
釧路プリンスホテル
北海道釧路市幸町 7丁目 1番地

TEL 0154-31-1111

釧路市観光国際交流センター
北海道釧路市幸町 3丁目 3番地

TEL 0154-31-1993

コーチャンフォー釧路文化ホール
北海道釧路市治水町 12番地 10号

TEL 0154-24-5005

 ホストクラブ　釧路ロータリクラブ
2019-2020 年度 国際ロータリー第 2500 地区

〒085-0016 北海道釧路市錦町 5-3　三ツ輪ビル 2F
TEL : 0154-61-0018 FAX : 0154-61-0017吉田潤司ガバナー事務所

2019-2020年度 国際ロータリー第2500地区

District 2500

2019-20 RID 2500｜公式サイト｜
http://rid2500-kushiro.sakura.ne.jp/

数多くのメンバーのご参加をお待ち申し上げます。

釧
路

 記念講演 ( 大会 2日目）

テーマ
ポリオ根絶！
ロータリアンの果たした役割にも触れて

講　師   尾身　茂 氏
Omi　 Shigeru

● 独立行政法人 地域医療機能推進機構
                                              （ＪＣＨＯ）
● 名誉世界保健機関（ＷＨＯ）
                      西太平洋地域事務局長
● 自治医科大学名誉教授
● ＮＰＯ法人「全世代」代表理事　

吉田　潤司ガバナー地区方針 知らずて語れず！



《1日目》

　会場：釧路プリンスホテル
　12:30 ～　　　  登録受付
  13:00 ～ 16:00　会長・幹事協議会
　16:00 ～ 17:00　地区指導者育成セミナー

　会場：釧路センチュリーキャッスルホテル
　18:00 ～ 19:30　RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
　19:40 ～ 20:50　姉妹地区歓迎会

 　    8:30 ～　　　 記念親睦ゴルフ大会

 大会概要

《2日目》

　会場：コーチャンフォー釧路文化ホール
　11:00 ～        登録受付
　12:10 ～ 15:00　本会議
　15:00 ～ 16:00　記念講演
　16:15 ～ 17:00　本会議

　会場：釧路市観光国際交流センター
　18:00 ～ 19:30　大会記念懇親会

        9:00 ～ 11:40　エクスカーション

2019年10月11日・12日
（金） （土）



12:30 本会議登録開始
13:00 開会
　 点鐘
 国歌斉唱
 ロータリーソング『奉仕の理想』
13:09 紹介
 　　RI 会長代理・地区外登録
 　　地区役員
13:30 ガバナー挨拶
13:40 RI 会長代理挨拶並び講演
14:00 各種委員会報告
 　　登録委員会
 　　資格審査委員会
 　　選挙管理委員会
 　　決議委員会
14:15 大会決議案審議及び採択
14:16 収支報告
14:18 監査報告
14:20 収支報告承認
14:21 各部門現況報告
15:50 休憩
16:00 地区指導者育成セミナー
17:00 点鐘
 

大会 1日目（会長・幹事協議会）
日時 /10 月 11 日（金）会場 /釧路プリンスホテル

RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
日時 /10 月 11 日（金）会場 /釧路センチュリーキャッスルホテル

18:00 ～ 19:30 　RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
 

姉妹地区歓迎会
日時 /10 月 11 日（金）会場 /釧路センチュリーキャッスルホテル

19:40 ～ 20:50 　姉妹地区歓迎会
 

11:00 登録開始
12:10 点鐘
 国歌斉唱 ( 韓国・タイ王国・日本）
 ロータリーソング
 物故者追悼
12:21 開会のことば
12:24 紹介
 　　RI 会長代理ご夫妻・来賓
 　　地区内 PG
12:44 歓迎のことば
12:47 ガバナー挨拶
12:57 RI 会長代理挨拶並び講演
13:20 姉妹地区総裁挨拶
13:25 友好地区ガバナー挨拶
13:30 来賓祝辞
13:53 RI 会長代理ご夫妻へ記念品贈呈
13:56 表彰
14:15 休憩
14:25 ガバナー補佐、地区内クラブ紹介
15:00 記念講演
16:00 休憩
16:10 米山記念奨学生紹介
16:20 財団留学生紹介
16:25 ガバナーエレクト挨拶
16:30 ガバナーノミニー挨拶
16:35 次期ホストクラブ会長挨拶
16:40 国際大会 PR
16:45 RI 会長代理大会所感
16:55 ガバナー謝辞
17:00 点鐘

大会 2日目（本会議）
日時 /10 月 12 日（土）会場 /コーチャンフォー釧路文化ホール

大会記念大懇親会
日時 /10 月 12 日（土）会場 /釧路市観光国際交流センター

18:00 開場
18:10 開宴のことば
  ガバナー挨拶
  乾杯
18:30 ゴルフ大会表彰
19:30 閉宴のことば

地区諮問委員会
日時 /10 月 11 日（金）会場 /釧路プリンスホテル

10:00 ～　　地区諮問委員会
 

地区大会特別委員会
日時 /10 月 11 日（金）会場 /釧路プリンスホテル

11:00 ～　　地区大会特別委員会
 

ガバナー補佐会議
日時 /10 月 11 日（金）会場 /釧路プリンスホテル

11:30 ～　　ガバナー補佐会議
 

地区財務委員会
日時 /10 月 11 日（金）会場 /釧路プリンスホテル

11:30 ～　　地区財務委員会
 

記念懇親ゴルフ大会
日時 /10 月 11 日（金）会場 /釧路カントリークラブ東コース

8:30 スタート　　記念懇親ゴルフ大会
 

エクスカーション
日時 /10 月 12 日（土）会場 /釧路プリンスホテル前発

9:00 ～ 11:40 　　エクスカーション
 

米山奨学生・青少年交換留学生・ローターアクト交流会
日時 /10 月 12 日（土）会場 /文化ホール

米山奨学生・青少年交換留学生
ローターアクト交流会

2019-2020年度 国際ロータリー第2500地区 

地区大会（釧路）スケジュール

時間等は多少変更される場合があります。ご了承下さい。


