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第798回例会

平成27年2月12日(木)19：30～（溝口年度 第29号）

◆本日のゲスト
青少年交換留学生（鹿屋中央高等学校）
フレデリカ ロンギ
様

☆2015-16年度版ロータリー手帳お買い上げのお願い
☆「第16回ﾛｰﾀﾘｰ国際囲碁大会」のご案内

◆理事会報告

・・・承認
1.1月末会計報告
躯 川
恒
様 （かのや東ＲＣ）
2.プログラム確認
2/19（木）会長エレクト卓話
◆本日のプログラム
2/26（木）第800回例会・・・ゲスト：国際奉仕より2名程度
『青少年交換留学生卓話』
3/5 （木）増強フォーラム
担当：Ｒ財団
3/12（木）ＰＥＴＳ報告
3/19（木）会員卓話・・・卓話依頼：小野君・三浦君
・我等の生業
◆ロータリーソング
3/26（木）観桜会・・・3月理事会にて詳細決定
・四つのテスト唱和
3.その他
・故 徳重会員について
◆会務報告
慶弔規定に基づき、供養花（生花）10,000円
締切・・2/20（金）
☆第２期ＲＬＩパートⅠのご案内
日 時 平成２７年３月１日（日）
お香典
30,000円
受付 ９：３０～
1月30日日付にて退会となりました事をお知らせ致します
開会 １０：００ 閉会 １７：２０
・ＹＧ２参加費 ・・・1人1,500円自己負担
場 所 ＮＣサンプラザ （鹿児島市東千石町）
（参加者のみ・３月引落し）
☆かのや東ＲＣ創立30周年記念大会のご案内
＊＊３月理事会日程＊＊
日 時 平成２７年４月４日（土） 締切・・2/27（金） ３月５日（木）19：30～ 食彩館にて 担当：久徳誠君
半島ツーリズム ８：３０～１４：３０
≪スマイル報告≫
スマイル
（参加費 1,000円 弁当・お茶代）
1月24日、23回目の結婚記念日 ありがとう
記念講演会
講師 東川 隆太郎 氏 プレゼント有難うございました！ ございます
「大隅の魅力を再発見、そして未来へ」 益々仲良く楽しみます！(財団へ)新小倉龍一
１５：３０～１６：２０
《２月例会変更のお知らせ》
受付
１６：３０～１７：００
【鹿屋RC】
記念式典
１７：００～１８：００
2/25（水）クラブ協議会の為
18：30～
記念祝賀会
１８：１５～２０：００
【次回例会のご案内】
場 所 かのや大黒グランドホテル 登録料8,000円 ＊＊例会＊＊
※詳細につきましては回覧をご確認下さい
2月19（木） １9：30～ あすぱる大崎にて
プログラム「会長エレクト卓話」
担当：宮脇君
☆「緑の募金」運動へのご協力について（お願い）
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2014，7，13 第 1 期地区ＲＬＩセミナー（パ－
ト２）を開催
2015，1，25 第 1 期地区ＲＬＩセミナー（パ－
ト３・卒業）を開催
国際奉仕委員長
中 山 昌 人
皆さん今晩は、本日はＲＬＩ（ロータリー・リーダーシ
ップ研究会）についてお話を致します。ＲＬＩは、ロータ
リーの新しいプログラムと言ってもいいと思います。「Ｒ
ＬＩの概要」をまとめたものがありますので読みたいと思
います。これは、田村智恵ＰＤＧがまとめたものです。
ＲＬＩの歴史

① ＲＬＩは 1992 年デビット・リンネン元ＲＩ理
事
（米、
ニュージャージー州、
ＲＩ32 ゾーン、
7510 地区）によって始められた自然発生的
な研修組織。
② 1998，アメリカ、カナダ ＲＩ31、32 ゾーン
の各地区に拡大。
③ 2004，規定審議会「ＲＬＩをＲＩのパイロッ
ト・プログラムとするよう理事会に要請する
件」を採択（決議 04－238）理事会で否決。
④ 2011，9 150 ヵ国 276 地区に草の根ロータリ
ー研究組織として発展。
2013，規定審議会「ＲＬＩをＲＩの常設プログ
ラムとして指定することを検討するように理事
会に要請する件」を採択（決議 13－168）

⑤ 日本では、
2007，11 ロータリー研究会時にマイケル・マ
クカバンＲＩ副会長から詳細説明、
2008，4 黒田正宏ＲＩ理事 米国ＲＬＩ研修セ
ミナーに参加。
2008，6 日本支部設立 委員長 南園義一元Ｒ
Ｉ理事、事務局長 川尻正輝ＰＤＧ 事務局
（2750 地区）
2011，7 黒田正宏委員長 中村清治事務局長
事務局（2770 地区）
2011，9 国内 12 地区参加

⑥

地区では、
2009 年度 南園委員長よりすすめあり参加決定。
2010，7，1 海江田順三郎ＰＤＧ、秦喜八郎Ｐ
ＤＧ 日本支部委員就任
2011 年度 地区ＲＬＩ委員長 田村智恵ＰＤＧ
2011，8，31 ＲＬＩ立上げガイダンス
2011－14 年度 日本支部委員 田村智恵ＰＤＧ

ＲＬＩの理念と目的
1992 年 ロータリー・クラブのリーダーシップの強化お
よび新会員とクラブリーダーとなる見込みのある会員の
研修とモチベーションを上げる目的として創設。ロータリ
ーを理解出来ずにロータリーを去る人をなくしたい。上か
らの伝達でなくロータリアン１人ひとりの自覚を促して、
クラブの活性化につなげたい。
ＲＬＩの研修対象と方法（特色）
対象者はクラブ会長推薦の参加者。
将来のロータリー活動の指導力を発揮できる人。（会員全
員）
クラブの将来の指導者で特定のロータリーの役職にある人
ではない。
研修方法は、講演や講義でなく斬新な討論方法を活用して
参加者による草の根ディスカッション方式を採用。
ＲＬＩの研修は、従来の講義を聞く研修ではなく、決めら
れたテーマについてみんなで意見を自由に出し合って討議
する。10 名程度の少人数で 6 つの分科会の全てを廻って研
修する。
ＲＬＩの研修カリキュラム
国際的に統一され、ＲＩ戦略計画やＲ財団の未来の夢計画
にそって毎年見直し、３年毎にプログラムの大幅改定を行
う。
付記
ＲＬＩの研修方式は従来の上から一方的に教え込む上意下
達の講義方式を改め、参加者が自分で考え自由に発言、討
論を重ねる中でロータリーへの理解を深め、やる気を出し
て来るという効果をもたらすものだと思います。
この方式は、すでにＲＩでのＧＥＴＳや国際協議会でのＧ
Ｅ研修に利用されています。地区でも 2009 年度から会員
増強セミナーや社会奉仕委員長会議、クラブ研修リーダー
会議等で全体会議（基調講演）・分科会・総合討論の形式
や、教室方式から島（テーブル毎）方式での試みが行われ
ています。
ぜひ、ＲＬＩの研修方式をクラブに持ち帰ってクラブフォ
ーラムやクラブ研修、クラブ協議会等で活用して頂きたい
と思います。（研修テーマはクラブ独自で）
ＲＬＩの導入がロータリアン個人個人の自覚を高め、クラ
ブの活性化をもたらすものと考えます。

以上

2012－13 年度 地区ＤＬの養成、実行委員会結
成 2710 地区ＲＬＩセミナー見学
2013，12 ファシリテーター 田村智恵 全国
17 名 九州初
2014，4，13 第 1 期地区ＲＬＩセミナー（パ－
ト１）を開催

（田村智恵ＰＤＧ文より引用）

※ お知らせ ※
第２期ＲＬＩ－2730 地区 パートⅠ
2015，3，1 開催です。

