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福岡中央RC 宮下 和彦 様



福岡中央ロータリークラブ クラブ研修計画

目的 期日

地区主催 各委員会対象 全会員対象 新会員対象

地区主催 各委員会対象 全会員対象 新会員対象

地区主催 各委員会対象 全会員対象 新会員対象

地区主催 各委員会対象 全会員対象 新会員対象

地区主催 各委員会対象 全会員対象 新会員対象

地区主催 各委員会対象 全会員対象 新会員対象

地区主催 各委員会対象 全会員対象 新会員対象

地区主催 各委員会対象 全会員対象 新会員対象

地区主催 各委員会対象 全会員対象 新会員対象

RLI関連
クラブリーダーの育成。

クラブ研修リーダー・副会長・副幹事
年3回研修リーダーを選考し、RLIに参加。研修で学んだことをク

ラブ全体でのクラブ活動に繋げる。

例会時間を活用した研修
ロータリー情報の共有 マイロータリー等からロータリー用語や

ピックアップ記事を紹介し、勉強する。
マイロータリーの活用と、最新情報を共有し、ロータリー活
動に興味を持ってもらう。

年数回

地区主催の
各委員会セミナー 各委員会が自分の役割を改めて学び、クラ

ブ活動に反映させる。
地区の委員長と一緒に委員会活動について学び、クラブ内で
の活動に活かす。例会でのセミナー報告。

年数回

炉辺会合
年数回

例会時間を活用した研修
ロータリーの友読みどころの実施 ロータリーの友を活用し、ロータリー活動

の勉強の時間。
月に1度、例会のなかで読みどころの時間を作り、掲載記事
を紹介。今後の奉仕活動やクラブ活動の参考にしたり、ロー
タリーについて学ぶ。

月1回

実行項目

IM

ロータリーの特徴や情報、会員相互の親睦
と奉仕の理想についての知識を広め深め
る。さらに、グループ･分区内の会員の親
睦を広める。

例会での案内･参加呼びかけ。ホストクラブからの課題の作
成準備(クラブ紹介等)、他クラブの活動の勉強、所属グルー
プ内での交流･親睦。開催後の報告。

IM開催日

セミナー参加後、補助金申請書の作成、補助金の管理、プロ
ジェクトの運営、会員への報告、報告書作成。

地区補助金セミナー

ホストクラブが指定する出席義務者

リソース・人材・担当会員・タスク

正副会長・正副幹事・R財団委員長
補助金申請、奉仕活動実施のため。

セミナー受講日、申請書提
出後プロジェクト報告が終
わるまで

地区大会
クラブ会員がロータリーの最新情報や地区
内の活動状況について学び、他のクラブの
ロータリアンと交流する。

例会での案内･参加呼びかけ。他クラブの活動の勉強、地区
内での交流･親睦。開催後の報告。

地区大会開催日

各委員長

新会員
オリエンテーション

新しい仲間を歓迎し、新会員との関係をは
ぐくみ、意欲を引き出し、楽しめるオリエ
ンテーションを企画。

雑誌委員長

ロータリー情報委員長

会長・幹事・ロータリー情報委員会

会長・幹事・会歴が長い会員・会歴が短い会員

全会員対象

新会員が溶け込みやすい環境をつくり、ロータリーについて
学んでもらうスタートラインに一緒に立ち、共に歩く。

入会日

会員同士の親睦及びロータリークラブにつ
いての勉強の時間。

会歴が長い先輩にロータリーでの時間の過ごし方･経験談を
話してもらい、楽しみながら勉強する。



福岡イブニングRC ⼋⽥ 健⼀ 様



基本項目 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」

・新会員オリエンテーション
委員会
・ロータリー情報委員会
・会長、幹事

新会員入会時

メンターによる指導の実施

新会員に対し、ロータリア
ンとしてのあり方を日常的
に指導するとともに、身近
な存在として、相談相手と
なる。

会長経験者等のベテラン
会員

入会時から6か月間

②新会員オリエンテーション



福岡城⻄RC ⽥島 正陽 様



福岡城西ロータリークラブ 年間研修計画 

1 目的 

 福岡城西ロータリークラブは、弊クラブの活性化と発展の要因となる下記の目的達成

のためにこの計画書を作成した。 

(1) 会員増強 当クラブの会員目標を、長期計画委員会で 120名と決議した。 

(2) 新会員育成 

(3) 会員の資質を高める 

(4) 退会防止 

2 研修計画 

(1) 朝食会  

① 新旧会員が、朝食を取りながらロータリークラブライフを中心に、例会時では

出来ない会話を交わす場を提供する。マスターが提案するテーマに沿って、１

人 3分間程度のスピーチをする。 

② 下記の要領で朝食会を開催する。 

・１年間に、3クール実施。 

・1クールは、連続 8週実施。 

・午前 8時～午前 9時の時間帯。 

 場所は，原則として例会場の存するホテルオークラ福岡とする。 

・7月、12月、1月、6月、及び夜間例会月を考慮する。 

③ 全クラブ会員は、クラブが開催する朝食会に年に 3回出席する。 

④ 新会員は、朝食会に連続 8回出席しなければならない。 

(2) 新会員を勧誘する際に、会員増強委員会が説明会を実施する。 



福岡城西ロータリークラブ 年間研修計画 

1 目的 

 福岡城西ロータリークラブは、弊クラブの活性化と発展の要因となる下記の目的達成

のためにこの計画書を作成した。 

(1) 会員増強 当クラブの会員目標を、長期計画委員会で 120名と決議した。 

(2) 新会員育成 

(3) 会員の資質を高める 

(4) 退会防止 

2 研修計画 

(1) 朝食会  

① 新旧会員が、朝食を取りながらロータリークラブライフを中心に、例会時では

出来ない会話を交わす場を提供する。マスターが提案するテーマに沿って、１

人 3分間程度のスピーチをする。 

② 下記の要領で朝食会を開催する。 

・１年間に、3クール実施。 

・1クールは、連続 8週実施。 

・午前 8時～午前 9時の時間帯。 

 場所は，原則として例会場の存するホテルオークラ福岡とする。 

・7月、12月、1月、6月、及び夜間例会月を考慮する。 

③ 全クラブ会員は、クラブが開催する朝食会に年に 3回出席する。 

④ 新会員は、朝食会に連続 8回出席しなければならない。 

(2) 新会員を勧誘する際に、会員増強委員会が説明会を実施する。 



(3) 新会員は、理事会で入会が許可された後、入会前に会員選考委員会が実施するオリ

エンテーションを受ける。 

(4) 新会員は、入会後クラブが開催する「新人研修会」に、2年間で 2回出席しなけれ

ばならない。 

(5) 会員研修委員会は、例会において、会員の資質を高めるために、卓話を実施する。 

作成日：令和 4年 2月 1日 



福岡城東RC 樋⼝ 健蔵 様



資料なし



福岡北RC 川久保 邦彦 様





博多RC 永野 浩 様



1

博多ロータリークラブ クラブ研修計画

項目 内容

ロータリーの基本知識 • 主として新会員向けの基本知識の習得を目指す

ロータリーの基本理念 • 目的、四つのテスト、奉仕部門の内容を学ぶ

ロータリー財団について • ロータリー財団の仕組み、補助金の制度を学ぶ

奉仕活動の状況 • 各種奉仕活動の取り組みについて理解を深める

リーダーシップについて • ロータリーにおけるリーダーシップについて各自で考える機会を創る

ロータリーの歴史 • ロータリー創設から今日に至る歴史を振り返る

CLPの理解を深める • なぜ、CLPを導入する必要があるかを考える

2022-2023期は、以下の項目について例会や個別の研修会を通じて、会員としてのロータリーの理解を促し、満足度の向上
を図る。



壱岐RC ⽋席



壱岐ロータリークラブ クラブ研修計画 

実行項目 目的 必要なソース・人材 担当する会員・タスク 期日 
①地区主催・委員会主催の研修会等 
地区研修・地区協議
会・ＩＭ・地区大会等
の参加 

ロータリーの知識を
深めると共に、他ク
ラブ会員と交流する
ため 

会長・幹事・出席委員長 出席委員長が会員に参加を促す。
直後の例会時に参加者に報告をさ
せる。 

 

②新会員オリエンテーション 
新会員オリエンテーシ
ョンの実施 

ロータリーの基礎を
学び、会員との親睦
を深めるため 

会長・幹事・情報委員
長・ベテラン会員 

情報委員長が日時・場所等を決定
し、新会員及び入会３年未満の会
員に参加を促す。 

適宜開催 

地区研修・地区協議
会・ＩＭ・地区大会等
の参加 

ロータリーの知識を
深めると共に、他ク
ラブ会員のとの交流
の機会を持つため 

会長・幹事・出席委員長 出席委員長が新会員及び入会３年
未満の会員に参加を促す。直後の
例会時に参加者に報告をさせる。 

 
 

③現会員に対して 
四大奉仕部門委員会に
よるクラブフォーラム
の実施 

会員の資質の向上の
ため 

四大奉仕委員会委員長 プログラム委員会が指定した日程
で、各委員会が提供するテーマを
議題に会員間で討議を行う。 

適宜実施 

卓話の実施 会員の資質向上と見
分を深めるため 

プログラム委員会 プログラム委員会で、各分野で活
躍中の方の中から、特別月間にお
いては主に会員の中から決定し、
例会時に３０分程度、会員に有益
な情報を提供してもらう。 

適宜実施 



ミニ情報の提供 ロータリー等の知識
を深めるため 

情報委員会 情報委員会の当番が各例会時に３
分程度、会員に有益な情報を情報
を提供する。 

各例会時 

④ＲＬＩの受講 
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、クラブ研
修リーダーが指名する者 

クラブ研修リーダーが該当者に日
程の告知、テキストの準備を行
う。 

ＲＬＩ－PartⅠ~
Ⅲ 

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－PartⅠ~Ⅲの全
てを受講した者から選定 

クラブ研修リーダーが上記受講者
のうち、ＤＬ研修の受講者を決定
し、日程を告知する。 

 

  

 



壱岐中央RC 福⽥ 浩之 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 期日 

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、出席委員長 

会長・幹事、委員長が 

声掛けを行う。 

IM開催日： 

委員会報告： 

地区大会への参加を増

加させる。 

地区のロータリー会員

の親睦と知識を広める

ため 

会長・幹事、各委員長 

会長・幹事、各委員長が

声掛けを行う。 

地区大会開催日： 

地区大会： 



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 

「月信」 

「ロータリーの友」 

ロータリー情報委員長 

情報委員長 未定 

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 

会長・幹事 

会長・幹事、各委員長が

新会員に出席義務であ

ることを伝える。 

IM開催日： 

 



⽷島RC ⽥中 茂雄 様



糸島ＲＣ　2022-2023　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 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、社会奉仕委
員⾧

馬場理事、田中辰哉委員⾧がセミナーへ参加
し、終了後、例会で報告する。

2022年12月～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、出席委員⾧
松本会⾧・冨田幹事、金城理事、稗田委員⾧
が声掛けを行う。

IM開催日：2023年2月25日（土）
委員会報告：2023年3月3日例会時

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

野口委員⾧ 毎月第２例会開催時

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

出席委員⾧
稗田與志人委員⾧が新会員に出席義務である
ことを伝える。

2023年2月25日（土） 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

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）

木崎理事、國友委員⾧、椛島委員⾧、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。

１０月度例会

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、会⾧・幹事、
参加者
（2023年1月10日までに事務局より
希望者を募る）

次年度理事予定者、役員予定者 2023年1月27日（金）夜開催

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、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

2022年8月例会時



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

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。

第1回～第3回
2023年1月～2023年2月予定

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

ＲＬＩPartⅠ～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、Ｄ
Ｌ研修の受講者を決定し、日程を告知する。

2023年3月予定



質疑応答



第５グループガバナー補佐
⽷島RC ⽥中 信彦 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。


