １月10日 金 16：00～17：30 第５回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
３月19日 木 16：00～17：30 第６回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
４月23日 木 16：00～17：30 第７回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室



地区委員会日程表（委員会別）

米山記念奨学委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ４月４日 木 16：00～17：30 第１回地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室
６月27日 木 17：30～20：00 新旧合同地区米山記念奨学委員会 未定
７月10日 水 16：00～17：30 第２回地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室
８月８日 木 16：00～17：30 第３回地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室
９月５日 木 16：00～17：30 第４回地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 ４月２日 木 16：00～17：30 2020−21年度第１回地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室

学友委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月６日 土 15：30～17：00 第１回学友委員会 ガバナー事務所会議室
８月17日 土 15：30～17：00 第２回学友委員会 ガバナー事務所会議室
９月14日 土 15：30～17：00 第３回学友委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 ３月14日 土 15：30～17：00 第４回学友委員会 ガバナー事務所会議室

WFF実行委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ２月22日 金 16：00～17：30 第１回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
３月15日 金 17：30～18：30 第２回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
４月19日 金 16：00～17：30 第３回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
５月17日 金 16：00～17：30 第４回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
６月14日 金 16：00～17：30 第５回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
７月19日 金 16：00～17：30 第６回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
８月２日 金 16：00～17：30 第７回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
９月10日 火 16：00～17：30 第８回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
９月25日 水 16：00～17：30 第９回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
10月８日 火 17：00～18：30 第10回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
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