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浮⽻RC ⾼野 猛 様



本⽇の流れ

クラブ研修計画を発表

質疑応答

ガバナー補佐様 講評



⽢⽊RC 野村 佳正 様



2022年１月１９日作成

実行項目 目的 必用なリソース・人材 担当する会員・タスク 期日

地区研修・協議会への参加

次期クラブの指導者（会長・幹
事・各委員会委員長）が、各自の
役割について学び、次年度の活
動に備える

会長・幹事・各委員会委員長 会長・幹事・各委員会委員長 ２０２２年５月２１日（土）

地区補助金セミナーへの参加 地区補助金申請のため
ロータリー財団委員会（補助金
プロジェクト担当）

ロータリー財団委員会（補助金
プロジェクト担当）

２０２２年９月、２０２３年１月

IMへの参加を増加させる
同地区のロータリー会員との親
睦を深める

会長・幹事・クラブ管理運営委員
会

会長・幹事・クラブ管理運営委員
長が声掛けを行う

2023年　IM実施日の２カ月前

新会員オリエンテーションの実施
新会員との親睦、ロータリーに
関する知識の向上

会員増強委員会（定款細則・ロー
タリー情報担当）

会員増強委員会（定款細則・ロー
タリー情報担当）

新会員入会後、３カ月以内

会員増強及び拡大月間 会員増強委員会 ２０２２年７月１２日（火）

経済と地域社会の発展月間 奉仕プロジェクト委員会 ２０２２年１０月４日（火）

ロータリー財団月間 ロータリー財団委員会 ２０２２年１１月８日（火）

疾病予防と治癒月間 クラブ管理運営委員会 ２０２２年１２月６日（火）

職業奉仕月間 地区職業奉仕委員長　半田会友 ２０２３年１月１７日（火）

青少年奉仕月間 奉仕プロジェクト委員会 ２０２３年５月９日（火）

甘木RC　クラブ研修計画

特別月間に対応した卓話の実施
特別月間に対応した卓話によ

り、ロータリーへの理解と知識を
高める



久留⽶RC 桧枝 泰秀 様



クラブ研修計画の作成事例③

③現会員に対しての研修

実行項目 目的 必要なリソース・人材 担当する会員・タスク 期日

特別月間に対応した卓話の依頼 特別月間に応じた卓話を行うこと
で、クラブ会員のロータリー、ロー
ターアクトへの理解と知識を深め
るため

プログラム委員長、卓話者(ロータ
リ
ー財団地区委員長、ＲＡＣ・ＲＹＬＡ
委員長など)

プログラム委員長、特別月間に応
じたプログラムを作り、卓話者や
教材の準備を行う。

１１月１８日：ロータリー財団関連
(卓話者：地区より)
５月１２日：青少年奉仕月間（久留
米ＲＡＣ会長等の卓話）

クラブ指導者育成セミナーの実地 クラブ会員の指導者の育成、将来
のクラブリーダーの育成のため

クラブ研修リーダー、会長・幹事、
ロータリー情報委員長、参加者(９
月３０日までに事務局より希望者
を募る)

第1回議題：未定 ３月(金)例会後実施

四大奉仕委員会クラブフォーラム
の
実施

それぞれの部門の内容や議題に
対してフリーディスカッションを通
じ、理解を深めるため

職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、
青少年奉仕の各委員長

職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、
青少年奉仕の各委員長。
・各年度における活動の検証・課
題と将来設計を議論する

１０月７日(金)例会で実施

久留米ロータリークラブ創立７０
周年記念事業参加及び準備

周年事業を通しての当クラブの歴
史の理解と知識を広げ、ロータ
リー会員同士の連携を深めるた
め

創立７０周年事業実行委員会委
員長、副委員長、事務局長

創立７０周年事業実行委員会、委
員長、副委員長、事務局長、各部
会長のいずれかが会員に記念事
業実施に向けて小委員会の実施
など協力を求め積極的な参加を
促す。

２月２５日まで



久留⽶中央RC 野⽥ 昇資 様
曽 ⽂顕 様



実行項目 目的 必要なリソース・人材 担当する会員・タスク 期日

地区補助金セミナーへの
参加

地区補助金申請の為
会長エレクト
幹事エレクト
財団委員長

セミナー終了後、例会で
報告
案件情報収集

1月15日13時～16時ズー
ムにより参加

IMへの参加全員登録
同地域のロータリー会員
の親睦と知識を広める為

全会員 会長・幹事

今年度は2月5日14時～17
時鳥栖RCで実施されリ
モート含め全員参加　次
年度はうきはRCで開催予
定

①地区主催・委員会主催の研修会等

クラブ研修計画①



久留⽶東RC 織⽥ 冬彦 様



久留米東ロータリークラブ

　2022年-2023年　クラブ研修リーダー　クラブ研修計画

ロータリーの目的(要約)

①知り合いを広めること

②ロータリアン各自の職業を高潔なものにすること

③日々奉仕の理念を実践すること

④国際理解、親善、平和を推進すること

四つのテスト　

真実かどうか　　

みんなに公平か

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

久留米東ロータリークラブの中・長期的な方向性

自由で和やかな雰囲気の中で多くの人と交流できるクラブ

地元を中心とした社会貢献活動ができるクラブ

国内外にネットワークが拡がるクラブ

研修計画の目的と責務

上記の目的、方向性を具現化するためにクラブ内会友の研修プログラムの実践

研修計画の立案並びに実施監督

クラブ研修リーダー

織田冬彦会友（2022年度副会長予定者）

クラブ研修計画

実行項目 目的 要件・参考 関係する委員会 期日 備考

ロータリー基本知識習得 今日からロータリアンなど 知識習得

新会員間の交流 新会員同士の親睦 参加交流

IM、地区大会、合同例会参加 参加意識の醸成 参加交流

米山功労者の輪を広げる 地区資料・米山奨学生 米山奨学委員会 米山月間 意識向上

ローターアクト活動拡充 祐誠高校 青少年奉仕・IAC委員会 8月、2月 意識向上

地元施設支援活動拡充 天使園、わたしと僕の夢 国際・社会奉仕委員会 年間2回程度 意識向上

社会活動支援資金確保 ニコボックス ニコボックス委員会 通年 意識向上

特別月間の活用 プログラム委員会・出席委員会 毎月 企画

講師選出（クラブ内・外部講師）プログラム委員会 毎月 企画

IDM・クラブ内研修制度 Ｒ情報・会員研修委員会 年間4回程度 企画

職場例会の実施 職業奉仕委員会 年間2回程度 企画

ＤＸ・ZOOM 広報会員雑誌委員会 年間2回程度 企画

会員拡大 クラブ基盤の向上 適正会員数設定・拡大手法 会員増強委員会 通年 意識向上

新会員研修 親睦委員会 入会翌月から随時

社会貢献活動

例会　IDMの充実 魅力あるクラブづくり



久留米東ロータリークラブ

　2022年-2023年　クラブ研修リーダー　クラブ研修計画

ロータリーの目的(要約)

①知り合いを広めること

②ロータリアン各自の職業を高潔なものにすること

③日々奉仕の理念を実践すること

④国際理解、親善、平和を推進すること

四つのテスト　

真実かどうか　　

みんなに公平か

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

久留米東ロータリークラブの中・長期的な方向性

自由で和やかな雰囲気の中で多くの人と交流できるクラブ

地元を中心とした社会貢献活動ができるクラブ

国内外にネットワークが拡がるクラブ

研修計画の目的と責務

上記の目的、方向性を具現化するためにクラブ内会友の研修プログラムの実践

研修計画の立案並びに実施監督

クラブ研修リーダー

織田冬彦会友（2022年度副会長予定者）

クラブ研修計画

実行項目 目的 要件・参考 関係する委員会 期日 備考

ロータリー基本知識習得 今日からロータリアンなど 知識習得

新会員間の交流 新会員同士の親睦 参加交流

IM、地区大会、合同例会参加 参加意識の醸成 参加交流

米山功労者の輪を広げる 地区資料・米山奨学生 米山奨学委員会 米山月間 意識向上

ローターアクト活動拡充 祐誠高校 青少年奉仕・IAC委員会 8月、2月 意識向上

地元施設支援活動拡充 天使園、わたしと僕の夢 国際・社会奉仕委員会 年間2回程度 意識向上

社会活動支援資金確保 ニコボックス ニコボックス委員会 通年 意識向上

特別月間の活用 プログラム委員会・出席委員会 毎月 企画

講師選出（クラブ内・外部講師）プログラム委員会 毎月 企画

IDM・クラブ内研修制度 Ｒ情報・会員研修委員会 年間4回程度 企画

職場例会の実施 職業奉仕委員会 年間2回程度 企画

ＤＸ・ZOOM 広報会員雑誌委員会 年間2回程度 企画

会員拡大 クラブ基盤の向上 適正会員数設定・拡大手法 会員増強委員会 通年 意識向上

新会員研修 親睦委員会 入会翌月から随時

社会貢献活動

例会　IDMの充実 魅力あるクラブづくり



久留⽶北RC ⽥中 憲治 様



１　地区主催・委員会主催の研修会等
実行項目 目的 必要なリソース・人材 参加する会員・タスク 期日

地区補助金セミナーへの参加 地区補助金申請のため 社会奉仕委員長 社会奉仕委員長がセミナーへ ９月
参加し、理事会に報告後、例会
にて卓話を行う。

資金管理セミナー 地区補助金申請のため 社会奉仕委員長 理事会において審議可決した １月
実施計画に基づき、社会奉仕委
員長がセミナーへ参加し、補助
金の申請に取り掛かる。

IMへの参加を増加させる。 同地域のロータリー会員 会長・幹事・出席委員長 会長・幹事・出席委員長が例会 ２月
の親睦と、知識を広める において出席への声掛けを行
ため う。

２　新会員オリエンテーション
実行項目 目的 必要なリソース・人材 参加する会員・タスク 期日

新会員オリエンテーションの実施 新会員の親睦と知識を広 「今日からロータリアン」 ロータリー情報委員長 ７月・10月・2月・4月
めるため 「月信」「ロータリーの友」 会友全員 に実施する。

「MyRotary登録手順」
ロータリー情報委員長
・新会員を対象としたベテラ
ン会員による卓話を実施し、
クラブに対する理解と親睦を
図る。

IMへの参加を増加させる。 同地域のロータリー会員 出席委員長 出席委員長が入会3年以内の会員 ２月
の親睦と、知識を広める には出席義務があることを周知
ため 徹底する。

IM時に、ロータリー基礎知識講
話、新会員研修セミナーの受講



３　現会員に対しての研修
実行項目 目的 必要なリソース・人材 参加する会員・タスク 期日

特別月間に対応した卓話の依頼 特別月間に応じた卓話を プログラム委員長 ☆会員増強月間 8月
行うことで、クラブ会員 卓話者 （地区会員基盤向上委員長）
のロータリーへの理解と 各クラブの会員増強取組事例
知識を深めるため について

☆ロータリー財団月間 11月
（地区ロータリー財団委員長）
地区補助金申請の実施要領につ
いてクラブ会員の知識を深める
☆疾病予防と治療月間 12月
（健康管理委員会）
クラブ独自の健康診断を実施後
クラブ所属の医師により、健康
管理卓話を行う。
☆職業奉仕月間 1月
（職業奉仕委員会）
ロータリーの目的である、高い
職業倫理基準を保ち、社会に奉
仕するクラブ会員企業に訪問し
職場見学・卓話を実施する。
☆青少年奉仕月間 5月
（青少年奉仕委員会）
青少年交流にふさわしい卓話



⼩郡RC 江藤 航治 様



クラブ研修計画（2022-2023年度） 

小郡ロータリークラブ 

① 新会員に対する研修 
実施項目 目的 必要なリソース・人材 担当する会員・タスク 期日 

新会員オリエンテーショ
ンの実施 

新会員の親睦と知識を広
めるため 

「今日からロータリア
ン」「月信」「ロータリーの
友」「My Rotaryの登録手
順」 

会員研修委員長 入会日から１か月後以降 

ＩＭ参加 第６グループのロータリ
ー会員の親睦と知識を広
めるため 

 例会運営委員長が新会員
を含む３年以内の会員に
出席要請を行う。 

開催日の１ケ月前まで 

 
② 現会員に対しての研修 

実施項目 目的 必要なリソース・人
材 

担当する会員・タスク 期日 

特別月間に対応した卓話の依頼 
１月：職業奉仕月間 
４月：ロータリー親睦活動月間 
５月：青少年奉仕月間 
８月：会員増強月間 
１０月：米山月間 

特別月間に応じた
卓話を行うこと
で、クラブ会員の
ロータリーへの理
解と知識を深める
ため 

卓話者は月間テーマ
に応じた地区委員長
に依頼する。 

例会運営委員長が特別月
間に応じたプログラムを
作り卓話者や教材の準備
を行う 

〇月〇日（卓話者：△△地
区委員長） 



12月：ロータリー財団月間 
四大奉仕委員会クラブフォーラムの実
施 

それぞれの部門の
内容や課題に対し
てフリーディスカ
ッションを通じ、
理解を深めるため 
 

職業奉仕委員長 
社会奉仕委員長 
国際奉仕委員長 
青少年奉仕委員長 

職業奉仕： 〇〇会員 
社会奉仕： ○○会員 
国際奉仕： ○○会員 
青少年奉仕：〇〇会員 

職業奉仕： 〇月〇日 
社会奉仕： 〇月〇日 
国際奉仕： 〇月〇日 
青少年奉仕：〇月〇日 
例会時の卓話時間に実施 

 
③ ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）の受講 

実施項目 目的 必要なリソース・人材 担当する会員・タスク 期日 
ＲＬＩの受講 将来のクラブリーダーの

育成のため 
次年度会長、幹事、クラブ
研修リーダー 

クラブ研修リーダーが該
当者にＲＬＩ日程の告知、
テキストの準備を行う 

第１回：１月 23日 
第２回：2月 06日 
第 3回：2月 20日 

 



⿃栖RC 岡本 勇治 様



鳥栖クラブ研修計画（2022～20223） 
① 地区主催・委員会主催の研修会等 

実行項目 目 的 必要なリソース・人材 担当する会員・タスク 期 日 
地区補助金セミナー参加 地区補助金申請のため R 財団委員長、社会奉仕委員

長 
会長、委員長がセミナーに出
席し、例会にて報告する 

未定 

IMへの参加 第 6Gの会員との親睦、知
識を広めるため 

会長、幹事、出席委員長 会長、幹事が声掛けを行う IM 2023・2・4（土） 

 
② 新会員（5年未満）オリエンテーション 

実行項目 目 的 必要なリソース・人材 担当する会員・タスク 期 日 
ロータリー塾の開催 新会員の親睦と知識を広

めるため 
R情報委員長、「ロータリー教
本」等 

クラブ研修リーダー、R情報
委員長 

10月、12月、2月、4月 

IM参加 第 6Gの会員との親睦、知
識を広めるため 

出席委員長 出席委員長が新会員に出席
義務であることを伝える 

1月月初例会まで 

 
③ 現会員に対しての研修 

実行項目 目 的 必要なリソース・人材 担当する会員・タスク 期 日 
特別月間に対応した卓話
の依頼 

会員のロータリーへの理
解と知識を深めるため 

プログラム委員長、卓話者（地
区の委員長等） 

プログラム委員長、特別月間
用のプログラム作り 

未定 

クラブフォーラムの実施 クラブの課題や将来像を
話し合う 

クラブ戦略計画委員会 クラブ戦略計画委員会 9/14、12/21、3/22、5/24 

 
④ RLIの受講 

実行項目 目 的 必要なリソース・人材 担当する会員・タスク 期 日 
RLIの受講 将来のクラブリーダー育

成のため 
次期会長・幹事 クラブ研修リーダー 未定 

 



浮⽻RC ⾼野 猛 様



浮羽ロータリークラブ 
研修リーダー 高野 猛 
Tel  0942-33-8786 
携帯 080-2732-1490 

 
 2022/7~2023/6 の浮羽ロータリークラブ事業計画 
 
 
社会奉仕委員会  緑の教室（樹木医講座）  担当 赤穂 孝秀 
          実施時期 9月 
 
青少年奉仕委員会 子供食堂支援  かっぱ子供食堂  担当 工藤 雄二 
           実施時期 7月 
 
会員拡大委員会  年度末会員目標 45名（現会員 41名）担当 梶原 宏太 
          実施時期 3月 
                           



質疑応答



第６グループガバナー補佐
浮⽻RC 北川 正勝 様

ガバナー補佐 講評



最後に…
① 本⽇の研修を踏まえ、３⽉22⽇（⽕）
PETSで会⻑エレクトからクラブ研修計画
を発表していただきます。

② 最終的に、クラブ研修計画は、理事会で
承認・報告することを推奨します。

③ 次年度は決めたクラブ研修計画を実施して
ください。


