
国際ロータリー第2710地区 地区行事難程

2016/3/18 (水 ) 01 6Eを囲む会 古率量

2016/5/19 (本) 010・ 11合爾 G奪を醸む会 福山ニューキャッスルホテル

2016/5/20 (金) 鰺 G織を購む会 総月

2016/5/21 (上) 博 OEを麟む会 シティプラザ すぎや

2016/5/23 (上) 圏朦ロータリー第107鐵年次大会 728-6/1 鐵 ソウル

2016/5/28 (上 ) IA指導者研修会 (広轟)
広島熱立大学二朦キャンパス

如水館 (二藤RC)織 当

2016/5/29 (機 ) IA指導驚球 議会 (山 口)
防府とくぢJA会館
防府letT_高 等学校 (防府鸞)擦当

2016/5/29 (日 ) 濾次年度撥導者研修会 ピューポー トくれ

2016/6/6 (繊 ) 第S圏 目台ロータリー燿 機会議 石メ11県 立鸞楽鷺・ホテル関競金沢

2016/6/12 (癬 )
購 圏奨学生オリエンテーション・
前年度金接審議行会 (鸞少撃交換と合鐵)

ホテルグランヴィア広島

ク013/6/12 (臓 )
第7回鸞少年交換委興会
第欄 派遣学生オリエンテーシ =ン、受入 。派遣学生織行会

ホテノングラングィア広島

2016/6/17 (金 ) 2016-2017年 度危機響瑾委量長会議 難ンベンシ富ンルームAP東京 ノヽ驚洲轟 り

2016/6/18 (土) lA顧鸞教師懇議会 ホテルグランヴィア広島

2016/6/18 (上) 第1圏 ガバナー補佐会難 東年度 国際ホテル宇部

2016/6/20 (月 ) 集二回次期米山奨学委員長セミナー 鶴朦 T‐度

2016/6/26 (爾 ) 第8期RLl-2710 パー ト3&卒後プログラム ホテルグラングィア広島

2016/7ノ 1 (金) ガバナー・元'次期ガバナー懇議会 ホテルニューオー タニ

2016/7ノ9 卿 第3ゾーンロータリー戦略計画推進セ ミナー 大阪新阪急ホテル3F

2016/7/10 (猥 ) 第1爾 諮問委員会 田藤壌卜慶 ホテルグランヴィア広島

2016/?/10 (諄 ) 宇都RC 創立60周年記念式藤 未 定

2016/7/16 (上) 米山研修旅行 1油 2縮  7/17(爾 )まで 園餞:方面

2016/7/24 (諄 )
第欄 膏少年交換委員会
受入カウンヤラー・ホス トファミリーオリエンテーション

ホテルグランヴィア広島

2016/7/30 (土) 第401●IIA地区大会 7/31(機 )ま で 鸞水ヶ丘高等学校 (典 ln‐Rc)機 当

2016/8/28 (日 ) 地雛指導者育成セミナー 鶴凛年度 ホテルグランヴィア広島

2016/9/4 (Fl)
第2回鸞少年交換委員会
受入学生・難鶴学生オツ=ンテーシ議ン、歌迎懇畿会

ホテル グランヴィア広島

2016/9/6 (月 ) 第 ll●tCETS ttIP年 度  9/6(火 )ま で グラン ドプ リンスホテル新高輸

2016/9/T (水 ) 2017-18年度の地区研修 リーダーのためのセ ミナー (》11,S) グラン ドプリンスホテル新高輸

2016/9/9 (金 ) 広島譲南食C all立 30薦年記念式典

2016/9/24 (上) lA~山 丸之内鸞 創立201i騨記念式 llt 福曲ニューキャッスルホテル

2016/10/1 (上 ) RY嶽  10/2(露 )ま で 常石スポーツセンター

2016/10/8 (上) 第3園膏少年交換委員会、派遣学生選考会 ホテル グランダィア広薦

-5-



国際ロータリー第2710地区 地匡行事日穣

2016/10/3 (圭 ) 攘山赤坂RC鶯 1立20周年鼈念式藤

2016/10/10 (月 ) 第1園 ガバナー補佐会議 藤中年度 ホテルグランヴィア広鶏

2016/10/29 (士) 第2回 諮問委員会 鶴朦年度 リーガ簿イヤルホテル広島

2016/10/29 (上 ) 地区大会 第 1聡 猫 繊藤年度 リーガロイヤルホテル広轟

2016/10/30 (闘 ) 地区大会 第2爾 爾 鶴源年度 広島圏際会雛機

2016/11/12 (上 ) 下閲中央鸞饉撃立20爾年識念式典

2013/11/20 (難 ) 第13爾女性菫―タリアンの集い リーガ緩イヤルホテル広幾

2016/11/28 (月 ) 購 圏地域セ ミナー ウ雄スティンナゴヤキャッスル (名 古麗)

2010/11/29 (火 ) メジャー ドナー午餐会 ウェスティンナゴヤキャッスル (名 古鸞)

2010/11/29 (火 ) 第2圏6靭S 藤中年度 ウ轟スティンナゴヤキャッスル (名古量 )

2016/11/30 (水 ) 第43園樹―タリー研究会  減ハ (本)まで ウ_‐rス ティンナゴヤキャッスル (名
‐
8~鸞 )

2016/12/3 (■ ) 第3鐵 ガバナー機佐会議 鶴原年度 ホテルグランヴィア広島

2016/12/4 (El)
舅営9月露RLX-2710  DLE窮 夢
第21HElガ バナー補佐会議 藤中年度

ホテルグランヴィア広島

2016/12/17 (■) 第3日 諮餞委員会 露漂年度 ホテルグランヴィア広轟

2016/12/18 (鶴 )
第41FIl青少年交換委員会
第職 派遣学生オリエンテーシ露ン、クリスマス会

ホテルグランヴィア広島

2017/1/15 (鶴 ) 圏際協畿会  1/21(士 )ま で アメリカ サンディエゴ

2017/1/13 (鶴 )
第5園膏少年交換委員会
第欄 派遣学生オリエンテーション 地区事務局会議室

2017/1/22 (簿 ) 2017学 年度米山驚念奨学生選考試験 アークホテル広轟

2017/1/28 (士 ) IA鶴 韓親警歓迎式 ホテルグランヴィア広島

2017/1/29 (臓 ) 第9引購RLI-2710  ′く・―卜1 広轟麒 咽 際文化センター

2017/1/30 (月 ) 下闇RCSll立 65周年記念式典

2017/2/4 (l_) 34  1M ホテルサンルー ト篠 l lf

2017/2/11 (土 ) 18  1誠 シティプラザ すぎや

2017/2/18 (士 ) 31・ 2合 Fol l雨 シー モー ル パ レス

2011/2/25 (上 ) 2016学 年度米山寵念餐学生歓選会 ア…クホテル広島

2017/2/26 t自 ) 06・ 7合同 1難 ホテルグランヴィア広満

念017/3/4 (上 ) G10・ 11合間 lM 福JJニ ューキャンスルホテル

2017ノ 3/6 (日 ) 39  1撻 ベルカン トホール

2o17/3/12 (細 ) PttS&地鷹チーム研修セ ミナ一ヽ 懸中学廣 ホテルグランヴィア広島

201'/3/18 (土 ) 33  X盪 防府グランドホテル

2017/3/25 (上) G5  1M 籍轟爾際観光ホテル
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圏際爾―タジー第2710地憑 饉餞行事簿種

2017/3/25 (上) IA韓鰯研修旅行 3/27(月 )ま で 申撃働量D3690

2017ノ 3ノ26 (職 ) 612  1M グランラセーレニ次

2017/4/9 (麟 ) 第9期 RLI…2710 バー ト2 広轟YttA鰯際文化センター

2017/4/23 (目 ) 地区研修・協機会 藤申学魔
広麓鐵際会畿場
懇親会ホテルグランヴィア広島

2017/4/30 (簿 )
第6麟警少年交換委員会
第職 派遣学生オリエンテーション 地区事務馬会畿鰹

2017/6ノ 13 (上) 201嘩年度米山鑢 築学生オリエンテーシ撥ン アークホテル広島

2017/3/14 (自 ) 防府tC 繭憲立60鷲撃驚念式典

2017/5/20 (上) 東広鶴RC nll立 30周年驚念掟典

2017/6/10 (上 ) 圏際口‐‐タリー第108醸年次大会 714(水)まで ジ議…ジア州 ア トランタ 予定

2017/6/18 (識 ) 第9難RLl-2710 パー ト鑢率後プ薄グラム ホテルグランヴィア広轟

2011/6/26 (観 )
第7圏鸞少年交換委量会
第4圏派遣学 /・Lオ リエンテーシ譲ン、受入 “派遣学r■壮衡会

ホテ/1・
/グ ランヴィア広島

2017/?/9 (爾 ) 欝1爾 滞問委員会 藤中年度 ホテルグランヴィア広轟

2017/8/27 (臓 ) 地区指導者育成セミナー 藤中年度 ホテルグラングィア広島

2017/10/1 (日 ) 第1爾 ガバナー補佐会議 書原年度 ホテルグランヴィア広島

2017/10/2' (金) 地区大会 記念ゴルフ大会 藤中年度 和本ゴルフ倶楽部

2017/10/28 (土) 地区大会 第1日 購 麟中年度 着麗圏際観光ホテル

2017/10/29 (獄 ) 地区大会 第2購 圏 籐中年度
本会議 シンフォニア着圏
懇親会 繊鐵国際観光ホテル

2017/12/2 (量1) 第3園 ガバナー補徐 鶴 藤中年度 ホテルグランヴィア広農

2017/12/3 (F3)
第10欄臓RLI-2710 DL研修
第2圏 ガバナニ補佐会議 書漂年度

ホテルグランヴィア底鳥

2011/12/17 (鶴 ) 第3鰯 諮関委員会 藤申年度 ホテルグランヴィア広島

2013/1/14 (曰 ) 圏際協議会  漱/20(上)ま で アメリカ サンディエゴ

2018/1/28 (鵬 ) 税彗10』購ftl.I-2710  ′く―‐卜1 広轟海銀饉際文イヒセンター

2018/3/18 (日 ) 瞬TS&地 区チーム研修セ ミナー 吉原年度 ホテルグラングィア広島

2018/4/8 (鶏 ) 翻等10101RLl-2110  ′く―‐卜2 広島YMC瑾際文イヒセンター

2013/5/13 (闘 ) 地区研修・協議会 ぷ漂年度
広轟国際会議覇
懇親会ホテルグランヴィア広島

2013/6/10 (鶴 ) 第10期RLI-2710 パー ト3&率後プ議グラム ホテルグランヴィア広轟

2018/3/24 (ll) 鰯際響―タリー第109闘年次大会 6/27(水 )ま で カナダ ト諄ント

2018/7/8 (III) 第1麟 諮鶴委員会 慮漂年度 ホテルグランヴィア広島

2013/8/26 (n) 地区撤導者育成セミナー 書凛年度 ホテルグランヴィア広轟

2018/12/2 (麟 ) 第3園  ガバナー補佐会議 吉源年度 ホテルグランヴィア広轟
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