ROTARY INTERNATIONAL
DISTRICT 2730
平成 24 年 3 月 5 日
鹿児島西
PETS 実行委員会

各位
国際ロータリー第 2730 地区
2010-2011 年度
ガバナー・エレクト 山下 皓三

会長エレクト研修セミナーのご案内
拝啓 暦の上では仲春とはいえ寒い日が続きますが、皆様方には益々ご健勝のことと
お喜び申し上げます。
さて、来る３月１７日（土）～１８日（日）「会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）」
を下記の通り開催の運びとなりました。
ご多忙中のところ大変恐れ入りますが、ご出欠の回答を３月７日(水)までにガバナー・
エレクト事務所宛にご返信下さいますようお願い申し上げます。
急々のご案内になります事お詫び申し上げます。
敬具

記
１

日

時

２

場

所

平成 24 年 3 月 17 日(土) 13:00 受付
研修①
13：30～17：30
懇親会
18：30～20：00
研修②
3 月 18 日(日)
9：00～12：00

ホテル・レクストン鹿児島
（鹿児島市山之口町 4-20 電話 099-222-0505）
３ 出席者 次期ガバナー補佐、会長エレクト、6 部門長、次期地区副幹事
４ 内 容 別添 会長エレクト研修セミナー次第(案)のとおり
５ 昼 食 ２日間とも各自
６ 登録料 5,000 円（懇親会費）

会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）のご案内

【返信用出欠確認表】
フ リ ガ ナ
ご芳名
3/17 研修

ご出席

・

ご欠席

3/17 懇親会

ご出席

・

ご欠席

3/18 研修

ご出席

・

ご欠席

※お手数ですが、至急ＦＡＸにてご返送下さいますようお願い致します。
返信先

ガバナー・エレクト事務所 （事務局員 北新宛て）
ＦＡＸ：０９９－２２３－７５０７

国際ロータリー第 2730 地区 2012～2013 年度

会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）
（案）
（会長エレクト・次期ガバナー補佐。６部門長）
日 時：2012 年 3 月 17 日(土)、18 日(日)
会 場：ホテルレクストン鹿児島

【第 1 日目 3 月 17 日（土） 13：30～17：30】

会場：２F フリージア

13：00 登 録
13：30 開会・資料説明・オリエンテーション

司会 次期地区幹事 深尾 兼好

13：30 点 鐘

ガバナー・エレクト 山下 皓三

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
RI 会長メセージ（DVD による）

RI 会長 田中 作次

ガバナー挨拶（ＰＥＴS の目的）

ガバナー 長峯 基

次年度ＲＩテーマと地区の基本方針
14：20 セッション１：会長の役割と責務 (30 分)

ガバナー・エレクト 山下 皓三
次期地区研修リーダー 伊藤 学而

就任に向けての準備と CLP によるクラブ活性化
14：50 セッション 2：クラブ指導者と地区指導者の協力 （30 分）

パスト・ガバナー 田村 智英

効果的なクラブ委員会
地区組織とクラブ組織の整合
地区指導者チームの活用
（研修リーダー・地区委員会・ガバナー補佐）
15：20

休憩（10 分間）

15：30 セッション 3：会員増強・退会防止（30 分）

ガバナー 長峯 基

会員の勧誘・維持・教育
16：00 セッション 4：2730 地区 DLP の改定と地区組織（20 分）

次期地区幹事 深尾 兼好

新設地区委員会の機能と役割
CLP の目的と移行の手順
・次年度地区資金（案）について
16：20

RI 研修セッション
クラブ会長としてのリーダーシップ

次期地区財務委員長 須田 正己
RLI 日本支部委員・PDG 中村 靖治

17：30

謝辞
閉会点鐘

ガバナー・エレクト 山下 皓三
（記念写真撮影）

懇親会

会場：2F メインホール
司会・進行 PETS 準備委員 田中 藤雄

18：00

開会の挨拶
ガバナー挨拶
ガバナー・エレクト挨拶
乾 杯

20：00 閉会の挨拶
【第 2 日目 3 月 18 日（日） 9:00～11：40】
9：00

開会・オリエンテーション
点鐘

9：05

セッション 5 ：クラブの管理運営 (20 分)

PETS 準備委員長 高山 義則
ガバナー 長峯 基
ガバナー・エレクト 山下 皓三
鹿児島西ＲＣ会長 玉利 賢介
次期地区研修リーダー 伊藤 学而
会場：2F フリージア
次期地区幹事 深尾 兼好
ガバナー・エレクト 山下 皓三
次期地区クラブ管理部門長 内村 文泰

定款と細則の再検討
RI、ロータリー財団、地区への報告義務
例会他、会合の計画と実施
9：25

セッション 6 ：奉仕プロジェクト（20 分）

地区プログラム委員長・PDG 秦 喜八郎

バランスのとれた奉仕プロジェクト
RI、ロータリー財団プログラムの活用
9：45 セッション 7：ロータリー財団 （30 分）

ロータリー財団委員長・PDG 今林 重夫

ロータリー財団プログラム
10：15 セッション 8：米山奨学事業について（20 分）

次期米山記念奨学部門長 永田 行博

10：35 セッション 9：公共イメージの認知と拡大（20 分） 次期地区公共イメージ部門長 水居 徹
月信、ロータリーの友、WEB の活用
報道機関へのアプローチ
次年度ガバナー月信について
10：55 セッション 10：目標設定 （20 分）
クラブの長期計画の立案と次年度の目標設定

次期ガバナー月信委員長 坂木 貞剛
ガバナー・エレクト 山下 皓三

11：15

ディスカッション
分区毎に分かれガバナー補佐を座長として事前に記入して頂いた資料をもとに討論、
ワークシートに記入

12：00 全体会議（30 分）
ワークシートのまとめ（分区毎）
講評
次年度への期待
地区大会 PR（DVD 使用）
ガバナー・エレクト事務所からのお願い
終了証書授与
12：30 閉 会

次期ガバナー補佐全員
地区研修リーダー PDG 伊藤 学而
ガバナー・エレクト 山下 皓三
地区大会実行委員長 南 徹
次期地区幹事 深尾 兼好

