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第800回例会

平成27年2月26日(木)19：30～（溝口年度 第31号）

◆本日のゲスト
大崎町ＡＬＴ
ジャック ウィリアムズ 様
大崎町教育委員会 管理課
ニシタカ
カズヨシ
課長補佐
西高
和義 様

☆８ＲＣ親睦ゴルフ大会開催日について
当初予定日 平成２７年５月６日（水）振替休日
↓
開 催 日
平成２７年５月２３日（土）
※詳細につきましては、後日ご案内致します
（ホスト ： 志布志みなとＲＣ）

◆本日のプログラム
『第８００回例会』

《３月例会変更のお知らせ》
【串良RC】
3/9（月）招待小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会の為
3/8（日）朝7：30～ 大崎町総合体育館にて
・手に手つないで
◆ロータリーソング
3/30（月）観月会の為 18：30～ 場所未定
・四つのテスト唱和
【志布志RC】
3/17（火）３ＲＣ合同例会の為(串間・志布志みなと）19：00～
◆会務報告
☆野中玄雄ガバナー公式訪問日程表(案)について
【志布志みなとRC】
・地区からの日程（案）…７月１６日（木）夜
3/4（水）ｽﾎﾟｰﾂ例会の為 19：00～志布志運動公園体育館にて
・東部分区にて日程変更依頼の検討
3/18（水）３ＲＣ合同例会の為(串間・志布志）17日(火)19：00～
（９月２８（月）～１０月１日（木））意見書締切2/27（金） 3/25（水）特別休会
【きもつきRC】
☆宿泊ホテルの変更のご案内（ＰＥＴＳ）
3/19（木）記念植樹の為 時間未定 楠隼中高一貫校にて
☆前年度（2013-14）会長・幹事会のご案内
日時 平成27年3月10日（火） 19：00～
3/26（木）観桜会の為 18：30～ 会場未定
場所 かのや大黒グランドホテル
会費 5,000円(自己負担）
【次回例会・理事会のご案内】
出欠締切・・・3/2（月）
＊＊例会＊＊
☆2015年3月のﾚｰﾄのお知らせ １ドル＝118円
３月５日（木） １２：30～ あすぱる大崎にて
プログラム「増強フォーラム」
担当：上村君
☆広報かのや
☆週報を頂きました
・鹿屋西ＲＣ ・かのや東ＲＣ
＊＊理事会＊＊
☆３月会費引き去り明細票
３月５日（木） １９：30～ 食彩館にて
担当：久徳誠君
27名
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２月１９日（木）例会

（ロータリーＨＰより）
ロータリーのオンラインツールやリーダシップに関する
知識とスキルを磨きたいとお考えですか。それならぜひ
ラーニングセンターをご利用ください。

会長エレクト 宮脇 誠
2015-16 年度の国際ロータリー会長に就任する K.R.
ラビンドラン氏は、同年度のテーマを「世界へのプ
レゼントになろう」としました。ラビンドラン氏は
ロータリー会員に、より良い世界をめざして、時間、
才能、知識を世界中の地域社会に贈るよう呼びかけ
ます。「ロータリアン会員が自らを『プレゼント』
することによって、世界中の人びとの生活を真に改
善できる」という意味です。
３月７・８日にＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナ
ー）が開催されます。しっかりと勉強をしてきて、
次年度に備えたいと思います。３月１２日例会にて
ＰＥＴＳ報告となります。
快く役を引き受けて頂いた次年度川崎幹事と協力し
て、新年度をスムーズに迎えられる様に頑張りたい
と思います。会員の皆さまのご指導・ご協力、宜し
くお願い致します。

第２期ＲＬＩ-2730 パートⅠ
日時 平成 27 年 3 月 1 日（日） 9：30～17：20
場所 「ＮＣサンプラザ」 鹿児島市東千石町 2-30
会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）
日時 平成２７年３月７日（土）
13：00～17：55
（懇親会）
18：30～20：30
8：30～12：10
3 月 8 日（日）
場所 「キャトルセゾン・マツイ」
宮崎県延岡市祗園町 2-5-6
前年度（2013-14）会長・幹事会
日時 平成２７年３月１０日（火） 19：00～
場所 「かのや大黒グランドホテル」
会費 5,000 円（自己負担）
かのや東ＲＣ30 周年記念大会
日時 平成２７年４月４日（土）
半島ﾂｰﾘｽﾞﾑ ８：３０～１４：３０
記念講演 １５：３０～１６：２０
受
付 １６：３０～１７：００
記念式典 １７：００～１８：００
記念祝賀会 １８：１５～２０：００
場所 かのや大黒グランドホテル
第５回会長・幹事会（新旧合同）
日時 平成２７年４月２８日（火） １８：３０～
場所 ホテルさつき苑

ラーニングセンターは、My ROTARY にアカウント登録
するだけでご利用いただけ、「ウェビナーを実施するに
は」「立法案の提出方法」「ロータリークラブ・セントラル
のリソース」などのほか、ロータリーでの各役割への準備
コースなどが用意されています。
ラーニングセンターを開くには、My ROTARY の「ラーニ
ング＆参考資料」の最初のページにある「ラーニングセ
ンター」をクリックしてください（My ROTARY へのアカウ
ント登録が必要です）。「マイプロフィール」の下にある
「プロフィールのページへ」をクリックすると、自分のプロ
フィールを更新したり、ラーニングセンターの新しいコー
スについてのお知らせを見たり、現在学習しているトピッ
クに関するオンライングループに参加することができま
す。
ラーニングセンターを初めて利用する方は、「E ラーニン
グ学習システム利用方法」のチュートリアルビデオをご
覧いただければ、ラーニングセンターで学べるトピック
や活用法について知っていただけます。「一覧」をクリッ
クすすると、コースのトピックや一覧が表示されます。コ
ースに登録した後は（「REGISTER」をクリック）、すぐにコ
ース内容を確認するか（「開始」をクリック）、または後日
「私のコース」からそのコースを始めることができます
（「START」をクリック）。
コース資料には、PDF 形式とワード形式のファイル、E ラ
ーニングモジュール、ビデオなどがあり、E ラーニングモ
ジュールには音声の説明が入っているものもあります。
各コース内の画面の上部には、コースでの進み具合を
示したグラフが表示されます。「コース記録」のページに
は、登録したコースに関する情報が表示され、修了した
コースの修了証を印刷することもできます。
地区によっては、研修会合に先駆けて、参加者がラー
ニングセンターの関連コースを修了し、印刷した修了証
を持参してもらっているところもあります。これは、研修
参加者に E メールなどで資料のリストを送り、事前に読
んでおくようお願いするよりも効果的な準備方法です。
奨学生、職業研修チーム、平和フェローを派遣する地
区では、「奨学生、職業研修チーム（VTT）、平和フェロ
ーのオリエンテーション」のコースをこれらの参加者にご
紹介ください。最も人気あるコースの中には、ロータリー
の価値観をクラブで実践する方法に関する「ロータリー
の活性化」や、オンライン目標設定ツールに関する「ロ
ータリークラブ・セントラルのリソース」などがあります。ま
た、「立法案の提出方法」は、2016 年規定審議会代表議
員の必須コースとなっています。
ロータリーのラーニングセンターには、役立つツールが
このほかにも多く用意されています。ぜひご利用くださ
い。

