
2019 年 7 月吉日 

国際ロータリー第 2630 地区 

各ロータリークラブ会長 様 

国際ロータリー第 2630 地区 

ガバナー      辻  正 敏 

地区大会実行委員長 西村 昭彦 

地区大会幹事    井熊 信行 

 

地区大会登録関係書類の送付について 

 

拝啓 貴クラブ益々ご清祥のこととご推察申し上げます。 

下記の地区大会登録関係書類をお送りいたします。 

貴クラブ会員各位に配布頂き、地区大会本会議のガバナー出席要請者始め、多数の会員様

の登録・ご出席を賜ります様、ご配慮宜しくお願い申し上げます。 

尚、登録集計は、各クラブにて「6.登録申込集計表」に取りまとめ頂き、メールにて 

ご報告頂きますようお願い申し上げます。 

また、パストガバナー・各グループ AG・地区委員会委員長・地区委員の各位には、別便

にてご案内を差し上げましたが、登録は貴クラブにて取りまとめていただきます様、お願い

申し上げます。 

敬具 

 

記 

 
１．地区大会のご案内 PDF 

２．地区大会登録申込書（個人）EXCEL 

３．登録申込集計表（クラブ）EXCEL 

以上 



国際ロータリー第 2630 地区 

各ロータリークラブ会員各位 

国際ロータリー第 2630 地区 

                        ガバナー       辻  正敏 

地区大会実行委員長  西村 昭彦 

 地区大会幹事     井熊 信行 

2019～20 年度 地区大会のご案内 

 拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

 平素は格別のご高配に預かり、厚く御礼申し上げます。 

 2019～20 年度国際ロータリー第 2630 地区『地区大会』を下記要項にて開催する運びとなりました。 

 別紙にて記載の出席要請者の方及び出席ご希望の方は、添付申込書にご記入の上、各ロータリークラブ事務局

宛にご提出下さい。 

 登録料等につきましては、お申込み頂いた後に所属ロータリークラブ事務局よりご請求致しますので宜しくお

願い申し上げます。 

   敬具 

記 

1.開催日 2019 年 11 月 16 日（土）・17 日（日） 

2.場所 津市産業・スポーツセンター「サオリーナ」「メッセウイングみえ」 

3.登録料 会   員  10,000 円    ﾊﾟｰﾄﾅｰ・ﾛｰﾀﾘｰ 関係団体  5,000 円 

 総天然色食堂  無 料    パートナープログラム   無 料 

4.登録申込期限、取消について 

登録申込期限       8 月 30 日（金） 

振込・取消期限 9 月 17 日（火）15：00（※期限後の取消による返金は致しません。） 

以上 

 地区大会プログラム  

  【大会 1 日目】 【大会 2 日目】 

    11:30   登録・受付開始 8:30 登録・受付開始 

    12:00 大会特別委員会 9:15 開会 点鐘 

    13:30 開会 点鐘  本会議 

 本会議 11:00 記念講演 

    17:00 閉会 点鐘 12:15 次期への誓い 

       17:30 RI 会長代理ご夫妻歓迎

「総天然色」食堂 

12:45 

        13:00 

閉会 点鐘 

大昼食会 

  ･･････････････････････････････････････････････････   ･････････････････････････････････････････････････

・友愛の広場 11:30～17:00 ・友愛の広場 9:00～12:45 

・パートナープログラム 14:00～16:00   

    

〈注〉会場周辺には飲食店がございません。 

恐れ入りますが大会１日目は各自にて昼食をお済ませいただいてご来場下さいます 

ようお願い致します。尚、会場への弁当等の持込みはご遠慮ください。 



国際ロータリー第 2630 地区 2019～20 年度 

地区大会本会議 出席要請者 

 

日時： 2019 年 11 月 16 日（土） 13:30～17:00

  11 月 17 日（日） 9:15～12:45

会場： 津市産業・スポーツセンター 

「サオリーナ」「メッセウイングみえ」 

 

・パストガバナーご夫妻 

・ガバナーエレクトご夫妻 

・ガバナーノミニーご夫妻 

・ガバナー補佐ご夫妻 

・地区委員会委員長・地区会計長 

・地区代表幹事ご夫妻 

・次期地区代表幹事ご夫妻 

・地区幹事 

・各クラブ会長 

・各クラブ会長エレクト 

・各クラブ副会長 

・各クラブ会計 

・各クラブ幹事 

・各クラブ副幹事 

・各クラブ公共イメージ委員長・副委員長 

・各クラブ会員増強委員長・副委員長 

・各クラブ研修部門委員長・副委員長（研修情報・職業奉仕）委員長・副委員長 

・各クラブ奉仕プロジェクト部門（社会奉仕・国際奉仕）委員長・副委員長 

・各クラブ青少年奉仕委員長・副委員長 

・各クラブローターアクト委員長・副委員長 

・各クラブ青少年交換委員長・副委員長 

・各クラブインターアクト委員長・副委員長 

・各クラブロータリー財団部門委員長・副委員長 

・各クラブ米山記念奨学委員長・副委員長 

・新会員（2018 年 7 月 1 日以降入会会員） 

 

・インターアクトクラブ会員 

・ローターアクトクラブ会員 

・国際青少年交換学生 

・米山記念奨学生・学友会メンバー 

・ロータリー財団奨学生・学友会メンバー 

・地区内ロータリークラブ事務局員 

 



 2019-20年度国際ロータリー第2630地区大会登録料、歓迎晩餐「総天然色」食堂、

       旅費、宿泊費に関する規定を下記のとおりとする。

旅　費 宿泊料

ＲＩ負担 ご招待

本人負担 ご招待

本人負担 ご招待

本人負担 ご招待

本人負担 本人負担

本人負担 本人負担

本人負担 本人負担

本人負担 本人負担

本人負担 本人負担

本人負担 本人負担

本人負担 本人負担

本人負担 本人負担

※ご本人負担の皆様におかれましては、必ずクラブを通じてご登録をお願い申し上げます。

◆　登録料 会員 10,000円

ﾊﾟｰﾄﾅｰ・ﾛｰﾀﾘｰ関連団体 5,000円

RI会長代理歓迎「総天然色」食堂 登録料に含む

パートナープログラム 無料

Ｒ財団奨学生 スポンサークラブ負担 スポンサークラブ負担 スポンサークラブ負担

Ｒ財団学友会 スポンサークラブ負担 スポンサークラブ負担 スポンサークラブ負担

米山記念奨学生 世話クラブ負担 世話クラブ負担 世話クラブ負担

米山記念学友会 世話クラブ負担 世話クラブ負担 世話クラブ負担

インターアクト スポンサークラブ負担 スポンサークラブ負担 スポンサークラブ負担

青少年交換学生 スポンサークラブ負担 スポンサークラブ負担 スポンサークラブ負担

資　　格 登録料 旅　費 宿泊料

ローターアクト スポンサークラブ負担 スポンサークラブ負担 スポンサークラブ負担

地区ガバナー補佐 本人負担 本人負担

地区役員 本人負担 本人負担

地区ＧＥご夫妻 本人負担 本人負担

地区ＧＮご夫妻 本人負担 本人負担

地区外ＧＥご夫妻 本人負担 本人負担

地区ＰＧご夫妻 本人負担 本人負担

地区外ＤＧご夫妻 本人負担 本人負担

地区外ＰＧご夫妻 本人負担 本人負担

ＲＩ第3600地区Ｇご夫妻 ご招待 ご招待

ＲＩ第3600地区代表幹事ご夫妻 ご招待 ご招待

ＲＩ会長代理ご夫妻 ご招待 ご招待

ＲＩ会長代理エイド ご招待 ご招待

地区大会登録料区分一覧表

　　　　　　　国際ロータリー第2630地区

　ガバナー　　  　　辻 　正敏

資　　格 登録料 歓迎晩餐会



クラブ名 逝去年月日 ご芳名 ふりがな

中津川 2018.07.01 伊藤    昇

四日市 2018.08.15 伊藤 吾郎

 津北 2018.08.30 青山　弘 

多治見 2018.09.17 鵜飼 正敏

岐阜南 2018.10.14 山本 眞史

岐阜 2018.11.11 関谷 崇夫

大垣西 2018.11.24 田口 輝源

多治見 2018.11.23 加藤 守孝

関 2018.12.11 常川 孝義

津北 2019.01.10 伊藤 友治

岐阜南 2019.02.11 竹腰 兼壽

郡上八幡 2019.02.13 遠藤 主税

伊勢南 2019.03.15 清水    明

郡上八幡 2019.04.09 和田 詠伸

松阪 2019.04.08 奥村 徳男

亀山 2019.04.10 伊藤 敦彦

前年度物故会員一覧表（2018年7月～2019年6月）



2019 年 7 月吉日 

国際ロータリー第 2630 地区 

各ロータリークラブ 幹事 様 

国際ロータリー第 2630 地区 

ガバナー      辻  正敏 

地区大会実行委員長 西村 昭彦 

地区大会幹事    井熊 信行 

 

お願い事項 

（１）地区大会登録料振込のご案内 

地区大会への登録集計が完了致しましたら、登録料を下記銀行口座へお振込み

お願い致します。 

 

1. 振込先銀行口座 

 百五銀行 本店営業部 

 普通預金 №1214015 

 国際ロータリー第 2630 地区 

 地区大会会計 井熊 信行（いくま のぶゆき） 

2. 振込・取消期限 2019 年 9 月 17 日（火）15:00 

 （期限後の取消による返金は致しません。） 

※振込手数料は、恐縮ですが貴クラブにてご負担願います。 

 

（２）前年度物故会員氏名確認依頼のお願い 

地区大会において、前年度（2018 年 7 月 1 日から 2019 年 6 月末日まで）に逝

去されました物故会員の追悼を致します。 

つきましては、物故者名簿のご確認をお願い致します。添付いたしました一覧表

は、ガバナー月信より転記したものです。記載漏れ、誤字・脱字等ご確認お願い

いたします。ご芳名のふりがなも併せて記入お願いいたします。 

ＦＡＸまたはメールにてご返事お願いいたします。 

※回答期限 9 月 17 日（火）までにお願い致します。 

FAX 059-221-2631 

E-mail 1920taikai@rid2630.org 



（３）クラブ活動パネルのお願い 

大会期間中に各クラブ及び各地区委員会の 2018 年 8 月から 2019 年 7 月まで

の活動状況をロビー等でＰＲさせて頂きます。 

 つきましては、活動状況と写真等を下記の要領で PDF にて事務局までお送り

頂きますようお願い申し上げます。 

 なお、掲示物は終了次第当方にて処分させていただくことをご了承下さい。 

 

データが集中する為、ファイル名を統一したいと思います。  

ロータリー名パネル.pdf   ⇒  例：津ＲＣパネル.pdf  

御協力お願い致します。 

 

            例 

 

＊タイトル（書体：ＭＳゴシック） 

＊レイアウト・写真枚数などは自由 

＊活動内容説明文 

＊地区委員会又はクラブ名と紹介文 

＊たて約 84cm×よこ約 60cm 

 

←クラブ名（書体：ＭＳゴシック） 

 

             

※提出期限 9 月 17 日（火）までにお願い致します。 

 

地区大会事務所 

送付先： e-mail 1920taikai＠rid2630.org 

ＴＥＬ： 059-221-2632 

ＦＡＸ： 059-221-2631 

 

タイトル    9cm 

  

説明文 

 

 

クラブ名    9cm 

  

写真  写真 




