
2022/10/17

10/17現在

会場：ホテル日航つくば

12:30 0:30 各種委員会 登録委員会 決議委員会

選挙管理委員会 プログラム委員会

資格審査委員会 広報委員会

会場：ノバホール

司会 広瀬貴之・鈴木もえみ

13:00 0:50 登録開始

13:50 0:05 開会

13:55 0:05 RI会長代理ご夫妻入場 RI会長代理 髙野　孫左ヱ門

14:00 0:01 点鐘 ガバナー 大野　治夫

14:01 0:15 国歌斉唱 電子ピアノ演奏・根木マリサ

　　　タイ王国国歌

　　　フィリピン共和国国歌

　　　ネパール国歌

　　　日本国国歌「君が代」

14:16 0:02 ロータリーソング「奉仕の理想」

14:18 0:03 歓迎のことば　　　　　 大会実行委員長 増山　栄

14:21 0:10 来賓・諮問委員・地区役員紹介 スクリーン映像 司会

14:31 0:10 ガバナー挨拶　　　　　　　 ガバナー 大野　治夫

14:41 0:30 RI会長代理挨拶 RI会長代理 髙野　孫左ヱ門

15:11 0:10 地区現況報告　　　　　 地区幹事 下村　正

15:21 0:20 大会委員会報告

　　　登録委員会報告 登録委員長 中村　澄夫

　　　資格審査委員会報告 資格審査委員長 池田　正純

　　　選挙管理委員会報告 選挙管理委員長 髙橋　賢吾

　　　決議委員会報告 決議委員長 保延　輝文

15:41 0:05 2021-22年度決算報告 地区資金委員 永井　啓一

15:46 0:10 休憩  　　　　　　　　　　　

15:56 0:46 地区委員会報告

　　　クラブ奉仕委員会 総括委員長 星野　幸子

　　　職業奉仕委員会 総括委員長 鈴木　冨士雄

　　　社会奉仕委員会 総括委員長 關本　淳一

　　　青少年奉仕委員会 総括委員長 高田　稔美

　　　国際奉仕委員会 総括委員長 石井　康弘

　　　ロータリー財団委員会 総括委員長 新井　和雄

　　　米山記念奨学会委員会 総括委員長 木村　美枝子

　　　ロータリーの友委員会 地区代表委員 菅原　俊

会長幹事会

               会場　ノバホール
10月29日（土）

大会プログラム　１日目　（敬称略）

各種委員会
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16:42 0:20 ガバナー補佐報告

　　　第１分区 ガバナー補佐 笹島　弥一

　　　第２分区 ガバナー補佐 横須賀　忠行

　　　第３分区 ガバナー補佐 宮内　博夫

　　　第４分区 ガバナー補佐 小林　正男

　　　第５分区 ガバナー補佐 白田　唯雄

　　　第６分区 ガバナー補佐 中村　浩美

　　　第７分区 ガバナー補佐 青木　正弘

　　　第８分区 ガバナー補佐 栗林　豊

17:02 0:05 講評　　　　　　　　　　　　　　　 ガバナーエレクト 大久保　博之

17:07 0:01 点鐘 ガバナー 大野　治夫

17:08 0:01 休憩・諸事お知らせ 司会 広瀬　貴之

17:09 0:21 ホテルへ移動

会場：ホテル日航つくば

司会 広瀬貴之・鈴木もえみ

17:30 0:30 登録開始　ドアオープン

18:00 0:02 RI会長代理ご夫妻入場

18:02 0:02 開宴のことば　 大会実行委員長 増山　栄

18:04 0:10 RI会長代理・来賓紹介 ガバナー 大野　治夫

パストガバナー・友好地区・他地区ガバナー

18:14 0:05 ガバナー挨拶　　　　　　　 ガバナー 大野　治夫

18:19 0:11 RI会長代理挨拶 RI会長代理 髙野　孫左ヱ門

友好地区代表挨拶

来賓挨拶 つくば市長 五十嵐　立青

18:30 0:50 鏡開き・乾杯 直前ガバナー 新井　和雄

祝宴

19:20 0:37 アトラクション 根木マリサJazzPianoTrio

19:57 0:03 閉宴のことば 地区会計長 小林　保弘

20:00 ＲＩ会長代理ご夫妻退席

タイ・フィリピン・ネパール

RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
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会場：ノバホール

司会 広瀬貴之・鈴木もえみ

8:00 0:50 登録開始

ウェルカム演奏 筑波ジュニアオーケストラ

8:50 0:05 開会

8:55 0:05 RI会長代理ご夫妻入場

9:00 0:10 点鐘 ガバナー 大野　治夫

国歌斉唱 エレクト－ン演奏・神立響子

　　　タイ王国国歌

　　　フィリピン共和国国歌

　　　ネパール国国歌

　　　日本国国歌「君が代」

9:10 0:02 ロータリーソング「奉仕の理想」

9:12 0:01 物故会員に対し黙祷 エレクトーン演奏 司会

9:13 0:02 RI会長代理紹介 ガバナー 大野　治夫

9:15 0:09 来賓・友好地区紹介 スクリーン映像 司会

9:24 0:30 参加クラブ紹介 各分区ガバナー補佐

9:54 0:04 歓迎のことば ホストクラブ会長 大堀　健二

9:58 0:20 ガバナー挨拶及び地区の現況報告 ガバナー 大野　治夫

大会決議（案）審議並びに採択

10:18 0:25 RI会長代理挨拶並びにRIの現況報告 RI会長代理 髙野　孫左ヱ門

10:43 0:05 来賓挨拶・記念事業目録贈呈 茨城県知事 大井川　和彦

10:48 0:05 来賓挨拶・記念事業目録贈呈 つくば市長 五十嵐　立青

10:53 0:05 記念事業目録贈呈 日本ボーイスカウト茨城連盟長 関　正樹

10:58 0:10 記念品贈呈 ガバナー 大野　治夫

直前ガバナー・地区幹事・会計長

11:08 0:05 RI表彰 RI会長代理 髙野　孫左ヱ門

受贈代表者　新井和雄パストガバナー

11:13 0:08 地区表彰　2人　　PHS表彰　4人 ガバナー 大野　治夫

11:21 0:05 米山記念奨学会表彰 4クラブ ガバナー 大野　治夫

11:26 0:05 ガバナーエレクト挨拶 ガバナーエレクト 大久保　博之

11:31 0:05 ガバナーノミニ―挨拶 ガバナーノミニ― 大髙　司郎

11:36 0:05 次期地区大会開催地代表挨拶 次期地区大会実行委員長 八文字　典昭

11:41 0:20 RI会長代理講評 RI会長代理 髙野　孫左ヱ門

12:01 0:05 ガバナー謝辞・記念品贈呈 ガバナー 大野　治夫

12:06 0:30 休憩 全会員退室

12:36 1:00 記念公演　

「ヴァイオリン演奏」 川井　郁子

13:36 0:01 お礼のことば ガバナー 大野　治夫

13:37 0:01 点鐘 ガバナー 大野　治夫

13:38 0:01 諸事お知らせ 広瀬　貴之

本会議

会場　ノバホール　大ホール

大会プログラム　２日目　（敬称略）
10月30日（日）
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13:39 0:21 ホテルへ移動

会場：ホテル日航つくば

司会 鈴木もえみ

14:00 0:05 開宴のことば 直前会長 中野　勝

14:05 0:05 ガバナー挨拶 ガバナー 大野　治夫

14:10 1:30 祝宴 乾杯 野堀　喜作

アトラクション ケンニイバンド

15:40 0:03 閉宴のことば 地区幹事 下村　正

15:43

大懇親会
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