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2021年 3月吉日 

国際ロータリー第 2730地区 

各ロータリークラブ 御中 

国際ロータリー第 2730 地区 

ガバナーエレクト 井福 博文 

次年度地区幹事  𠮷原 信幸 

 

 

国際ロータリー第 2730地区 

2021-22年度のための地区研修・協議会開催のご案内 

 
早春の候、貴クラブにおかれましては、ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

また、日頃より地区の運営にご理解とご協力を賜りまして誠にありがとうございます。 

 さて、地区研修・協議会を下記のとおり開催いたします。 

 つきましては、別紙の参加申込書に貴クラブより参加される方についてご記入いただ

き、4月 1日（木）までにガバナーエレクト事務所宛、ご返送頂きますようお願い申し

上げます。 

 尚、本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、人数制限（１クラブ 10人以内）

での開催をいたします事をご了承下さいませ。 
   

記 

 

1.日 時：2021 年 4月 24 日（土）（詳細は別紙、式次第を参照） 

 

2.場 所：都城市総合文化ホール 

    〒885-0024 宮崎県都城市北原町 1106-100  電話 0986-23-7140 

※ 駐車場に限りがあります。できるだけ、乗り合わせ等の対応をお願いします。 

 

3.登録料（昼食費込）： 8,000円 × 登録人数 

※ただし、下記の方は登録料を免除させて頂きます。 

ガバナー、パストガバナー、ガバナーノミニー、ガバナーノミニーデジグネート、 

次期ガバナー補佐、次期地区各部門長、ロータリーの友地区代表委員 

ロータリー学友委員会委員長 

 

  

登 録 受 付 9：00～  

会長エレクト

会 議 
9：20～9：45 （会長エレクトは、必ずご出席下さい。） 

本 会 議 10：00～12：00 （終了後、昼食） 

分 科 会 13：15～15：15  
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会長エレクト会議及び分科会について 

会長エレクト会議 

中ホール 会長エレクト 
9:20～9:45 

会長エレクト 

会長

E 

 

本会議 

大ホール 本会議 
10：00～12：00（9:00受付） 

 
全員 

 
分科会 

分 科 会 クラブ参加委員 人数 

中ホール 

会員増強・拡大 会員増強・拡大 １ 

クラブ管理 会長・幹事 ２ 

広報・公共イメージ 
広報・公共イメージ委員長・ロータ

リーの友 
１ 

    

大ホール 

奉仕プロジェクト 
職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青

少年奉仕関連委員会から各１名 
４ 

ロータリー財団・米山記念 ロータリー財団、米山奨学委員会 ２ 

 

※ 構えられていない委員会につきましては、代表の方がご出席下さい。 

ぜひ、各部門への出席をお願いします。 

※ 出席人数におかれましては各クラブ内で調整をお願いします。 

※ 各会議場につきましては、当日お知らせ致します。 

※ 会場内ではマスクの着用とアルコール消毒をお願いします。 

※ 会長エレクト以外の代表の方が資料、名札等まとめてお受け取りください。 

※ 事務局員の登録料は免除ですが弁当代（１５００円）はご負担ください。 
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参加申込書 

 

【                     】 ロータリークラブ 

 分科会 部門 参加者氏名 

１ 会員増強・拡大 会員増強・拡大  

２ 

クラブ管理 

会長  

３ 幹事  

４ 広報・公共イメージ 広報・公共イメージ委員長・ロータ

リーの友 

 

５ 

奉仕プロジェクト 

職業奉仕  

６ 社会奉仕  

７ 国際奉仕  

８ 
青少年奉仕関連委員会 

 

９ 
ロータリー財団・米

山記念 

ロータリー財団  

10 米山記念奨学委員会  

※事務局員が参加される場合は昼食代（一人当たり１５００円税込） 

事務局員参加人数＿＿＿＿＿＿名     昼食注文の場合＿＿＿＿＿＿個  

参加人数合計＿＿＿＿＿＿＿＿名     参加費合計＿＿＿＿＿＿＿＿円 

 

 振込先：宮崎銀行 都城営業部 普通預金 №405742 

国際ロータリー第 2730地区地区研修・協議会  会計 𠮷田 努 

 

お振込みの際は、各クラブでまとめてお願い致します 

 登録料お振込みの締め切りを４月 9 日(金)とさせていただ

きます。 

その後の変更による返金は致しかねますので、ご了承くださ

い。 

 

※ご不明な点は井福博文ガバナーエレクト事務所までお問い合わせ下さい。 
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国際ロータリー第 2730地区 地区研修・協議会式次第 

 

2021年 4月 24 日（土）都城市総

合文化ホール 

9：00 受付開始 

｛次期会長会議｝ 参加対象者：会長エレクト  会場：中ホール 

9：20 本年度地区決算見込説明         地区財務委員長         

山崎 隆夫 

   次期地区予算説明及び承認について    次期地区財務委員長       

𠮷田 努 

9: 45 閉会 

 

｛本会議｝                会場：大ホール 

10：00 歓迎の挨拶             都城西ロータリークラブ会長    

外山 俊明 

     開会・点鐘                 ガバナーエレクト     

井福 博文 

     国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」 

       出席者紹介                 次期地区幹事       

𠮷原 信幸 

10：15 ガバナー挨拶                                ガバナー         

風呂井 敬  

10：20 次年度ＲＩテーマ及び地区基本方針      ガバナーエレクト      

井福 博文 10：40 クラブ運営について             次期地区研修リ

ーダー   野中 玄雄                      

 危機管理について              次期地区危機管理委員長  

野中 玄雄 

10：55 地区戦略計画                次期地区戦略計画委員長  

山下 皓三 

    ロータリーリーダーシップ研究会       次期ＲＬＩ委員長     
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山下 皓三                                    

11：10 規定審議会報告               規定審議会地区代表    

押川 弘已 

11：25 ガバナー月信について            次期ガバナー月信委員長  

東  淑惠 

11：30 公式訪問日程と要項・次期組織について    次期地区幹事       

𠮷原 信幸 

11：35 地区大会案内                地区大会実行委員長    

小坂泰一郎 

11：40 ガバナーノミニー紹介・挨拶       ガバナーノミニー     

山ノ内文治 

11：45 ガバナーノミニーデジグネート紹介・挨拶   ガバナーＮデジグネート  

津野田兼吾 

11：50 講評                    次期地区研修リーダー   

野中 玄雄 

12：00 閉会・点鐘                 ガバナーエレクト     

井福 博文 

移動      昼食（ロイヤルホテル） 

 

 

午後の部 

13：15  ２会場に分かれて 

【分科会】 

分 科 会 クラブ参加委員 
持ち時

間 

中ホール 

クラブ管理 会長・幹事・ガバナー補佐 ３０分 

会員増強・拡大 会員増強・拡大 ３５分 

広報・公共イメージ 
広報・公共イメージ委員長(40分) 

ロータリーの友(15分) 
５５分 
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大ホール 

奉仕プロジェクト 

職業奉仕（10分）、社会奉仕（20分） 

国際奉仕（10分） 

青少年奉仕関連委員会（15分） 

５５分 

ロータリー財団・米山記念 
ロータリー財団（45分） 

米山奨学委員会（20分） 
６５分 

 

 

１５：１５終了・部門別に解散 
 

 


