
例会日 曜日 No. プログラム 担当委員会 備考

7月7日 木 2289
諸事お祝い、直前会長・幹事記念品授与、クラブ総会（会長所信表明・事業・予
算）

親睦、幹事

7月14日 木 2290
近隣ＲＣ会長・幹事来訪、前年度皆出席優良会員表彰、地区出向者紹介、クラブ
アッセンブリー（四大委員長方針発表）

幹事、会場監督 ※夜間例会

7月21日 木 2291 クラブアッセンブリー（委員長方針発表） 幹事

7月28日 木 2292 会場監督委員会担当例会 会場監督

8月4日 木 2293 諸事お祝い、クラブフォーラム（2021-22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11日 木祝 ◇特例により休会

8月18日 木 2294 会場監督委員会担当例会 会場監督

8月25日 木 ※８月２８日(日）に例会変更

8月28日 日 2295 尼御前・松林清掃例会 職業奉仕 ※早朝例会

9月1日 木 2296 諸事お祝い、クラブフォーラム（第1回：50周年について） 親睦、50周年準備 基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間

9月8日 木 2297 ガバナー補佐訪問 幹事

9月15日 木 ※９月１６日(金）に例会変更

9月16日 金 2298 3団体合同例会　(加賀RC･加賀JC･加賀YEG)　ホスト：加賀JC 親睦、職業奉仕 ※夜間例会

9月19日 月祝 2299 第１１回少年サッカー大会（加賀市中央公園陸上競技場） 社会奉仕

9月22日 木 ※９月１９日(月祝)に例会変更

9月29日 木 2300 ガバナー公式訪問 幹事

10月6日 木 2301 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13日 木 ※１０月１６日(日）に例会変更

10月16日 日 2302 家族レクレーション例会 親睦

10月20日 木 2303 国際奉仕委員会担当例会（米山奨学生卓話） 国際奉仕

10月27日 木 2304 クラブフォーラム（第2回：50周年について） 幹事･50周年準備

11月3日 木祝 ◇特例により休会

11月10日 木 2305 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17日 木 2306 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24日 木 2307 社会奉仕委員会担当例会 社会奉仕

12月1日 木 2308 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3日 土 2309 第３９回加賀市管楽器等ソロコンテスト本選会 社会奉仕

12月8日 木 ※１２月３日（土）に例会変更

12月15日 木 2310 職業奉仕委員会担当例会 職業奉仕

12月18日 日 2311
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22日 木 ※１２月１８日(日）に例会変更

12月29日 木 ◇特例により休会
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1月5日 木 2312 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10日 火 2313 加賀４ＲＣ新年合同例会 幹事 ホスト：山中ＲＣ

1月12日 木 ※１月１０日(火）に例会変更

1月19日 木 2314 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

1月26日 木 2315 職業奉仕委員会担当例会 職業奉仕

2月2日 木 2316
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（四大
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9日 木 2317 クラブフォーラム（第3回：50周年について） 幹事･50周年準備

2月16日 木 2318 会場監督委員会担当例会 会場監督

2月23日 木祝 ◇特例により休会

3月2日 木 2319 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 5日 日 2320 石川第２グループ都市連合会（ＩＭ）　会場：たがわ龍泉閣 幹事 ホスト：能美ＲＣ

3月9日 木 ※３月５日(日）に例会変更

3月16日 木 2321 職業奉仕委員会担当例会 職業奉仕

3月23日 木 ※３月２４日（金）に例会変更

3月24日 金 2322 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30日 木 2323 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6日 木 2324 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13日 木 2325 観桜例会 親睦

4月20日 木 2326 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27日 木 2327 会場監督委員会担当例会 会場監督

5月4日 木祝 ◇特例により休会 クールビズ開始

5月11日 木 2328 諸事お祝い、友好ロータリー交換卓話　新発田ロータリー来訪 親睦、友好推進 青少年奉仕月間

5月18日 木 2329 職業奉仕委員会担当例会 職業奉仕

5月25日 木 2330 国際奉仕委員会担当例会 国際奉仕

6月1日 木 2331 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8日 木 2332 クラブアッセンブリ-『1年間を振り返って』各委員長 幹事

6月15日 木 2333 クラブアッセンブリ-『1年間を振り返って』四大委員長・会長・幹事 幹事

6月22日 木 2334 創立記念同伴例会 親睦 ※夜間例会

6月29日 木 ◇特例により休会

１０月２２日（土）、２３日（日）   地区大会             （ホスト：富山南ＲＣ)

　３月　５日（日）　　　　　　　　　石川第２グループ都市連合会ＩＭ（ホスト：能美ＲＣ）

　４月１６日（日）                     地区研修・協議会 　　　　（ホスト：白山ＲＣ）

　４月１０日（月）　　　　　　　　　新発田ＲＣ　表敬訪問　　

　５月２１日（日）　　　　　　　　　石川第２グループ親睦ゴルフコンペ（ホスト：能美ＲＣ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　


