
例会日 曜日 No. プログラム 担当委員会 備考

7月　1日 木 2243
諸事お祝い、会長所信表明、直前会長・幹事記念品授与、クラブ総会（事業・予
算）

親睦、幹事

7月　8日 木 2244
近隣ＲＣ会長・幹事来訪、前年度皆出席優良会員表彰、地区出向者、会計監
査人紹介

幹事、会場監督 ※夜間例会

7月15日 木 2245 クラブアッセンブリー（大委員長方針発表） 幹事

7月22日 木祝 ◇特例により休会

7月29日 木 2246 クラブアッセンブリー（委員長方針発表） 幹事

8月　5日 木 2247 諸事お祝い、クラブフォーラム（2020-21決算報告）、会員増強委員会担当例会
親睦、幹事、会員
増強

会員増強・新クラブ結成
推進月間

8月12日 木 ◇特例により休会（お盆）

8月19日 木 2248 ガバナー補佐訪問 幹事

8月26日 木 2249 ガバナー公式訪問 幹事

9月　2日 木 2250 諸事お祝い、ロータリー情報研修委員会担当例会
親睦、ロータリー情
報研修

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間

9月　5日 日 2251 尼御前・松林清掃例会 職業奉仕 ※早朝例会

9月　9日 木 ※９月５日(日）に例会変更

9月15日 水 2252 加賀ＪＣ・加賀ＹＥＧ・加賀ＲＣ合同例会（加賀市青年経済人との意見交換会） 社会奉仕 ※夜間例会

9月16日 木 ※９月１５日(水）に例会変更

9月20日 月祝 2253 第１0回少年サッカー大会 社会奉仕 加賀市中央公園陸上競技場

9月23日 木祝 ◇特例により休会

9月30日 木 ※９月２０日(月）に例会変更

10月 7日 木 2254 諸事お祝い、国際奉仕委員会担当例会 親睦、国際奉仕 経済と地域社会の発展月間・米山月間

10月14日 木 ※１０月１７日(日）に例会変更

10月 17日 日 2255 家族レクレーション例会 親睦

10月21日 木 2256 国際奉仕委員会担当例会（米山奨学生卓話） 国際奉仕

10月28日 木 2257 会員増強委員会担当例会 会員増強 クールビズ終了

11月 4日 木 2258 諸事お祝い、会場監督委員会担当例会 親睦、会場監督 ロータリー財団月間

11月11日 木 2259 ロータリー情報研修委員会担当例会 ロータリー情報研修

11月18日 木 2260 クラブ総会(次年度役員、理事指名委員選挙）、会員増強委員会担当例会 幹事、会員増強

11月25日 木 2261 職業奉仕委員会担当例会 職業奉仕

12月　2日 木 2262 諸事お祝い　年次総会(次年度役員・理事発表) 親睦、幹事 疫病予防と治療月間

12月　9日 木 2263 社会奉仕委員会担当例会 社会奉仕

12月11日 土 2264 第３８回加賀市管楽器等ソロコンテスト本選会 社会奉仕

12月16日 木 ※１２月１１日(土）に例会変更

12月23日 木 ※１２月２６日(日）に例会変更

12月26日 日 2265
クリスマス望年家族例会（ソロコン部門別優勝者演奏、前年度皆出席優良会員
家族表彰）

親睦、社会奉仕、
会場監督

※夜間例会

12月30日 木 ◇特例により休会
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1月　6日 木 2266 諸事お祝い、年男会員卓話 親睦、会場監督 職業奉仕月間

1月11日 火 2267 加賀４ＲＣ新年合同例会 幹事 ホスト：加賀白山ＲＣ

1月13日 木 ※１月１１日(火）に例会変更

1月20日 木 2268 年男会員卓話 会場監督

1月27日 木 2269 職業奉仕委員会担当例会 職業奉仕

2月　3日 木 2270
諸事お祝い、クラブフォーラム(上半期中間決算報告)、クラブアッセンブリー（大
委員長中間報告）

親睦、幹事 平和と紛争予防/紛争解決月間

2月10日 木 2271 国際奉仕委員会担当例会 国際奉仕

2月17日 木 2272 会場監督委員会担当例会 会場監督

2月24日 木 2273 会員増強委員会担当例会 会員増強

3月　3日 木 2274 諸事お祝い、ロータリー情報研修委員会担当例会
親睦、ロータリー情
報研修

水と衛生月間

3月10日 木 2275 会場監督委員会担当例会 会場監督

3月17日 木 2276 国際奉仕委員会担当例会 国際奉仕

3月24日 木 ※3月25日(金）に例会変更

3月25日 金 2277 三国ＲＣ・加賀ＲＣ合同例会（ホスト：三国ＲＣ） 親睦、友好推進 ※夜間例会

3月31日 木 2278 クラブアッセンブリ-（会長エレクト研修セミナー報告） 会長エレクト

4月　7日 木 2279 諸事お祝い、社会奉仕委員会担当例会 親睦、社会奉仕 母子の健康月間

4月14日 木 2280 観桜例会 親睦

4月21日 木 2281 ロータリー情報研修委員会担当例会 ロータリー情報研修

4月28日 木 ※4月30日(土）に例会変更

4月30日 土 2282 加賀温泉おもてなし事業 社会奉仕

5月　5日 木 ◇特例により休会 クールビズ開始

5月12日 木 2283 諸事お祝い、新発田ロータリー来訪（調印式、友好ロータリー交換卓話） 親睦、友好推進 青少年奉仕月間

5月19日 木 2284 物故会員追悼法要例会 会場監督 ※早朝例会（薬王院温泉寺）

5月26日 木 2285 職業奉仕委員会担当例会 職業奉仕

6月　2日 木 2286 諸事お祝い、ロータリー情報研修委員会担当例会
親睦、ロータリー情
報研修

ロータリー親睦活動月間

6月　9日 木 2287 クラブアッセンブリ-『1年間を振り返って』委員長 幹事

6月16日 木 2288 クラブアッセンブリ-『1年間を振り返って』会長・幹事・大委員長 幹事

6月23日 木 2289 創立記念同伴例会 親睦 ※夜間例会

6月30日 木 ◇特例により休会

3月   6日（日）　　　　石川第２グループ都市連合会（ＩＭ）　（ホスト：山中ＲＣ)

４月１７日（日）　　　　地区研修・協議会　（ホスト：富山シティーＲＣ）

５月１４日（土）　　　　指導者育成セミナー（ホスト：七尾ＲＣ)

５月１５日（日）　　　　地区大会             （ホスト：七尾ＲＣ)


