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２０２２年２月２５日 
 

小倉南 RCガバナー支援室 御中 
 
① 地区で開催される当該年度の地区主催・委員会主催の研修会や事業に対し 
てクラブ会員の出席を促進し、クラブ例会時においてその報告の時間を調整し

てください。 
 
※地区で主催される委員会は、当クラブに該当する委員会から出席者を出し

ています。尚、出席後の例会で研修に関する委員会報告を行っています。 

 
②  新会員オリエンテーションを随時開催するとともに、地区主催の新会員研
修会には、出席対象者の出席を取りまとめてください。 
 
※当クラブでは、例年、新会員を対象にオリエンテーションを開催しており

ますが、昨今の新型コロナウイルスの影響で開催が難しい状況です。 

又、新会員研修会には新会員に出席をお願いしております。 

※地区が主催する新会員研修会には積極的に参加するよう呼びかけを行い

たいと思います。 

 
③  現会員に対して、ロータリー教材や卓話などを通じて、計画的・包括的な
教育の機会を設けてください。また、「クラブ指導者育成セミナー」を計画し

てください。 
 
※当クラブでは、ロータリーの教育の場を設けるとともに、クラブ指導者育

成セミナーの推進を行っていきます。 

 
④  クラブ指導者育成のために、毎年、複数名に 「RLI」の受講を促し、取
りまとめてください。 
 
※当クラブでは毎年、複数名に RLIの受講を受けています。引き続き受講を

促していきたいと思います。 

 
             豊前ロータリークラブ 

                 次年度クラブクラブ研修リーダー 
                 恒 成 達 也 
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クラブ研修計画（田川ロータリークラブ） 
 
田川ロータリークラブ細則 
第１１条 長期計画委員会 
(a)この委員会は、本クラブを発展させ、活力あるクラブへ高めて行くために長期計画を作成する。
CLPにより次のような点を検討する 

１．クラブの発展に繋がるような長期目標を立てる 
２．長期目標を支える年次目標を設定する 
３．年度から年度への継続性を保つため、クラブ指導者間の協力を緊密に保つ 
４．独自のクラブ運営が反映出来るように、クラブの長期計画や細則を適宜修正する 
５．会員全員がクラブのプロジェクトや奉仕活動に活発に関与するように計画する６．会員に対する

包括的な研修プランを立案し、指導者を育成する 
(b)この委員会の委員長、委員及びその任期は本クラブ会長により決定される。 
この委員会の長期計画は、理事会の承認の下、クラブ会長の責任により速やかに実行されなければ
ならない 

 
 
①クラブの目的とクラブ活性化のための、クラブの目標と年間研修計画作りの研修 
A.クラブの目標 
「クラブの活性化」に取り込むために 長期委員会で検討中の問題点。 
 １．会員減少による予算作成の問題 （担当 会計） 
   現時点では過去の積立当で周年事業は成り立つが 今後の予算編成 ニコニコに依存している予算

のあり方を検討中 
 2．ローターアクト 減数による継続の問題 （担当 RA委員長） 
   今年 1名になり、今後の継続のあり方 直方のアクトと合流するのか 地区負担金等を話し合う 
 3．インターアクト 顧問教員の退職に伴うクラブ活動継続の有無（担当 IA 委員長）  

学校長との面談を通して、学校のクラブ活動として継続出来るのか相談 
 4．国際奉仕 釜山釜田との姉妹提携、共同事業の確認がこの 2年間出来ていない。今後の継続と新し

い連携の模索（担当 国際奉仕） 
 
B.年間研修計画作りの研修  
 １．まず、当クラブが クラブ会員研修委員長が理事であるため、会長エレクトでは指名できず 12 月

の第１回目の研修会には参加出来ません。 第 2回目も平日で強制出来ません。 今後のクラブ細
則変更による理事メンバーの変更 参加しやすい日程の依頼等検討 

 ２．当クラブでは RLI 3 コース履修修了者が 1 名いて、 今年でRLI 3 コース履修予定者が 2名
増えます。さらに IMを開催予定のため IMのテーマについて 3 名を中心に会議・クラブ内の研修
を進めていきます。 

②2022-2023 年度クラブ会長による各クラブの年間研修計画発表 
 それぞれの月間目標に応じた 卓話を 会長、委員長等が行う 
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7 月  インターアクト 地区研修会報告 
8 月  会員基盤向上委員会卓話 
9 月  ガバナー公式訪問・青少年奉仕委員会卓話 
10 月  米山委員会卓話 
11 月  55 周年事業・国際奉仕委員会卓話 
12 月  クラブ研修リーダー研修 報告 
23 年 1 月  IMでの講習 
2 月 クラブ研修リーダー研修 報告 
3 月  PETS 報告（次年度クラブ会長）    
4 月  地区大会（今年度 クラブ会長他）報告  
5 月   地区研修協議会 報告 
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目的 リソース・人材 担当・タスク 期日
（日時詳細は年度プログラムによる）

世界大会参加奨励
ロータリーの全容把握
ロータリー愛・帰属意識増進

会長・幹事
大会参加経験者

会長卓話、路辺会合など事あるごとに世界大会の素
晴らしさをPR、参加促進する。

随時

地区大会全員参加
ロータリー知識向上
地区内親睦増進

会長・幹事
R情報委員長

会長の時間、委員会報告にて
地区大会の目的、意義の周知と出席促進を行う

新年度開始時・下期月初例会時
4月第1、2例会

IM全員参加
ロータリー知識向上
1G内クラブの親睦増進

会長・幹事
出席委員長
R情報委員長

会長の時間、委員会報告にて
IMの目的、意義の周知と出席促進を行う
入会3年以内会員へ個別指導を実施

IM日程決定次第行動開始
IM前早期から周知

地区補助金セミナー参加 補助金申請の必須要件
会長エレクト
R財団委員長エレクト

該当者が出席
例会にて内容報告と年次寄付、PHF等の意義説明

地区実施日程による

地区研修協議会参加 役職と任務の理解 該当役職・委員長エレクト 該当者が出席、例会にて内容報告 5月21日

マイロータリー講習 登録増進と活用
R情報委員会
会報広報委員会

委員会担当者が登録サポートとリソース活用法の説
明を実施する

新会員入会時個別対応

世界大会参加奨励
退会防止
ロータリースケールの認知

大会参加経験者
会長幹事、参加経験者が参加奨励と登録、旅行手配
のサポートを行う

通年

新会員対象
オリエンテーションの実施

ロータリーの理解と知識向上
RI、財団、2700地区、1G、自クラ
ブの位置関係把握
クラブへの融和、親睦促進

D2700ロータリー教本
ロータリーの友出版物
廣畑PG・富田PG著書
源流の会資料
R情報委員長、パスト会長会

研修リーダー、情報委員長の企画により勉強会を開
催する

8、11、2月の第一例会後実施
及び随時炉辺会合開催にて

地区大会、IM、
地区研修会等参加促進

ロータリー知識向上
地区組織の把握と地区への融和促進

各担当委員長及び委員
ロータリー学習機会への参加促進
地区組織の把握とクラブ間親睦を促す

イベント開催前随時

特別月間対応プログラム ロータリーの重点項目の理解
プログラム委員長及び
各担当委員長

各担当委員長が例会にて特別プログラムを実施す
る。
必要に応じて地区委員長を招聘する。

年度プログラムによる

クラブ指導者育成
近未来のクラブリーダー、
役職者の育成

会長・幹事、研修リーダー
パスト会長会、長期計画委員会

長期計画委員会にて内容検討中 調整中

4大奉仕クラブフォーラム
ロータリーの根幹をなす4大奉仕と
その課題に対する理解の増進

4大奉仕委員長
長期計画委員会

長期計画委員会にて内容検討中 調整中

RLIの受講 クラブリーダー育成
会長幹事及びエレクト
研修リーダー
希望者及び役員候補者

RLIを受講する 地区RLI日程による

RLI-DL研修の受講 DL育成 RLI修了者 DL研修を受講する 地区RLIーDL日程による

マイロータリー講習 全員登録と活用促進
R情報委員会
会報広報委員会

担当委員会にて未登録会員への個別サポート
リソース活用、ワンポイント講習会を開催する

未登録会員のある限りずっと
例会場プロジェクター手配時

行橋ロータリークラブ　2022-23年度研修計画（案）Ver.1.2

新会員
オリエンテーション

会員研修

研修会等

実行項目
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