
第2830地区　主要行事 （変更・移動・中止の場合は注意してください。） 2021/2/22現在

行事名 開催場所 備考

2020 7月 1 (水） 変更 第１回ガバナー会議 WEB会議

5 （日） 変更 第5回青少年交換委員長・全国危機管理委員長合同会議 WEB会議

18 (土） 変更 米山卓話講習会 アスパム

18 (土） 中止 第1回地区クラブ拡大・会員増強セミナー 青森国際ホテル

26 （日） 中止 第1回地区ロータリー財団セミナー 青森国際ホテル

8月 中止 インターアクト年次大会 むつ市

9月 13 （日） 追加 南グループ合同GOLFコンペ 八戸CC

変更 ガバナーエレクト研修セミナー《GETS》 オンラインセミナー

16 （水） 中止 2021-22年度の地区研修リーダーのためのセミナー《DTS》 DVD研修

26 (土) 追加 インターアクト委員会 リンクモア平安閣市民ホール

10月 17 （土） 変更 地区女性会員の集い 八戸プラザホテル

24 （土） 変更 八戸RC創立65周年 八戸グランドホテル（※会場再度変更）

11月 1 (日) 中止 中グループI.M 未定

7 （土） 延期 RLIリーダー研修会 未定

延期 RLI はまなす会館

八戸北RC創立50周年 八戸プラザホテル

追加 第1回青少年交換プログラム支援システム運用セミナー オンラインセミナー（Zoom）

24 （火） 変更 ロータリー財団セミナー ZOOMによるWEBセミナー

24 （火） 延期 日本のロータリー100周年記念式典 ザ・プリンスパークタワー東京

25 （水） 延期 第2回GETS、GNTS ホテルオークラ東京

25 （水） 中止 RI会長・TRF管理委員長歓迎晩餐会 ホテルオークラ東京

変更 ロータリー研究会　（一日のみの開催） ZoomよるWEBセミナー

追加 第2回青少年交換プログラム支援システム運用セミナー オンラインセミナー（Zoom）

26 （木） 変更 第2回ガバナー会議　（11/25　⇒　11/26） WEB会議

26 (木) 変更 GNTS　（11/25　⇒　11/26） オンラインセミナー(Zoom)

27 （金） 変更 第２回GETS　（11/25　⇒　11/27） オンラインセミナー(Zoom)

29 （日） 追加 第3回青少年交換プログラム支援システム運用セミナー オンラインセミナー（Zoom）

29 （日） 中止 第2回地区ロータリー財団セミナー アスパム

12月 変更 米山奨学生面接選考試験 アスパム

追加 第1・2・3地域　戦略計画推進セミナー バーチャル（Zoom）開催

6 (日) 追加 第6回青少年交換委員長・全国危機管理委員長合同会議 Zoom＋対面式併用会議

15 (火) 追加 青森県留学生交流推進協議会総会・運営委員会合同会議 オンライン開催

17 (木) 追加 ロータリーの未来形成についての報告および意見交換会 オンライン開催（Zoom）

20 (日) 追加 ロータリー財団 グローバル補助金会議 Zoom開催

2021 1月 9 （土） 追加 地区委員長会議 Zoom

19 （火） 中止 南グループ合同新年会 グランドサンピア八戸

延期 現・次期ガバナー補佐会議 ホテル青森

追加 ロータリーと危機管理 対面式+Zoom併用

26 (火 ) 延期 むつ大畑ロータリー衛星クラブ創立祝賀会 むつグランドホテル

中止 新春米山の集い まかど観光ホテル

31 (日) 変更 ガバナーエレクト国際協議会参加激励会 ハイブリッド開催（ホテル青森・Zoom）

2月 変更 ガバナーエレクト国際協議会 バーチャル開催

6 （土） 八戸東RC創立60周年 八戸グランドホテル

27 （土） 中止 南グループＩ.Ｍ グランドサンピア八戸

3月 2 （火） 追加 むつ大畑ロータリー衛星クラブ創立祝賀会 むつグランドホテル

7 （日） 米山奨学生修了証書授与式 ホテル青森（※会場決定）

14 （土） 変更 2021-22年度地区チーム研修セミナー（DTTS）　（3/13　⇒　3/14） 未定

14 （日） 変更
2021-22年度地区チーム研修セミナー（DTTS） および
2021-22年度会長エレクト研修セミナー（PETS)  （1日開催に変更）

ウェディングプラザアラスカ
（※会場決定）

25 (木) 追加
ロータリーの友 次期地区代表委員オリエンテーションおよび現友委員
会

Zoom形式

4月 4 （日） 変更 米山新奨学生・カウンセラーオリエンテーション（※日程変更） ホテル青森（※会場決定）

中止 ゴルフ大会 八戸CC

中止 RI会長代理歓迎晩餐会 八戸プラザホテル

変更 地区大会（本会議のみ） 八戸市公会堂

大懇親会（未定） 八戸プラザアーバンホール

18 （日） 変更 地区大会（記念講演のみ） 八戸市公会堂

24 （土） 米山卓話講習会 未定

5月 追加 RYLA 未定

15 （土） 中止 西第１グループＩＭ 未定

22 （土） 変更 2021-22年度地区研修・協議会（DTA） ホテルサンルート五所川原

25 （火） 追加 日本のロータリー100周年を祝う会　記念式典・祝賀会 サ・プリンス　パークタワー東京

6月 5 （土） 米山カウンセラー研修会 未定

国際ロータリー年次大会　台北大会 台湾・台北

20 （日） 追加 五所川原中央RC創立40周年 未定

26 （土） クラブ拡大・会員増強委員会 未定

10月 変更 地区大会 五所川原市 日程変更（10/2～3→10/16～17）

12月 18 （土） 変更 ガバナーエレクト国際協議会出席壮行会 ホテル青森 日程変更（12/11→12/18）、会場決定
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