
国際ロータリー主要年間行事

月 日 行 事 名

7   月 識字率向上月間 (Literacy Promotion Month)

8   月 会員増強および拡大月間 (Membership and Extension Month)

9   月 新世代のための月間 (New Generations Month)

10  月 職業奉仕月間 (Vocational Service Month)

10  月 米山月間 (Yoneyama Month)

11  月 ロータリー財団月間 (The Rotary Foundation Month)

11月 4日 ～11月 10日 世界インターアク ト週間 (World Interact Week)

l 月 ロータリー理解推進月間 (Rotarv Awareness Month)

2   月 世界理解月間 (World Understanding Month)

2月 3日 ～ 2月 9日 家族週間 (FamilyヽVeek)

2月 23日 ロータリー創立記念日。世界理解と平和の日 (Rottt Anni17ersavoWorld Understandlng&Peace Day)

3月 10日 ～ 3月 16日 世界ローターアク ト週間 (World Rotaract Week)

4   月 ロータリーの雑誌月間 (Rotary's Magazine Month)

6   月 ロータリー親睦月間 (Rotary Fellowship Month)

2002～2003年度国際ロータリー第2660地区 年間カレンダー

年 月 日 行 事 名 場

2002iF 7月 6 日(二L) 合同地区委員会 ヴィアー レ大阪

8月 9日 (金 )～ 11日 (日 ) 少年少女ニコニコキャンプ 大阪府立総合青少年野外活動センター (能勢)

ホストクラブ:大阪淀川

10月 5日 (土 ) 回―タリー財団セミナー 大阪YMCA会 館

2003年 1月 26日 (日 )～ 2月 2日 (日 ) 2003年国際協議会 アナハイム (ア メリカ)

3月 1日 (土 ) 地区チーム研修セミナー 大阪YMCA会 館

3月 22日 (土 ) PE「FS(会長エレク トセミナー) 大阪YMCA会 館

4月 19日 (土 ) 2003～ 2004年度のための地区協議会 大阪国際会議場

5月 3日 (土 )～ 5日 (月 ) ライラ (初級 。上級) 大阪府立青少年海洋センター (淡輪)

ホストクラブ :大阪船場

5月 9日 (金 )～ 10日 (土 ) 2002～ 2003年度地区大会 リーガ。ロイヤルホテル/大阪国際会議場

5月 18日 (日 ) ローターアク ト年次大会 三井アーバンホテル大阪ベイタワー

ホストクラブ :大 阪御堂筋

6月 1日 (日 )～ 4日 (水 ) 2003年国際大会 ブリスベーン (オ ース トラ リア)

6月 8日 (日 ) インターアク ト年次大会 未 定 ホストクラブ :大阪南

ホスト校 :清風学園インターアクトクラブ

●

●報告書送付先及び送金先

国際 ロー タ リー世 界本部 Rota37 1nternational,One Rotary Center,1560 Shennan Avenue,Evanston,IL,U.S.A.60201-3698

国際 ロータ リー 日本事務局

〒1150045東 京都北区赤羽 2-51-3 NS3ビ ル 1階

奉仕室 a(o3)3903-3161  地区・ クラブ関係のお問い合わせ

財団室 a(o3)3903-3192  ロータリー財団関係のお問い合わせ

経理室 a(o3)39033183  出納関係のお問い合わせ

資料室 8(03)39033194  文献、資料の注文、お問い合わせ

各室共通 FAX(03)390卜 3781

ロータ リー米山記念奨学会

人法団財 〒105-0011東 京都港区芝公園 2-6-3 abc会館 8階
a(03)3434■681(三井住友銀行京橋支店 口座NQ普0920373)FAX(03)3578-8281

ロ ー タ リー の 友 事 務 所
〒10,0011東 京都港区芝公園 2-6-3 abc会館 8階

●(03)3436■651(三井住友銀行浜松町支店 口座NQ普6326314)FAX(03)343卜 5956

国際 ロータ リー第2660地 区

会計 金子 薫 (か ねこ かおる)

〒541-0052大阪市中央区安土町 1-511ト ヤマビル東館 6F
a(06)62642660(UFJ銀 行 吹田支店 口座No普5343577)
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