
クラブ

地区

第3回理事会 クラブ

（長岡ベルナール） 地区

例会、お祝いの日、クラブ協議会 全国青少年交換委員長会議 クラブ

お祝いの日　　（長岡ベルナール） （名古屋市） 地区 関係者

例会、クラブ協議会 危機管理委員会 クラブ

（長岡ベルナール） （ホテルオークラ新潟） 地区 関係者

納涼夜例会（18：00～） ﾛｰﾀﾘｰ財団 地区奨学生候補者ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ クラブ

（長岡ベルナール） （万代シルバーホテル） 地区 関係者

第4回理事会（書面表決） 会員増強セミナー（戦略・広報を含む） クラブ 関係者

クラブ定款による休会 防減災セミナー クラブ クラブ連絡員（副幹事）

※祝日「海の日」の週のため

例会、卓話（社会奉仕委員会 勉強会） クラブ

（長岡ベルナール） 地区

第2回 長岡４ＲＣ会長幹事会
会

長
クラブ

（割烹 茂） 地区

クラブ会長懇談会 クラブ 会長

理事会（合同例会ほか） ロータリー財団　地区資金監査 クラブ

（長岡ベルナール） （万代シルバーホテル） 地区 関係者

例会、お祝いの日、卓話 大学担当者向け米山奨学金制度説明会 クラブ

（長岡ベルナール） （ホテルオークラ新潟） 地区 関係者

クラブ細則による休会 オンライン会長懇談会 クラブ 会長

※「お盆休み」

例会、卓話（会員増強委員会） ロータリー財団地区補助金オリエンテーション クラブ 地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ責任者

（長岡ベルナール） （ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟） 地区 関係者

ガバナーのオンライン訪問（10：00～） ロータリー財団セミナー クラブ ロータリー財団委員長

（長岡ベルナール）

例会、ガバナー訪問の報告 国際奉仕フォーラム（ホテルオークラ新潟） クラブ

（長岡ベルナール）

米山記念奨学生・カウンセラー研修 クラブ 米山奨学生、ｶｳﾝｾﾗｰ

米山記念奨学生親睦交流会 クラブ 米山奨学生、ｶｳﾝｾﾗｰ

理事会（「世界ポリオデー」ほか） 地区諮問委員会／高尾ＧＥ事務所開所式 クラブ

（長岡ベルナール） （ホテルオークラ新潟） 地区 関係者

例会、お祝いの日、卓話（社会奉仕） アクトの日 クラブ

（長岡ベルナール） 地区 関係者

長岡ＪＣ創立65周年 第1分区ＩＭ（ホスト：村上ＲＣ） クラブ

※7月付で、中止が決定した。 （大観荘 せなみの湯） 地区 関係者

長岡ＪＣ創立65周年 ガバナーエレクト研修セミナー（ＧＥＴＳ） クラブ

※7月付で、中止が決定した。

例会、卓話 2021-22年度 地区研修ﾘｰﾀﾞｰのためのｾﾐﾅｰ クラブ

（長岡ベルナール） （ＤＴＳ）　※ＤＶＤでの研修に変更 地区 関係者

長岡４ＲＣ合同夜例会（18：30～） 糸魚川ＲＣ創立60周年（ホテル國富アネックス） クラブ 「来賓なし」のため訪問なし

※8/27付で、中止が決定した。

クラブ定款による休会 第6分区ＩＭ（ホスト：津南ＲＣ）※縮小開催 クラブ

※祝日「秋分の日」の週のため （グリーンピア津南） 地区 関係者

新潟ＲＡＣ50周年記念式典 クラブ

理事会 第2分区ＩＭ（ホスト：新潟ＲＣ） クラブ

（長岡ベルナール） （ホテルイタリア軒） 地区 関係者

例会、お祝いの日 青少年交換委員会 クラブ

（長岡ベルナール） （長岡市内） 地区 関係者

地区大会記念親睦ゴルフ大会 クラブ 登録者

（日本海ＣＣ） 地区 関係者

例会、卓話（米山記念奨学） 第1回 米山記念奨学委員長セミナー クラブ 米山記念奨学委員長

（長岡ベルナール） （ホテルイタリア軒） 地区 関係者

例会、卓話  ライラ（ＲＹＬＡ）研修 クラブ 青少年奉仕委員長

（長岡ベルナール）

東京ＲＣ創立100周年記念例会兼祝賀会 クラブ

（東京都　帝国ホテル） 地区 関係者

例会、卓話（ロータリー月間、世界ポリオデー） 世界ポリオデー クラブ

（長岡ベルナール） ※ワクチン開発者ジョナス・ソーク博士の誕生日（10月28日） 地区

クラブ細則の規定による休会 全国学友会総会 クラブ

※曜日まわり （未定） 地区 関係者

※8/6付で、2021年3月25日（木）開催に延期となった。

会長 14～15 土～日

29 土

10

木

24 木 27 日

米山記念奨学委員会

（長谷川 啓一さん）

6 火

22 木
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会

（善財 康行さん）

21 水

15 木

27 日

未定

24 土

10 土

土

経済と地域社会の発展月間／米山月間

笹川 正子さん 17～18 土～日

8 木

※7/31付で、開催中止が決定した。

（理事） 3 土

3 土

1 木

10月 4回 経済と地域社会の発展月間／米山月間

5 日

日

30 日

　※7/13付で、DVD（7月末配布）自主研修へ変更が決定した。

※7/16付で、開催中止が決定した。

（クラブ役員）

8/4付で、開催延期になった。延期日等は未定。

※7/31付で、開催中止が決定し、8月下旬に文書で代替することになった。

※8/1開催予定だった「クラブ会長懇談会」の代替措置

会員増強・新クラブ結成推進月間

29 土

※8/3付で、オンラインでの開催になった。

※7/31付で、開催中止が決定した。
土

22 土

土

6 木
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ク　ラ　ブ　行　事
卓話担当者

（出席対象者）
地　区　行　事　（抜粋） 出席対象者

7月 4回 ロータリー親睦活動月間

12 日

2 木

（理事）

ロータリー親睦活動月間

23 木 未定

16 木 18

30 木 会長、幹事

基本的教育と識字率向上月間 9月

30

9月 3回

27 木

30

29

8月 3回

会員増強委員会

（田中 哲夫さん）

8月

29

7月

5 日

9 木

6 木

木 桜井 誠さん

17 木

（理事）

社会奉仕委員会

（森田 直子さん）

3 木

土

23 木 （理事） 19 日

5 日 会長

30 木
社会奉仕委員会

（大島　基さん）

（理事） 1

1

20 木

13

会員増強・新クラブ結成推進月間

大谷内 治さん

木

日
※8/3付で、オンラインでの開催になった。

16 月

5 土

6 日

13 日

※7月付で、オンラインでの実施に変更になった。

※9/1のガバナー月信において、開催中止（記念誌発行のみ）が発表された。

基本的教育と識字率向上月間

10月



クラブ

地区

長岡ＹＥＧ設立20周年 ＲＡ アジア第1ゾーン会議 クラブ

（ホテルニューオータニ長岡） （未定） 地区

クラブ定款による休会 世界インターアクト週間 クラブ

※祝日「文化の日」の週のため 地区

理事会（次年度役員及び理事、忘年会ほか） 2021-22年度長期派遣学生選考試験 クラブ

（長岡ベルナール） （クロスパル新潟） 地区 関係者

例会、お祝いの日、卓話 ロータリー100周年記念式典 クラブ

（長岡ベルナール）

長岡４ＲＣ合同夜例会（18：30～） ロータリー財団セミナー クラブ

（長岡グランドホテル，ホスト：長岡ＲＣ） （ホテルオークラ東京） 地区 関係者

変更による休会 第2回 ガバナーエレクト研修ｾﾐﾅｰ（ＧＥＴＳ） クラブ

11月17日（火）の長岡４ＲＣ合同夜例会に変更 （ホテルオークラ東京） 地区 関係者

例会、臨時年次総会（次年度役員と理事の選挙） ガバナーノミニー研修ｾﾐﾅｰ（ＧＮＴＳ） クラブ

（長岡ベルナール） （ホテルオークラ東京） 地区 関係者

第2回 ガバナー会議 クラブ

（ホテルオークラ東京） 地区 関係者

RI会長歓迎晩餐会 クラブ

（ホテルオークラ東京） 地区 関係者

第49回 ロータリー研究会 クラブ

米山記念奨学生学友会総会・面接官ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ クラブ 米山記念奨学委員長・ｶｳﾝｾﾗｰ

（未定） 地区 関係者

（財団／米山）合同ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ感謝の集い クラブ

地区 関係者

米山記念奨学生学友会総会・面接官ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ クラブ 米山記念奨学委員長・ｶｳﾝｾﾗｰ

（未定） 地区 関係者

理事会（新年会、中間財務報告） ロータリー財団 地区奨学生募集説明会ほか クラブ

お祝いの日　　（長岡ベルナール） （万代シルバーホテル） 地区 関係者

例会、お祝いの日、年次総会（中間財務報告） 全国青少年交換委員長会議 クラブ

（長岡ベルナール） （東京都内） 地区 関係者

例会、卓話（職業奉仕月間） ＧＥ渡米壮行会・地区諮問委員会・地区運営 クラブ

（長岡ベルナール） 会議　（未定） 地区 関係者

夜例会「望年会」（18：30～） ROTEX会議、第1回派遣学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ クラブ

（料亭いまつ） ／ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ　（ホテルオークラ新潟） 地区 関係者

クラブ細則の規定による休会 ＩＡ 献血キャンペーン クラブ

※上半期の最終月（or曜日まわり）での休会 （新潟市内／上越市内） 地区 関係者

クラブ細則の規定による休会 クラブ

※「年末休み」 地区

理事会（「世界理解と平和週間」行事） クラブ

（長岡ベルナール） 地区

例会、お祝いの日、クラブ協議会 クラブ

（長岡ベルナール） 地区

クラブ定款による休会 2021年度米山記念奨学生選考会 クラブ

※祝日「成人の日」の週のため （万代シルバーホテル） 地区 関係者

例会、クラブ協議会 社会奉仕委員会セミナー クラブ 社会奉仕委員長

（長岡ベルナール） （新発田市内） 地区 関係者

例会、卓話（「世界理解と平和週間」） クラブ

（長岡ベルナール） 地区

理事会 第2回 米山記念奨学委員長セミナー クラブ 米山記念奨学委員長

（長岡ベルナール） （未定） 地区 関係者

例会、お祝いの日、卓話（予備日） 第2回 派遣学生オリエンテーション クラブ

（長岡ベルナール） （クロスパル新潟） 地区 関係者

クラブ定款による休会 ＲＩ 国際協議会 クラブ

※祝日「建国の日」の週のため （アメリカ　フロリダ州オーランド） 地区 関係者

変更に伴う休会 ＧＥ帰国報告会・地区諮問委員会ほか クラブ

2月21日（日）の活動に変更 （万代シルバーホテル） 地区 関係者

例会、「世界理解と平和週間」の活動 第2回地区ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ兼資金管理ｾﾐﾅｰ クラブ ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長ほか

（未定） （万代シルバーホテル） 地区 関係者

クラブ定款による休会 「ロータリーの創立記念日」 クラブ

※祝日「天皇誕生日」の週のため 「世界理解と平和の日」 地区

第5分区ＩＭ（ホスト：柏崎中央ＲＣ） クラブ

（柏崎市産業文化会館） 地区 関係者

未定

職業奉仕

委員会

地　区　行　事　（抜粋） 出席対象者

1 日

5 木

（理事） 22 日

21 日
国際奉仕

委員会
20 土

31 木

11月 3回 ロータリー財団月間 11月 ロータリー財団月間

未定

日～木

18 木 未定

16 土

21 木 未定

4 木

28 木
国際奉仕

委員会

14 木

平和と紛争予防／紛争解決月間

24 火

火

来賓依頼無し 未定

2～8 月～日
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19

12 木
三条 正憲さん

（森 民夫さん）
24

ク　ラ　ブ　行　事
卓話担当者

（出席対象者）

10 木

27 土

28 土

25 木 23 火

11 木 7～11

17 木 20 日

24 木

17 火

2月 2回

（理事） 5 土

25 水

3

平和と紛争予防／紛争解決月間

6 土

国際奉仕

委員会
7 日

2月

1月 3回 職業奉仕月間 1月 職業奉仕月間

（理事）

7 木

未定

12月 3回 疾病予防と治療月間 12月

木

25 水

木

疾病予防と治療月間

25 水

※8/27付で、オンラインでの実施に変更になった。

26 木

28

未定

25

※7月31日付で、翌年5月に延期となった。

25 水

土

水



クラブ

地区

理事会（春の移動例会ほか） 米山記念奨学生終了式・歓送会 クラブ 米山記念奨学委員長・ｶｳﾝｾﾗｰ

（長岡ベルナール） （ホテルイタリア軒） 地区 関係者

例会、お祝いの日、卓話（社会奉仕） 世界ローターアクト週間 クラブ

（長岡ベルナール） 地区

長岡４ＲＣ合同夜例会（18：30～） クラブ

（ニューオータニ長岡，ホスト：長岡東ＲＣ） 地区

例会、卓話（予備日） 高尾Ｇ年度 ｸﾗﾌﾞ会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ（ＰＥＴＳ） クラブ 会長ｴﾚｸﾄ・幹事ｴﾚｸﾄ

（長岡ベルナール） （ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟） 地区 関係者

クラブ定款による休会 ローターアクト全国研修会 クラブ

※祝日「春分の日」の週のため （未定） 地区 関係者

例会、卓話（予備日） 糸魚川ＲＣ創立60周年（内部の例会として開催） クラブ 「来賓なし」のため訪問なし

（長岡ベルナール）

インターアクト海外研修（3泊4日） クラブ

（台湾） 地区 関係者

栃尾ＲＣ創立50周年 クラブ 会長・幹事

（栃尾産業交流センターおりなす） 地区 関係者

会員増強セミナー（クラブ戦略・広報を含む） クラブ 関係者

（大観荘 せなみの湯） 地区 関係者

インターアクト国際交流事業 クラブ

（台湾　台北市） 地区 関係者

第4分区ＩＭ（ホスト：吉田ＲＣ） クラブ

（燕市吉田産業会館） 地区 関係者

クラブ細則の規定による休会 米山カウンセラー研修会 クラブ 米山記念奨学委員長・ｶｳﾝｾﾗｰ

※曜日まわり （ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟） 地区 関係者

理事会（次年度案件ほか） ＲＡ地区大会 クラブ

（長岡ベルナール） （新発田市内　※仮） 地区 関係者

例会、お祝いの日、卓話（青少年奉仕月間） ロータリー財団 地区奨学生選考試験 クラブ

（長岡ベルナール） （万代シルバーホテル） 地区 関係者

次年度理事会 第7分区ＩＭ（ホスト：頸北ＲＣ） クラブ

（未定） （ホテルセンチュリーイカヤ） 地区 関係者

春の移動例会 頸北ＲＣ創立40周年（第7分区ＩＭと併催） クラブ 会長・幹事

（未定） （ホテルセンチュリーイカヤ） 地区 関係者

変更に伴う休会 米山記念奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・歓迎会 クラブ 米山記念奨委員長・ｶｳﾝｾﾗｰ

4月11日（日）の春の移動例会に変更 （ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟） 地区 関係者

地区大会（新発田市カルチャーセンター） クラブ

例会、卓話（予備日） 長岡ＲＣ創立70周年 クラブ 会長・幹事

（長岡ベルナール） （長岡グランドホテル） 地区 関係者

次年度理事会 第3回 派遣学生オリエンテーション クラブ

（未定） （クロスパル新潟） 地区 関係者

クラブ定款による休会 三条ＲＡ50周年記念式典 クラブ

※祝日「昭和の日」の週のため （未定） 地区 関係者

ＷＨＯ 世界予防接種週間 クラブ

地区

クラブ定款の規定による休会 加茂ＲＣ創立60周年 クラブ 会長、幹事

※祝日「ＧＷ」の週のため ※当初10/3開催予定。会場未定（清雲亭 山重）？ 地区 関係者

長岡４ＲＣ合同夜例会（18：30～） クラブ

（恵比仁，ホスト：栃尾ＲＣ） 地区

変更に伴う休会 ﾛｰﾀﾘｰ財団 地区奨学生候補者ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ クラブ

5月11日（火）の長岡４ＲＣ合同夜例会に変更 （ホテルオークラ新潟） 地区 関係者

理事会（ゴルフ夜例会ほか） ＲＩ日本事務局 青少年交換研修会 クラブ

（長岡ベルナール） （ホテルオークラ新潟） 地区 関係者

例会、お祝いの日、卓話（会長エレクト） 高尾年度 地区研修・協議会 クラブ 登録者

（長岡ベルナール） （ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟） 地区 関係者

次年度理事会 ロータリー100周年記念式典 クラブ

（未定） （ザ・プリンスパークタワー東京） 地区 関係者

例会、卓話（ロータリー親睦活動月間） 燕ＲＣ創立60周年記念式典 クラブ 会長、幹事

（長岡ベルナール） （燕三条ワシントンホテル） 地区 関係者

社会奉仕

委員会
25 木

※8/6付で、2020年9月26日（土）開催から変更になった。

土

（理事） 10 土

青少年奉仕

委員会
10 土

会長エレクト

13～14 土～日

水と衛生月間
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ク　ラ　ブ　行　事
卓話担当者

（出席対象者）
地　区　行　事　（抜粋） 出席対象者

8 土

フェローシップ

委員会
未定

13 木

5月

未定

最終週

青少年奉仕月間

27 木

木

8 木

29 木

未定

18 木

25 木

日

15

11 火

15 土

24 土

11 日

11 日

24 土

18

17

未定

6 木

5月 3回 青少年奉仕月間

未定 （次年度理事）

（次年度理事）

10or11 土or日
フェローシップ

委員会

22 木
青少年奉仕

委員会

未定 （次年度理事） 未定

20 木

（理事） 15～16 土～日

22 土

母子の健康月間

1 木 3 土

4月 3回 母子の健康月間 4月

未定

未定

27 土

25～28 木～日

社会奉仕

委員会
8～16 月～日

10 水

4 木

（理事） 6 土

3月 4回 水と衛生月間 3月

11 木

※9/16付で、正式に、2020年10月開催から変更になった。

13 土



クラブ

地区

理事会（次年度案件ほか） 中条ＲＣ創立60周年 クラブ 会長・幹事

（長岡ベルナール） （中条グランドホテル） 地区 関係者

例会、お祝いの日、卓話（予備日） ＲＡ大会前会議／青少年交換大会前会議 クラブ

（長岡ベルナール） （台湾　台北市） 地区 関係者

クラブ細則の規定による休会 ＲＩ 国際大会 クラブ 登録者

※下半期の最終月での休会 （台湾　台北市） 地区 関係者

親睦ゴルフコンペ 第8回 日台ロータリー親善会議 クラブ

（ヨネックスＣＣ） 地区 関係者

ゴルフ夜例会（18：30～） 第4回 派遣学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ／壮行会／お別れ会 クラブ

（長岡ベルナール） （ホテルオークラ新潟） 地区 関係者

ロータリー財団 財団学友会総会ほか クラブ

（ホテルイタリア軒） 地区 関係者

ローターアクト地区協議会 クラブ 関係者

（未定） 地区 関係者

米山奨学生引継ぎ／米山学友会ほか クラブ 米山記念奨学委員長

（未定） 地区 関係者

年度最終例会（12：30～）、卓話（ＳＡＡ） 佐藤年度　感謝の集い クラブ

（長岡ベルナール） （ホテルオークラ新潟） 地区 関係者

クラブ

地区

未定 第3分区ＩＭ（ホスト：村松ＲＣ）

未定 国際奉仕フォーラム

未定 第16回日韓親善会議

中止 第7回日台ロータリー親善会議 福岡大会

ク　ラ　ブ　行　事
卓話担当者

（出席対象者）
地　区　行　事　（抜粋） 出席対象者

　当初、9月13日（日）に予定されていたが、9月1日現在、開催は未定。

ＳＡＡ 26 土

未定

未定

ロータリー賞（ＲＣ用）の達成項目を

報告する締切日
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（割烹 松の家）

3 木

30 水

24 木

10 木

20 日

ゴルフ同好会

担当
未定

17 木

12～16 土～水

ロータリー親睦活動月間

5 土

20 日

未定 11～12 金～土

6月 3回 ロータリー親睦活動月間 6月

（ホテルニューオータニ博多） 　当初、3月16日（月）に予定されていたが、8月24日の実行委員会でに正式に中止となった。

（未定） 　当初、8月に予定されていたが、9月1日現在、地区主要行事から削除されているため詳細不明。

（ホテルオークラ新潟） 　当初、8月30日（日）に予定されていたが、8月6日現在、開催日等は未定。


