
通算 今年度

2019年7月5日 金 1844 ｌ 木畑　清　会長
新年度を祝して乾杯・会員総会（指名委員会の決
定）・決算・予算報告・誕生日・結婚記念日祝い

　 12日 金 1845 2 クラブアッセンブリー 第1回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ・皆出席表彰

　 19日 金 1846 3 田口　隆 会員

　 26日 金 7/27に例会変更 -　- -　-

27日 土 1847 4 夜間例会 ビアパーティー　於：スイスホテル（難波）

8月2日 金 1848 5 嶽盛 和三 委員長 会員増強月間フォーラム・誕生日・結婚記念日

9日 金 1849 6 國井　豊 会員 皆出席表彰

　 16日 金 休　会 -　- -　- 定款第8条第1節につき休会

　 23日 金 1850 7 永富 久紀 会員

30日 金 1851 8 白木 敦司 会員

9月6日 金 1852 9 澤井 久和 委員長 新世代フォーラム・誕生日・結婚記念日祝い

　 13日 金 1853 10 中野 均 ガバナー 中野ガバナー公式訪問・皆出席表彰

　 20日 金 休　会 -　- -　- 定款第8条第1節につき休会

　 27日 金 1854 11 城岡 陽志 会員

10月4日 金 1855 12 笹山 悦夫 委員長 職業奉仕月間フォーラム・誕生日・結婚記念日祝い

11日 金 1856 13 小西 幹夫 会員 皆出席表彰

18日 金 1857 14 白木 敦司 会員

25日 金 10/27に例会変更 -　- -　-

27日 日 1858 15 -　- 地区大会（ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺）

11月1日 金 1859 16 山中喜八郎財団委員長
ロータリー財団月間フォーラム・誕生日・結婚記念日
祝い

8日 金 11/10に例会変更 -　- -　-

10日 日 1860 17 -　- 第9回子ども囲碁フェスタ・堺（於：サンスクエア堺）

15日 金 1861 18 三上 尚嘉 会員 皆出席表彰

22日 金 1862 19 テーブル会議 テーブル会議

29日 金 休　会 -　- -　- 定款第8条第1節につき休会

12月6日 金 1863 20 池田 茂雄 会員 誕生日・結婚記念日

13日 金 1864 21 木畑　清　会長 年次会員総会・上半期を顧みて・皆出席表彰

20日 金 12/21に例会変更 -　- -　-

21日 土 1865 22 -　- 忘年家族例会　於：大阪マリオット都ホテル（天王寺）

27日 金 休　会 -　- -　- 定款第8条第1節につき休会

例　会　日 曜日
回　数

卓話の時間 例会行事等

2019年7月～12月(令和元年7月～12月)

例会行事等予定表

堺北ロータリークラブ N0.1



通算 今年度

2020年1月3日 金 1866 23 -　- 特別例会・開口神社参拝

9日 木 1867 24 -　-
堺9ＲＣ新春合同例会＜ホスト＞（於：ホテル・アゴーラ
リージェンシー大阪堺）

10日 金 1/9に例会変更 -　- -　-

17日 金 1868 25 辰　正博 会員 誕生日・結婚記念日

24日 金 1869 26 藤永　誉 会員 皆出席表彰

31日 金 1870 27 平野 祥之 会員

2月7日 金 1871 28 テーブル会議 テーブル会議・誕生日・結婚記念日

14日 金 1872 29 クラブアッセンブリー 第2回クラブアッセンブリー・皆出席表彰

20日 木 1873 30 -　-
4クラブ合同例会＜堺南・堺東南・堺清陵・堺北ＲＣ>
（於：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺）

21日 金 2/20に例会変更 -　- -　-

28日 金 1874 31
綿谷伸一委員長
池永隆昭委員長

国際奉仕部門フォーラム・社会奉仕部門フォーラム

3月6日 金 1875 32 夜間例会
【夜間例会へ変更】出羽ノ海部屋ちゃんこ例会へ
於：祥雲寺

13日 金 1876 33 堀畑 好秀 会員 誕生日・結婚記念日・皆出席表彰

20日 金 休　会 -　- -　- 祝日休会

27日 金 3/29に例会変更 -　- -　-

29日 日 1877 34 -　- 春の親睦家族旅行（日帰り）

4月3日 金 1878 35 米澤 邦明 委員長 ロータリー雑誌月間フォーラム・誕生日・結婚記念日

10日 金 1879 36 夜間拡大例会
【夜間例会へ変更】『ロータリーデー・拡大例会』
皆出席表彰

17日 金 1880 37 宇瀨 治夫 会員

24日 金 1881 38 那須 宗弘 会員

5月1日 金 休　会 -　- -　- 定款第8条第1節につき休会

8日 金 1882 39 中川　澄 会員 誕生日・結婚記念日

15日 金 1883 40 皆出席表彰

22日 金 1884 41 クラブアッセンブリー 第3回クラブアッセンブリー（次年度のための）

29日 金 1885 42 クラブアッセンブリー 第4回クラブアッセンブリー

6月5日 金 1886 43 木畑　清 会長 会長退任挨拶・誕生日・結婚記念日・皆出席表彰

12日 金 6/13に例会変更 -　- -　-

13日 土 1887 44 -　- 最終例会

19日 金 休会 -　- -　- 　休会・定款第8条第1節につき

26日 金 休会 -　- -　- 　休会・定款第8条第1節につき

例　会　日 曜日
回　数

卓話の時間 例会行事等

2020年1月～6月(令和2年1月～6月)

例会行事等予定表
堺北ロータリークラブ N0.2


