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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



博多イブニングRC 上⽥ 正⼈ 様



2022.2.25

◎運営方針

1 ロータリアンとして、真のロータリーを理解するため学ぶと研究心を持って取り組みます。

2 博多イブニングロータリークラブ内外を問わず、ロータリアンの皆様とのコミュニケーションを図り、
ロータリの見識を広めていきます。

3 上記内容を当クラブ内に伝え浸透させていきます。

◎事業計画

1 新入会員へのオリエンテーションの実施

2 各研修会・セミナーへの積極的な参加

3 研修・セミナー参加者からの内容フィードバック

4 クラブ内での勉強会の実施

新会員オリエンテーション 新会員の親睦と知識習得 新会員 入会後　3カ月以内

各研修会・セミナーへの積極的な参加 知識習得とコミュニケーション 会員 各開催時期

各研修会・セミナー参加者からのフィードバック 研修内容を会員へフィードバック 会員 研修参加後　3カ月以内

クラブ内での勉強会の実施 ロータリーを学び理解する 会員 2カ月に1回程度

クラブフォーラム実施 各委員会主催とし会員要望意見交換 会員 3カ月に1回程度

博多イブニングロータリークラブ　研修計画案　 2022-2023

項　　目 目　　的 対象者 時　期



福岡RC 溝⼝ 猛 様









福岡城南RC 北原 勉 様



２０２２－２０２３城南ロータリークラブ 研修計画

地区主催・委員会主催の研修会等への参加
研修会・行事 日程 参加者 目的 備考

クラブ研修
リーダー研修
会

研修会・行事 日 程 参加者 目 的 備 考

クラブ研修
リーダー研修会

3/3 クラブ研修
リーダー

研修計画
を確立

IM 3/5 会長・幹事
３年未満会員

同地区会員と
の親睦

PETS 3/22 次期会長 会長としての
研修

地区大会 4/9～4/10 会長・幹事
各委員長・会員

2700地区の
総大会

出来るだけ多くの会員の参
加促す。

地区研修
協議会

5/21 会長・幹事
各委員長・会員

各委員会の
研修



現会員に対する研修会

日程 対象者 担当者 備考

クラブ研修会
通期

会員全員 クラブ研修リーダー ２０２１－２０２２実施中
継続研修とする。

PART 1～４ クラブ研修リーダー テキストによってロータリーを
勉強していく。

研修会卓話
２回

地区委員会 委員長 テーマ設定により卓話者選定
（１回目RLI委員長大塚誠之様）

ロータリー卓話 テーマに応じた卓話者 特別月間に応じた卓話設定



城南ロータリークラブ研修会
クラブ研修リーダー 篠原隆好

〇 何の勉強をするか ２０２１スローガン「もっとロータリーを知ろう」

ex ロータリーの歴史 ロータリーの意義 城南ロータリークラブの歴史 地区とは. RIとは.
〇 テキスト

ロータリー教本
〇 トレーナー 講師

篠原隆好 クラブ内外
● 研修日程
① ９月22日 ② １月１９日 ③ 2月 ２日（卓話） ２７００地区RLI委員長 大塚誠之様
④ ３月９日 ⑤ ４月２０日 ⑥ ６月１５日（卓話）
〇 対象者
城南ロータリークラブ会員全員

〇 テーマ
時流に合わせてその都度設定



研修会受講チェックシート

●６回チェックシートにシールがついた人に
１０００円のクオカードを進呈致します。

ロータリークラブをもっと知り 素敵なロータリアンになろう

城南ロータリークラブ 2021研修会受講チェックシート

研修日程

ＦＵＫＵＯＫＡ ＪＯＮＡＮ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ

NAME

Lesson.１ 9月22日
Lesson.２ 11月10日
Lesson.３ 1月19日
Lesson.４ 3月9日
Lesson.５ 4月20日
Lesson.６ 6月15日



2022-2023 城南ロータリークラブ 研修計画

•年間クラブ内研修会は継続してDLP（クラブ活性化プラン)
の一環として実施していく。

•年間４回 卓話時間を利用してテキストを使い研修会を
クラブ研修リーダーの指導で開催。

•年間２回 クラブ研修卓話として卓話者を選定して実施。



各研修項目
•新入会員に対して 新会員にはクラブ研修リーダーより

個別にロータリーの知識をレクチャー

•ロータリーの友、月信、を活用しロータリーの興味を持たせる
• MｙRotary登録を徹底する。

●ＲＬＩの受講
次期会長・幹事・クラブ研修リーダー・その他クラブ指導者
候補の積極的な参加。



福岡平成RC 伊藤 ⼤作 様



実行項目 目的 必要なリソース 担当会員 期日
地区補助金セミナーへの参加 補助金獲得のため 財団・社会奉仕委員長 各委員長 適時

IMへの参加（3年以内の会員） 知識向上・親睦 会長・幹事・出席委員長 各委員長 2022/3/5

新会員オリエンテーション 知識向上・親睦 会長・幹事・増強委員長 各委員長 随時

2022/1/23

2022/2/6

2022/2/20

地区リーダー研修 クラブリーダー育成 次期会長 次期会長 2022/3/3

地区チーム研修 クラブリーダー育成 次期委員長 次期委員長 2022/3/12

テーブルミーティング クラブ会員意識向上 プログラム委員会 全会員 年２回

長期計画委員会 クラブ長期運営 長期計画委員会 長期計画委員長 月１回

地区委員（国際青少年交換） 地区活動 地区委員 クラブ推薦会員 随時

地区委員（ロータリー財団委員） 地区活動 地区委員 クラブ推薦会員 随時

地区委員（危機管理委員会） 地区活動 地区委員 クラブ推薦会員 随時

福岡平成ロータリークラブ　研修計画
2022年ー2023年　会長　伊藤　大作

RLIの受講 クラブリーダー育成 次期会長・幹事 次期会長・幹事



福岡東RC ⼤神 朋⼦ 様
⼤和 ⽵史 様



福岡東ロータリークラブ クラブ研修計画案　20220217

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

地区補助金申請手続を知る。
ロータリー財団委員長
社会奉仕委員長

ロータリー財団委員長が
セミナーに参加し、終了
後、例会で報告する。

地区大会への参加者の増
加

同地域のロータリー会員との親
睦を図る。
ロータリーについての理解を深
める。

会長、幹事、出席委員長

会長、幹事、出席委員長に
おいて会員に参加の呼びか
けを行う。当日も引率す
る。

地区大会開催日
2023年４月22日～23日

地区研修・協議会への参
加

地区の各委員会の方針を知る。
クラブの委員会活動の方針を決
める。

会長、幹事、理事
各委員長

会長、幹事、理事
各委員長は研修に参加し、
次年度クラブ協議会にて報
告する。

地区研修協議会開催日
2022年5月21日土曜日

ＩＭへの参加者の増加

同地域のロータリー会員との親
睦を図る。
ロータリーについての理解を深
める。

会長、幹事、出席委員長

会長、幹事、出席委員長に
おいて会員（特に入会歴3年
未満）に参加の呼びかけを
行う。当日も引率する。

IM開催日

1／4 2022/3/1



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 担当会員・タスク 期日

新会員オリエンテーショ
ン

新会員との親睦を図り知識を提
供するため

要覧、月信、ロータリーの
友等

会長幹事、ロータリー情報
委員長、会員増強委員長、
紹介者の会員

入会日例会前一時間

新会員ディスカッション
新会員のクラブに対する要望等
を知りロータリーへの理解を深
める

会長、幹事、クラブ研修
リーダー

会長、幹事、クラブ研修
リーダー

7月、１０月、1月、４月
の第2回例会後

新会員歓迎会
新会員が寛容の精神を学び、親
睦を図る

会長、幹事、親睦活動・
ロータリーソング委員会

会員 入会後一定期間経過して

ロータリー情報集会
ロータリーについての理解を深
める。

ロータリー情報委員長
年4回企画した内容を実施す
る。

ＩＭへの参加

同地域のロータリー会員との親
睦を図る。
ロータリーについての理解を深
める。

会長、幹事、出席委員長

会長、幹事、出席委員長に
おいて会員（特に入会歴3年
未満）に参加の呼びかけを
行う。当日も引率する。

IM開催日

2／4 2022/3/1



③現会員に対する研修

実行項目 目的 必要なリソース・人材 担当会員・タスク 期日

特別月間に対応した卓話
の実施

ロータリーについての理解を深
める。（財団、職業奉仕、社会
奉仕等）

プログラム委員長
卓話者（地区への依頼）

プログラム委員会、担当理
事等によって企画や卓話者
への依頼を行う。質疑応答
の時間を設ける。

該当月

ロータリー情報集会
ロータリーについての理解を深
める。

ロータリー情報委員長
クラブ研修リーダー

年4回企画した内容を実施す
る。質疑応答の時間を設け
る。

ＩＭへの参加

同地域のロータリー会員との親
睦を図る。
ロータリーについての理解を深
める。

会長、幹事、出席委員長

会長、幹事、出席委員長に
おいて会員（特に入会歴3年
未満）に参加の呼びかけを
行う。当日も引率する。

IM開催日

地区大会への参加者の増
加

同地域のロータリー会員との親
睦を図る。
ロータリーについての理解を深
める。

会長、幹事、出席委員長

会長、幹事、出席委員長に
おいて会員に参加の呼びか
けを行う。当日も引率す
る。

地区大会開催日
2023年４月22日～23日

ガバナー支援勉強会
ロータリーについての理解を深
める。特に、地区の活動を知
る。

吉田GN、卓話者（地区委員
会に参加している会員）

地区幹事予定者にて企画、
会員へ広く参加を呼びかけ
る。

各月最終例会日の午前11
時

3／4 2022/3/1



④ＲLIの受講

実行項目 目的 必要なリソース・人材 担当会員・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

次期会長、幹事、クラブ研
修リーダー、クラブ研修
リーダーが指名するもの

該当者に日程の確保、テキ
ストの提供を行う。

第１回
第２回
第３回

4／4 2022/3/1



対⾺RC 様





福岡東南RC ⼟井 通誉 様



　　　2022～2023年度
①地区主催・委員会主催の研修会等 福岡東南ロータリークラブ

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 地区補助金申請のため ロータリー財団委員長、 2022年9月　　日

社会奉仕委員長

会長・幹事、出席委員長 IM開催日

2023年3月　　日

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

清原情報委員長 、情報委員 入会初日例会開始前
2022年11月　　日
2022年4月　　　日

IM参加 出席委員長 IM開催日
2023年3月　　日

クラブ研修計画

畑中財団委員長、石川社会奉仕委員長が
セミナーへ参加し、終了後、例会で報告
する。

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

土井会長・河内幹事、山下未笑出席委員
長が声掛けを行う。

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」
「MyRotary登録手順」、　ロー
タリー情報委員長

同地域のロータリー会員の
親睦と知識を広めるため

山下未笑出席委員長が新会員に出席義務
であることを伝える。



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

2022年10月　　　日
地区米山委員会
2022年11月　　　日
地区財団委員会
2023年1月　　　日
地区職業奉仕委員会

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 第１回
2022年　　月　　日
第２回
2023年　　月　　日

ＲＬＩ-ＤＬ研修の受講 第１回

2022年　　月　　日
第２回
2023年　　月　　日

次期会長・幹事、クラブ研修
リーダー、及びクラブ研修リー
ダーが指名するもの

クラブ研修リーダー、該当者にＲＬＩの
日程の告知、テキストの準備を行う。

ディスカッションリーダー
の育成のため

ＲＬＩ　PartI～IIIのすべてを受
講したものから選定する。

クラブ研修リーダー、上記受講者のう
ち、ＤＬ研修の受講者を決定し、日程を
告知する。

将来のクラブリーダーの育
成のため

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、
米山地区委員長など）

亀山プログラム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。



福岡南RC 下野 雅芳 様



クラブ研修計画

• １．地区主催・委員会主催の研修会など

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

IMへの参加 同地域のロータリー
会員との親睦を深め
るとともに、ロータ
リーについての知識
を深める。

会⾧・幹事 会⾧、幹事が例会な
どで声掛けを行う。

適時

地区大会への参加 同地域のロータリー
会員との親睦を深め
るとともに、ロータ
リーについての知識
を深める。

会⾧・幹事 会⾧、幹事が例会な
どで声掛けを行う。

適時



クラブ研修計画

• ２．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

若手の会 ⾧兄会員から南クラ
ブの歴史を聞く。

⾧兄会員。若手の会
所属会員。

若手の会幹事：⾧兄
会員を会にお誘いす
る

奇数月の第2月曜日

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、会
員のロータリーへの
理解を深める

卓話者 プログラム委員会：
卓話者に卓話の依頼
を行う

財団：11月を予定

職場訪問の実施 会員の実践する職業
奉仕への理解を深め
る

職業奉仕委員会 職業奉仕委員会：会
員企業への訪問を企
画する

1月を予定



太宰府RC ⽥代 雅⼈ 様



クラブ研修計画（2022〜2023）

①地区主催・委員会主催の研修会など
②新会員オリエンテーション
③現会員に対しての研修
④RLIの受講

太宰府ロータリークラブ



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

地区開催のセミナー・会議等
参加

地区委員会の情報収集や親睦
の為

当クラブの関係委員会の委員
⻑・委員

関係委員⻑、出席会員がセミ
ナーへ参加し、後⽇、例会に
て報告する

随時

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

会⻑・幹事、出席委員⻑ 阿部会⻑・井上幹事が声掛け
を⾏う

IM開催⽇：●⽉●⽇（⼟）

太宰府ロータリークラブ

クラブ研修計画①
①地区主催・委員会主催の研修会など



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

新会員との親睦と、ロータ
リーの知識を広めるため

会員基盤委員⻑・ロータリー
情報委員会より

ロータリー情報委員⻑
会員研修委員⻑

年2回とし、前期・後期に開催

新会員へクラブの規約・慣習
などのレクチャー

新⼊会員がクラブへの交流を
深め、例会をはじめ全てに早
くなじめるように

新会員のスポンサー・サポー
ト会員

新会員のスポンサー・サポー
ト会員

随時、例会、参加事業などの
タイミングにて

各地域ごとの炉辺会の開催 新⼊会員がクラブへの交流を
深め、例会をはじめ全てに早
くなじめるように

各地区担当の世話⼈ 各地区担当の世話⼈ 年に2回ほど、地域のメンバー
との調整

太宰府ロータリークラブ

クラブ研修計画②
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

特定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
リーへの理解と知識を深める
ため

⽯井プログラム委員⻑
特別⽉間に関係する委員会の
委員⻑

特別⽉間卓話に関係する委員
会の委員⻑が、卓話者や教材
の準備を⾏う

RI活動⽉間の⽉

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の育成
のため

クラブ研修リーダー、会⻑・
幹事、

第１回：阿部会⻑・井上幹事
⽥代・塩⽉
第２回：⽥代

第１回：12⽉4⽇（⼟）
第２回：3⽉3⽇（⽊）

太宰府ロータリークラブ

クラブ研修計画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

RLI の受講 将来のクラブリーダーの育成
のため

次期会⻑・幹事、クラブ研修
リーダー、クラブリーダーが
指名する者

クラブ研修リーダー、該当者
にRLIの⽇程の告知、テキスト
の準備を⾏う

未定

RLI ―DL研修の受講 ディスカッションリーダーの
育成のため

RLI part１〜３の全てを受講
したものや、受講していなく
ても、適任者であれば選定す
る

クラブ研修リーダー、上記受
講者のうち、DL研修の受講者
を決定し、⽇程を告知する

未定

太宰府ロータリークラブ

クラブ研修計画④
③RLIの受講



宗像RC 合屋 猛敏 様



宗像ロータリークラブ 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

卓話による研修
（特別月間など）

ローターリーへの理解と
知識を深めるため

担当委員長が卓話者を
選任

担当委員長
（会長、幹事、研修リーダーが補佐）

年間プログラムにて

会長の時間
（ミニ研修）

ローターリーへの理解と
知識を深めるため

会長 会長 毎月１回

IMへの参加 同地域のロータリー会員
との親睦と知識を広める
ため

会長、幹事、
出席義務委員長又は副委員長

入会３年以内の会員

会長、幹事が
出席義務者に声掛け

2023年2月予定

2022..2.8

1. 一般研修

2. 新会員、若手会員研修
実行項目 目的 必要なリソース

人材
担当の会員
タスク

期日

新会員オリエンテー
ションの実施

新会員の基本知識を
広めるため

『今日からロータリアン』 研修リーダー 入会時例会後

若手会員研修 ５年以下の会員の
研修と親睦

経験豊富な会員 研修リーダー
（会長、幹事）

年１回 IM前に
集合研修



2022.2.8

実行項目 目的 必要なリソース 担当の会員 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
会長、研修リーダー
が指名した会員

次期会長、幹事
クラブ研修リーダー

年２回３日コース

４. ステップアップ研修

宗像ロータリークラブ 年間研修計画

３. 実践研修
実行項目 目的 必要なリソース 担当の会員 期日

奉仕による学び
（海岸、河川、松原清掃）

奉仕の理解と知識を
深めるため

クラブ会員 国際、社会奉仕委員長 クラブ年間計画にて

留学生文化交流 多文化の理解と知識
を深めるため

クラブ会員
宗像地域国際交流
連絡協議会

国際、社会奉仕委員長 2022年8月予定

宗像国際環境会議参加 環境保全活動の理解
と知識を深めるため

クラブ会員 宗像国際環境会議
クラブ担当者

2022年10月予定



質疑応答



第４グループガバナー補佐
福岡南RC 安部 光壱 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。


