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第７グループガバナー補佐
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第７グループの参加者の皆様
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柳川RC 内村 秀樹 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



筑後RC 末次 栄作 様



実効項目 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 地区補助金申請のため ロータリー財団委員長 ロータリー財団委員長が 未定
への参加 青少年奉仕委員長 セミナーへ参加し

社会奉仕委員長 例会で報告する
IMへの参加をお願いする 同地域のロータリー 会長・幹事 広報委員長 IM開催日

会員の親睦と知識を ガバナー補佐 IM実行委員長が声掛け ３月１８日(土)
広めるため IM実行委員長 を行う

広報委員長
新会員オリエンテー 新会員の親睦と 会員増強・研修 会員増強・研修 年２回
ションの実施 知識を広めるため 委員長 委員長
創立６５周年記念式典 節目を迎えられたこと 会長・幹事 会長・幹事 式典・懇親会
記念事業・懇親会 に感謝しお祝いをする 副実行委員長 副実行委員長 ３月１８日(土)

各委員長 各委員長 記念事業　未定

クラブ研修計画



⼤川RC ⽋席



大川ロータリークラブ

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 地区補助金のため
奉仕プロジェクト委員長、ロータ
リー財団担当リーダー、社会奉仕
担当リーダー

奉仕プロジェクト委員長、ロータ
リー財団担当リーダーがセミナー
へ参加、例会にて報告。

2023年1月

ＩＭへの参加を増加させる。
（特に入会３年以内の会員）

同地域のロータリー会員の親睦
と知識を広めるため

会長、幹事、出席担当リーダー 会長、幹事が出席を促す。
ＩＭ開催日
2023年3月

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 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

今日からロータリーアン、ガバ
ナー月信、ロータリーの友、マイ
ロータリー登録：ロータリー情報
担当リーダー

会員基盤向上委員長、ロータリー
情報担当リーダー

7月、11月、3
月年3回実施

ＩＭ参加
同地域のロータリー会員の親睦
と知識を広めるため

幹事、出席担当リーダー
出席担当リーダーが新会員は出席
義務であることを伝え、出席を促
す。

2023年1月末

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い、
クラブ会員のロータリーへの理
解と知識を深めるため

プログラム担当リーダー：地区委
員会委員長

プログラム担当リーダー、特別月
間に応じたプログラムを作り、卓
話者への依頼を行う。

8月～6月まで
の特別月間

クラブ指導者育成セミナーの実
施

クラブ会員の指導者の育成、将
来のクラブリーダー育成のため

会長、幹事、クラブ管理運営・会
員基盤向上委員長

会長、幹事、クラブ管理運営・会
員基盤向上委員長

7月～12月の
間に1回

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

奉仕プロジェクト委員長
Ｒ財団月間：ﾛｰﾀﾘｰ財団担当　　職
業奉仕月間：職業奉仕担当　　青
少年奉仕：青少年奉仕担当

11月例会実施
1月例会実施
5月例会実施

④ＲＬＩ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

ＲＬＩ受講者に日程の連絡とテキ
ストを準備する。

2023年

ＲＬＩーＤＬ研修の受講
ディスカッションリーダー育成
のため

ＲＬＩPartⅠ～Ⅲのすべてを受講
した会員

ＲＬＩーＤＬ受講者 2023年

①地区主催・委員会主催の研修会等

クラブ研修計画の作成



大川ロータリークラブ

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 地区補助金のため
奉仕プロジェクト委員長、ロータ
リー財団担当リーダー、社会奉仕
担当リーダー

奉仕プロジェクト委員長、ロータ
リー財団担当リーダーがセミナー
へ参加、例会にて報告。

2023年1月

ＩＭへの参加を増加させる。
（特に入会３年以内の会員）

同地域のロータリー会員の親睦
と知識を広めるため

会長、幹事、出席担当リーダー 会長、幹事が出席を促す。
ＩＭ開催日
2023年3月

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 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

今日からロータリーアン、ガバ
ナー月信、ロータリーの友、マイ
ロータリー登録：ロータリー情報
担当リーダー

会員基盤向上委員長、ロータリー
情報担当リーダー

7月、11月、3
月年3回実施

ＩＭ参加
同地域のロータリー会員の親睦
と知識を広めるため

幹事、出席担当リーダー
出席担当リーダーが新会員は出席
義務であることを伝え、出席を促
す。

2023年1月末

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い、
クラブ会員のロータリーへの理
解と知識を深めるため

プログラム担当リーダー：地区委
員会委員長

プログラム担当リーダー、特別月
間に応じたプログラムを作り、卓
話者への依頼を行う。

8月～6月まで
の特別月間

クラブ指導者育成セミナーの実
施

クラブ会員の指導者の育成、将
来のクラブリーダー育成のため

会長、幹事、クラブ管理運営・会
員基盤向上委員長

会長、幹事、クラブ管理運営・会
員基盤向上委員長

7月～12月の
間に1回

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

奉仕プロジェクト委員長
Ｒ財団月間：ﾛｰﾀﾘｰ財団担当　　職
業奉仕月間：職業奉仕担当　　青
少年奉仕：青少年奉仕担当

11月例会実施
1月例会実施
5月例会実施

④ＲＬＩ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

ＲＬＩ受講者に日程の連絡とテキ
ストを準備する。

2023年

ＲＬＩーＤＬ研修の受講
ディスカッションリーダー育成
のため

ＲＬＩPartⅠ～Ⅲのすべてを受講
した会員

ＲＬＩーＤＬ受講者 2023年

①地区主催・委員会主催の研修会等

クラブ研修計画の作成



⼤牟⽥RC ⻄⼭ 康弘 様
⽥中 正繁 様



資料なし



⼤牟⽥北RC 平河 孝洋 様



次年度会長・幹事 次年度会長・幹事
担当理事、担当委員長 担当理事、担当委員長 2022年5月21日

「今日からロータリアン」 研修リーダー
「月信」 会員基盤向上担当理事   随   時
「ロータリーの友」 会員増強委員会

クラブ管理運営担当理事
プログラム委員長   適   時

次々年度会長・幹事
クラブ研修リーダー   次年度RLI開催日

RLI受講者の中から選定 クラブ研修リーダー
  次年度DL開催日

全会員 2023年1月26日
クラブの運営状況や課題 　　(例会時)
各委員会の活動状況や課題

大牟田北ロータリークラブ

将来のクラブリーダー育成の為

ディスカッションリーダー育成
の為

テキストの準備を行う

長期計画委員会

2022～2023年度　クラブ年間研修計画

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

クラブ研修リーダー

RI会長及び2700地区ガバナーの
方針を学び、事業計画に反映さ
せる為

RLI受講者の中からDL研修
受講者を決定し、日程を告
知する

地区研修・協議会への参加

　R L I の受講

クラブの活性化を計ると共に、
メンバーの参画意識の向上やス
キルアップへ繋げる為

ロータリークラブの基礎知識習
得と親睦を深める為

ロータリーへの理解と知識を深
める為

特別月間に対応した2700地
区の委員会

新会員オリエンテーション
の実施

特別月間に対応した卓話の
依頼

該当者にRLIの日程告知
クラブ研修リーダーが指名
するもの

　クラブ協議会の開催

　R L I -D L研修の受講



出席委員長

I Mプログラム   次年度 I M開催日

出席委員長
地区大会プログラム 次年度地区大会開催日

実行項目 目   的 必要なリソース・人材 担当する会員・タスク

　I  Mへの参加

　地区大会への参加

研修リーダー、出席委員会

会長・幹事

期   日

会長・幹事
研修リーダー、出席委員会
※新会員に出席義務である
事を伝えると共に、全メン
バーに出席を依頼する

ロータリーへの理解を深めると
共に、ロータリアンとしての誇
り、自覚、責任を促す為

第7グループの会員との親睦と知
識を広げる為

※新会員に出席義務である
事を伝えると共に、全メン
バーに出席を依頼する



⼤牟⽥南RC ⼭⾕ 啓太 様



クラブ研修計画

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 今年参加期日
地区補助金セミナーへの参加 地区補助金申請のため ロータリー財団委員長 ロータリー財団委員長がセミナーへ参加し 2022年1月15日（土）

社会奉仕委員長 クラブ内で検討し適時
IMへの参加を増加させる。 同地域のロータリー会員の 全会員 会長・幹事・親睦委員長が声掛けを行う IM開催日：2022年3月19日（土）
（特に入会3年以内の会員） 親睦と知識を広めるため 委員会報告：2022年1月21日（金）

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 担当する会員・タスク 今年参加期日
新会員オリエンテーションの 新会員の親睦と知識を 「今日からロータリアン」 ロータリー情報委員長 新会員が入会後適時
実施 広めるため ロータリー情報委員長
IM参加 同地区のロータリー会員の 幹事 幹事が全員登録である事を伝える 2月末まで

親睦と知識を広めるため

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 今年参加期日
特別月間に対応した卓話の 特別月間に応じた卓話を プログラム委員長、卓話 プログラム委員長が特別月間に応じた 10月1日：卓話者米山奨学生
依頼 行うことで、クラブ会員の 担当者 プログラムを作り、卓話者が依頼資料の準備

ロータリーへの理解と知識 などを行う
を深めるため

クラブ指導者育成セミナーの クラブ会員の指導者の育成、 会長、幹事、ロータリー 第1回：12月4日（土）
受講 将来のクラブリーダーの 情報委員長 第2回：3月3日（木）

育成のため
その他各地区のセミナーの受講 情報を提供し今後のクラブ 各委員長 該当者に日程の告知 各セミナー開催日

の研鑽に反映させる。

④RLI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 今年参加期日
RLIの受講 従来のクラブリーダーの 次年度会長・幹事 該当者にRLIの日程の告知、テキストの準備を 第1回：1月23日（日）

育成のため 行う 第1回：2月 6日（日）
第1回：2月20日（日）



⼋⼥RC ⽜島 幹 様



実行項目 目　的 必要な資料や人材 担当する会員・作業 期　日

ロータリー事業に関する卓
話の依頼（地区、他クラブ
より）

ロータリー事業に関する地
区、他クラブの活動、情報
を収集し、会員に周知させ
クラブの活性化を図る

担当理事、プログラム委員
長、内容に適した卓話者

担当理事、プログラム委員
会が適宜、プログラムに外
部卓話を取り入れ、地区、
他クラブからの卓話者の選
出、資料の準備を行う

年度初旬に行う

全会員に対するロータリー
セミナー

全会員に対し、今のRI、日
本ロータリー、地区の情報
を伝え、クラブのあり方を
議論する

関係各所の情報収集 会長、幹事、SAAを中心
に、年に数回、プログラム
に取り入れる。

3カ月に一度のペースで行う

実行項目 目　的 必要な資料や人材 担当する会員・作業 期　日

新入会員に対するロータ
リーセミナーの開催

入会3年の会員に対するロー
タリーセミナー

「ロータリーとは」資料
ベテラン会員、経験豊富な
会員
MyRotaryへの登録手順

情報広報雑誌委員会
資料の作成、取寄せ
出席・親睦委員会
懇親を深める為、夕刻開催

年度初旬に行う

IM

グループ内の会員の親睦と
友好を深める為

IMに関する資料 会長、幹事、SAA、出席委
員会が会員に出席義務を伝
える

期日：2023年３月１８日

現会員に対しての研修

新会員に対するセミナー

２０２２－２０２３年度　クラブ研修計画



実行項目 目　的 必要な資料や人材 担当する会員・作業 期　日

地区大会

地区大会に参加し地区の動
向やロータリーの活動を知
り、地区内の会員との親睦
を図る

全会員 会長・幹事　情報を会員に
周知

期日：2023年４月22日23日

ロータリー財団地区補助金
管理セミナーへの参加

地区補助金申請の為 ロータリー財団委員長、次
年度会長・幹事予定者、各
委員会委員長

出席者が理事会、例会等で
報告する
事業案の作成

期日：　　年　　月　　日

実行項目 目　的 必要な資料や人材 担当する会員・作業 期　日

RLIの受講

将来のクラブリーダー育成 次期会長、幹事、クラブ研
修リーダー

クラブ研修リーダーが研修
を受ける意義などを示し、
日程を知らせ、テキスト、
受講の心構えを伝える

第1回
第2回
第3回

RLI-DLの受講

ディスカッションリーダー
の育成の為

RLIをすべて受講した会員 受講日程などを知らせる

地区主催・委員会主催　研修会

RLI（ロータリーリーダーシップ研修会）の受講

２０２２－２０２３年度　クラブ研修計画



柳川RC 内村 秀樹 様



Ｐ.１

会長 野田徹郎
国際奉
仕

清田勝宏

幹事 氷室暁子
社会奉
仕

松浦文人

基盤向
上

島田　隆
青少年
奉仕

益子直己

ロータ
リー情報

廣松興治
ロータ
リー財団

中島　渡

公共イ
メージ

笠原光明
米山記
念

野田公明

最新情報の収集

奉仕プロジェクト委員長
梅崎　政信

インターアクトクラブリーダー
相浦　専之

他地区が求める者

セミナーへ参加し

次回例会で報告する

地区大会
ロータリーのプログラムの

推進のため
全会員

氷室幹事は全会員に出席を促
す
3月31日までにバスの手配

インターアクト地区研修会

6

7

地区研修・協議会の案内を受け
次第、氷室幹事は各部門担当
者
に出席を促す。
研修終了後各部門担当者は
例会で報告する

会員基盤向上セミナー 会員基盤向上の拡充と拡大

会員基盤向上委員長
島田　隆

会員増強リーダー
木原　弘毅

野田会長他地区が求める者

セミナーへ参加し

次回例会で報告する

2023.4月22日・23日

未定

ロータリー財団委員長
中島　渡

社会奉仕リーダー
松浦文人

野田会長他地区が求める者

セミナーへ参加し

次回例会で報告する

未定

国際奉仕委員会研修会 国際奉仕に関する最新情報の収集

奉仕プロジェクト委員長
梅崎　政信

国際奉仕リーダー
清田　勝宏

他地区が求める者

セミナーへ参加し

次回例会で報告する

未定

未定

2

3

4

1

財団地区補助金セミナー 地区補助金申請のため

地区研修・協議会

①地区主催・委員会主催の研修会　等

期　日

ＩＭ案内を受け次第氷室幹事は
全会員、特に5年未満会員に出
席を促す
次週例会時に野田篤史が報告

2023.3月

5月22日（土）

5月25日例会で報告
（部門別）

実行項目 目　的 該当出席者 担当者・タスク

インターシティミーティング
ＩＭ

知識を深め、他クラブ
会員との親睦を深める

午前中は入会5年未満会員
（相浦、木下、樋口、野田篤史、吉田、新会員）

全会員

各部門別研修・協議

5



②新会員オリエンテーション Ｐ.２

実施日7月22日
例会報告7月29日
報告者　内村秀樹

入会5年未満会員研修

入会5年未満会員
相浦専之、木下力栄、樋口雅
子、野田篤史、吉田重典、

新入会員

教本「ロータリーの基礎」
「財団」「米山」「近藤・沖・竹下」

講師：島田　隆

実施日1月20日
例会報告1月25日
報告者　内村秀樹

入会5年未満会員研修

入会5年未満会員
相浦専之、木下力栄、樋口雅
子、野田篤史、吉田重典、

新入会員

教本「ロータリーの基礎」
「地区管理」「戦略計画」
講師：古賀　英次

実施日5月26日
例会報告5月31日
報告者　内村秀樹

教本「ロータリーの基礎」
「四大奉仕」

講師：廣松　興治

実施日9月16日
例会報告9月21日
報告者　内村秀樹

入会5年未満会員研修

入会5年未満会員
相浦専之、木下力栄、樋口雅
子、野田篤史、吉田重典、

新入会員

教本「ロータリーの基礎」
「クラブ管理」

講師：内村　秀樹

実施日11月25日
例会報告11月30日
報告者　内村秀樹

入会5年未満会員研修

1

実行項目

新入会直後オリエンテーション

7月6日又は入会時
例会後

例会場別室又は事務
局

ロータリアンとしての基礎知識
の習得

新入会員

該当出席者
・6月1日「今日からロータリアン」「基礎」発
注
・7月6日例会後教本「今日からロータリア
ン」
　を使い内村研修リーダー・廣松研修委員
　が研修を行う

入会5年未満会員
相浦専之、木下力栄、樋口雅
子、野田篤史、吉田重典、

新入会員

教本「これだけは知っておきたいロータリー

の基礎」より

「ロータリーとは」「奉仕理念」
講師：立花　寛茂

3

4

目　的 担当者・タスク 期　日

入会5年未満会員研修

入会5年未満会員
相浦専之、木下力栄、樋口雅
子、野田篤史、吉田重典、

新入会員

2

ロータリーへの知識の向上と
理解を深め、参加意欲を高め

るため

5

6



③現会員に対しての研修 Ｐ.3

出席者

④ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）の受講

実行項目 目　的 内容・人材 準　備 期　日

梅崎　正信
次年度幹事

内村が１１月中旬に日程を告知
１月上旬テキストの準備、配布

Part１・1月22日
Part２・ 2月 5日
Part３・2月19日

12月10・11日

次年度のクラブリーダー
育成のため

研修リーダー・地区委員
ＲＬＩ研修受講

内村が１０月初旬該当者に日程を
告知
１１月下旬テキストの準備、配布

川野　愛

ＣＬＰ・ＤＬＰについて
地区研修委員：矢野清博

Part１・7月24日
Part２・8月21日
Part3・9月11日

該当出席者

堤　久臣
石河　雅浩

担当者・タスク

６月初旬内村ＲＬＩ推進リーダ－
は両名に日程を告知
７月上旬テキストの準備、配布

将来のクラブリーダー
育成のため

1 クラブ全員研修会

クラブ全員研修会2 計画的・包括的な教育の機会

全会員

全会員

ＲＬＩーＤＬ研修の受講

計画的・包括的な教育の機会

実行項目 目　的 期　日

・5月月初旬古賀研修委員よりクラブ全員研
修会講師へ研修依頼
・確認取れ次第研修リーダーは会場、案内
文作成、出欠表回覧

実施日8月  

実施日11月
・8月月初旬古賀研修委員よりクラブ全員研
修会講師へ研修依頼
・9月初旬研修リーダーは会場、案内文作
成、出欠表回覧

ＲＬＩ研修について
地区副委員長：中島　渡

1

2

3
次年度　会長・幹事

ＲＬＩ研修受講

ディスカッションリーダー
育成のため



質疑応答



第７グループガバナー補佐
筑後RC 近本 晃喜 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。


