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第802回例会

平成27年3月12日(木)19：30～（溝口年度 第33号）

◆本日のプログラム
『ＰＥＴＳ報告』
担当：会長エレクト

◆ロータリーソング

ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
田 中 俊 實 （鹿屋 ＲＣ）

・我等の生業
・四つのテスト唱和

◆会務報告
☆サンパウロ国際大会
ジャパンナイトパーティーのご案内
☆各ロータリークラブ会員増強計画について
提出期限・・・3/31（火）
☆週報を頂きました
・鹿屋西ＲＣ
☆2015-16年度版（新年度版）
ロータリー手帳お買い上げのお願い

◆理事会報告
1.2月末会計報告
2.プログラム確認
3/19（木）会員卓話・・・三浦君
3/26(木）観桜会
観桜会・環境美化は
4/ 2（木）環境美化
詳細が決まり次第
4/ 9（木）Ｒ情報
お知らせ致します
4/16（木）特別休会
4/23（木）出席フォーラム
4/30（木）Ｒ雑誌月間
3.その他
・観桜会詳細について
3月26日（木）19：30～ 場所：未定
※フェローシップは19：00～準備をします
会員数

27名

出席率

出

3 出席数

13名

2 出席数

席

／ 出席率

44.44% ／

修正出席率

・日向東ＲＣ創立40周年記念大会
登録者：溝口・上村（敬称略）
5月16日（土）式典15：00～
日向市文化交流センター 登録料：10,000円
･故 徳重会員・・・２月会費返金・記念品は発送
・かのや東ＲＣ30周年記念大会出席者
登録者：溝口・市坪・宮脇・川崎・上村・新堂
久徳（博）・楠田（敬称略）
４月４日（土）受
付
１６：３０～１７：００
記念式典
１７：００～１８：００
記念祝賀会
１８：１５～２０：００
かのや大黒グランドホテル 登録料8,000円
＊＊４月理事会日程＊＊
日程が決まり次第お知らせ致します。担当：宮脇君
《３月例会変更のお知らせ》
【串良RC】
3/30（月）観桜会の為 18：30～ 細山田保育園にて
【志布志RC】
3/17（火）３ＲＣ合同例会の為(串間・志布志みなと）19：00～
【志布志みなとRC】
3/18（水）３ＲＣ合同例会の為(串間・志布志）17日(火)19：00～
3/25（水）特別休会
【きもつきRC】
3/19（木）記念植樹の為 12：30～ 楠隼中高一貫校にて
3/26（木）観桜会の為 18：30～
【次回例会のご案内】
＊＊例会＊＊
３月19日（木） １９：30～ あすぱる大崎にて
プログラム「会員卓話」
担当：平野君
62.96% 鹿屋西
月 9 通常例会 昼 16 通常例会 昼
17名 串良
月 9 ８日へ変更 朝 16 通常例会 昼
66.67% 志布志
火 10 通常例会 昼 17 合同例会 夜

5 欠席者: 安楽・大野・豊住

26 メークアップ： 新小倉

志布志みなと

水 11 通常例会 昼 18 17日へ 夜

報

出 玉田・松永・新小倉・宮脇

修

鹿屋

水 11 会場変更 夜 18 通常例会 昼

告

席 福留・小野・市坪・久徳誠

正

かのや東 木 12 通常例会 昼 19 通常例会 昼

中倉・竹下・楠田・久徳(博)

きもつき

木 12 通常例会 昼 19 会場変更 昼

３月５日（木）例会

会員増強委員長 上村 雅彦
今期目標・・純増２名
（徳重君が逝去により退会で１名減）
今後の対策
１、 入会候補者のリスト作り
① 商工会青年部・ＪＣ卒業者に声かけをす
る。
一緒に地域のボランティアに参加しま
しょうと！
② 以前リストアップしている人に再度ア
プローチする。
③ 女性会員も頭にいれる。
２、 退会者防止について
① 長期欠席者に声かけを会長・幹事、親し
い人でする。
② 例会・プログラムの充実（参加をするか
を電話でも確認）
③ 会員が健康でいれるように何かプログ
ラムを考える。
（来期から検討する）
新規候補者へのアプローチはもちろん、退会しない
ようにもっと仲間意識を高めていくことで魅力ある
クラブにして行くことが、一人一人が入っていて良
かったと思えることへ繋がり、外からも仲間に加わ
りたいと思っていただけるのではないか。
意識して頑張って行きましょう！！

今日はＳＡＡ
代理です

（ロータリーＨＰより）
Presidents-Elect Training Seminar（会長エレクト研修
セミナー）の省略形が「ＰＥＴＳ」。「ペッツ」と呼ば
れていますが、文字通り、地区内各クラブの会長エレク
ト
（次年度7月1日からクラブ会長になる人）
のための、

研修・教育を行う情報提供プログラムです。
クラブ会長の能力、知識、やる気を育成することが目的
となっています。その「目的」を、具体的に『会長エレ
クト研修セミナー（ＰＥＴＳ）指導者用ガイド』Ｐ1「計
画と準備」から引用しますと、
・次期クラブ会長が次年度の会長となるための準備を整
える。
・地区ガバナー・エレクトおよび次期ガバナー補佐に、
次期クラブ会長の意欲を高め、協力関係を築く機会を与
える。
ということになります。
ＰＥＴＳの開催時期は、毎年 3 月中になるべく 2 月また
は 3 月中に開催するとされています。セミナーの主催者
は、国際協議会で先に研修を済ませてきたガバナーエレ
クト（次年度ガバナー）です。
ガバナーエレクトは、現ガバナーやガバナー補佐とも協
力し、地区研修リーダーに指示してＰＥＴＳを監督しま
す。地区研修リーダーは実際にセミナーを計画し、その
実施に責任をもちます。セミナーの指導チームは「資格
の備わったパストガバナー」と、地区委員会委員長で構
成されますので、経験豊かな地区の人たちに、一度に身
近に接することができる良い機会ともなります。
研修では、来る年度のＲＩ（国際ロータリー）テーマや、
効果的な奉仕プロジェクト、ロータリー財団についての
説明や紹介、情報伝達が行われます。ガバナーエレクト
が、国際協議会でＲＩ会長から直接聞いた、新年度のＲ
Ｉテーマに対する思いやその印象、次年度のＲＩ会長の
方針など、研修後間もない、ガバナーエレクトの新鮮な
話や方針を直接聞ける、絶好の機会です。
また、クラブ会長の役割と責任の検討、目標の設定、ク
ラブ役員の選定と準備、クラブの運営、新会員の勧誘と
説明指導、ＲＩと地区の有用資源なども取り上げられま
す。
セミナーの具体的な構成メニューを、『手続要覧 2010
年』Ｐ53 から引用すれば、
・ＲＩテーマ
・役割と責務
・目標の設定
・クラブ指導者の選任と準備
・クラブの管理運営
・会員増強
・奉仕プロジェクト
・ロータリー財団
・広報
・リソース
・年次計画と戦略計画（ロータリー章典 23.020.3.）
となります。
こうして、クラブ会長エレクトは、次年度のＲＩテーマ
を踏まえ、ロータリープログラムを実施する準備が整う
のです。また、このＰＥＴＳにより、クラブ会長エレク
トは、新たなるロータリー年度におけるクラブと、地区
の活動を企画し、指導者を喚起し、地区運営についての
情報を、クラブに帰って仲間に提供できるのです。
なお、世界では、2 つ以上の近隣地区が「多地区合同Ｐ
ＥＴＳ」を実施する場合もあります。多地区合同ＰＥＴ
Ｓ主催グループは、必然的に多数の協力者が得られるの
で、バラエティーに富んだ講演者を迎えることができま
すし、次期クラブ会長に地区を超えた視点を提供し、効
果的なクラブ指導のための、多岐にわたる方策を発案で
きる、という利点もあります。

