
■例会日／毎週木曜日 12:30～13:30
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国際ロータリーテーマ

今年度会長テーマ

第2351回例会 2015.4.2

ロータリーに
輝きを

みんなで 熱く語ろう ロータリーを!!

■司会：小町会員

■点鐘：赤木会長

■国歌：｢君が代｣
■合唱：ロータリーソング
　　　　｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：
　岩原会員

■会長報告 赤木会長

　皆様こんにちは。桜も満開となり、とても穏やか
な日となりました。例会に来る時、武蔵野市役所前
通りの桜のトンネルを走行し、お花見をして来まし
た。
　昨日 4月 1 日は多くの企業で入社式が行われまし
た。フレッシュな若い人を見ていると、こちらも元
気が湧いてきます。入社式に臨んで若者達は何を思
っていたのでしょうか。若者達が夢を持てる国、大
人として責任を持たなければと感じさせられました。

■ガバナー事務所：
・PETS資料｢2015～16ＲＩ会長の方針・ガバナー補佐
　の任務・ガバナー方針及び組織｣の受理
・サンパウロ国際大会｢信任状｣の受理について
　→会場へ提出もしくは代議員へ
・地区研修協議会＜幹事部門＞出席者へのお願いにつ
　いて
　4/8(水)地区研修協議会に於いて｢2013年手続き要覧｣持
　参との事。
・｢地区納めの会｣の案内について
　2015年6月24日(水)　18:00～
　於　ホテルメトロポリタン
・東京清瀬ロータリークラブＲＩ脱会のお知らせにつ
　いて
　2015年3月31日付にてＲＩ脱会
・新クラブ設立(東京御苑ロータリークラブ)のお知らせ
　について
　国際ロータリー加盟承認日：2015年3月25日
　分区：中央分区
　(第2580地区：東京59クラブ、沖縄11クラブ　計70ク
　 ラブ)

■東京御苑ロータリークラブ：
　クラブ連絡先・設立総会の案内の受理について
　クラブ名称：東京御苑ロータリークラブ
　会長：黒岩智行　　幹事：矢野哲
　事務局：豊島区東池袋3-23-5　ＤＡＩＷ東池袋ビルB1F
　例会場：新宿ワシントンホテル
　例会日：毎週木曜日　19:00～(ビジターフィー4000円)
　創立総会：2015年4月9日(木)　18:30～
　　　　　　於　新宿ワシントンホテル3F｢すばるの間｣

■幹事報告 田中幹事
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

28 25 0 2 88.89

■出席報告 石山会員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：3名
■前々回出席率メークアップ修正後：89.29％
■前々会メークアップ者：

◆野崎会員：今日はＰＥＴＳの報告をさせて頂きます｡
　　　　　　写真ありがとうございました。
◆北久保会員：
　　　　　　山本会員へ。東久留米ＲＣとの合同例会
　　　　　　の写真を頂きました。ありがとうござい
　　　　　　ます。また岩原会員へ。テーブルの名札
　　　　　　やテーブルのナンバー作成ありがとうご
　　　　　　ざいました。
◆山本会員：野崎ガバナー補佐、会長代行報告お疲れ
　　　　　　様です。写真用のプリンターを新しくし
　　　　　　ましたが今一調整が難しく暗くなってす
　　　　　　みません。次今は･･･。
◆中丸会員：写真ありがとうございました。昨日は理
　　　　　　事会をお休みさせて頂き申し訳ございま
　　　　　　せんでした。
◆金子会員、樺澤会員、當麻会員、目時会員、
　野澤会員、戸澤会員：
　　　　　　山本会員、写真ありがとうございます。

西川会員■ニコニコＢＯＸ

本日のニコニコ合計：     42,000円
　　累　　　計　　： 1,347,500円

■ロータリー財団部門委員会：
　ロータリーフェローズ東京　春季例会の案内について
　2015年5月23日(土)　14:00～
　於　日本外国特派員協会
■国際ロータリー日本事務局：
　2015年4月のロータリーレート　1ドル＝118円
■東村山消防少年団：
　東村山消防少年団入卒団式の案内の受理
　2015年4月19日(日)　13:30～14:30
　於　東村山消防署会議室
■米山奨学委員会：
　会長エレクト・次期クラブ米山委員長セミナーの案
　内について
　2015年5月28日(木)　15:30～
　於　ハイアットリージェンシー東京
■東京東久留米ロータリークラブ：
　礼状の受理
■東京武蔵村山ロータリークラブ：
　2011～12年度多摩分区パスト会長懇談会の案内の受理
　2015年4月24日(金)　18:30～
　於　OSTREA(オストレア)新宿3丁目店
■ホームページ開設：
　那覇ＲＣ→ＨＰアドレス http://naha-rc.org/
■例会変更：
　東京秋川ＲＣ　4/2(木)→お花見例会　他
■回覧：
・東京田無ＲＣ週報
・コーディネーターニュース2015年4月号

■皆出席：
　戸澤会員（21回目）

■皆出席：
　石山会員（8回目）

■会員誕生日祝月：
　當麻会員

■ご結婚祝月：
　隅屋会員、金子会員
　飯田会員

■次年度会長交代挨拶

■相羽クラブ奉仕
　委員長

■戸澤会員
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■町田パスト会長

■委員長報告

　2015 年 4月 5日（日）～ 6日（月）御岳山荘にて第 6
回現・新合同多摩分区連絡会が行われます。参加予
定の方は、東村山駅に11時集合でお願い致します。
　2015 年 4月8日（水）ハイアットリージェンシーにて地
区協議会が行われます。出席予定の方は、11時に東村
山駅改札口に集合して下さい。
　5月28日（木）・29日（金）に予定をしています親睦旅
行は、現在 34 名の出席を頂いています。
　東村山駅に集合⇒アサヒビール工場見学⇒岡田美術
館（歌麿　深川の雪）⇒天成園（宿泊）、翌日は、ゴルフ
部・歩こう会に分かれて箱根の1日を楽しみましょう。

■PETS（Presidents-Elect Training Seminar）
　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ＲＩ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

PETS 報告
3月18日（水）PETS（会長エレクト研修セミナー／懇親会）
ハイアットリージェンシー　27Fエクセレンス／28Fスカイルーム
ガバナーエレクト　鈴木喬 G年度主体

　ロータリーは、単年度が原則です。毎年 7月には、国際
ロータリーも、地区も、そしてクラブも、すべての役員が交
替します。ガバナーエレクトが、国際協議会の研修を終え
帰国すると、今度はクラブの次年度役員の研修が始まりま
す。これらの研修会は、「PETS」「地区協議会」と一般に
呼ばれていますが、そこでは一体、どんなことが行われて
いるのでしょうか。地区やガバナーエレクトによって特色が
ありますが、ここでは基本的な部分を紹介します。

清瀬ロータリークラブの解散会出席のお知らせ

■飯田クラブ管理委員長

■卓話

■卓話者：
　野崎プログラム委員長

■野村会員研修委員

ロータリーの友のご案内
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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
PETS」を実施する場合もあります。多地区合同 PETS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。

■地区協議会（District Assembly） 
　毎年1回、地区内すべてのクラブの次期会長、幹事、理
事、主要委員会の委員長など、重要な次期クラブ指導者た
ちが集まる知識・情報交換の場です。通常は、各クラブか
ら10人前後の代表者が、この訓練コースに招請されます。
　地区協議会は、なるべく3月、4月、5月中に行うことと
なっています。協議会プログラム全般の責任は、ガバナー
エレクトが負うとされていますが、計画と実施については、
地区研修リーダーが責任を負うとされています。一方、各
地区委員会委員長は、担当する研修セッションでの立ち上
がりを指導する責任を、もっています。
　協議会の主目的は、3点にまとめられます。①会員基を維
持・増強、②地元や外国の地域社会で、その地域の実情
に即したプロジェクトを実行し成功できるように、③プログ
ラムへの参加と寄付金を通じ、ロータリー財団を支援する
こと、この 3点について、ロータリークラブの指導者たち
に、必要とされる能力を育成し、知識をもち、やる気を起こ
すように図ることです。
　会の形式は、教育方法と分科会をフル活用し、次期クラ
ブ役員が、ロータリーの奉仕のプログラムを推進する任務
を把握できるようになっています。クラブ役員は、効果的
なクラブ運営について学び、次年度の奉仕目標の達成につ
いて意見交換します。クラブ会長エレクトのために行われ
る研修セッションには、パストガバナー、ガバナー補佐など
を適宜招くべきとされています。

　大切なことは、PETSも地区協議会も、次年度クラブ会
長になる人の参加が、義務づけられていることです。もし、
出席しなければ、その人はクラブ会長に就任することがで
きません。このシステムは、ちょうど、ガバナーエレクトが
国際協議会に出席しないと、次年度ガバナーにはなれな
い、というのと同じであることに、セミナーの重要性が表れ
ています。
　ロータリーでは、会長以下各担当者が、ＲＩ、地区、クラ
ブにおいて、基本的に毎年替わります。人は毎年替わって
も、ロータリーの基本的な考え方は変わるものではありま
せん。また、活動の中には単年度ではなく、何年もかけて
完成するものもあります。しかし、いずれの活動も人から
人への手渡しで、バトンタッチされていくものです。
　新しい年度にクラブを指導する人々が、ロータリーの基
本、ならびに新年度のＲＩ会長やガバナーの方針をよく理
解し、それを各クラブにもち帰って、クラブの仲間たちに伝
え、共有する。さらに、各クラブの事情も考えながら活動
に結びつけていく。出席者は大切なその橋渡し役です。
PETSや地区協議会は、単なる研修会ではありません。
　ロータリーの奉仕のプロジェクトについて、新しい考えを
入れながら、永遠に続く継続性をもたせるために行われ
る、大切な会合なのです。 
　ご清聴ありがとうございました。

■閉会点鐘：赤木会長

■第2回(3月)臨時理事･役員会

2015年3月26日(木)　　於　中国割烹｢掬水亭｣　17:45～

1.次年度会長の件
　■赤木会長
　　次年度会長、相羽さんより体調がすぐれず辞退の
　申し出があり、急遽、臨時理事・役員会を開催する
　ことと致しました。現理事、次年度理事に集まって
　もらいました。初めての事態ですのでパスト会長に
　お願いしたい。

　■相羽会員
　　急なことで誠に申し訳なく思います。PETSに参加
　して耳鳴りに、聞き逃すことが感じられ、高い音が
　聞こえづらく、不安になり何人かに相談して辞退す
　ることを自分で考え決めました。迷惑をかけること
　があったら申し訳なく思い辞退を決めました。

　　会員一致で戸澤パスト会長にお願いしてみるとい
　うことに決定。赤木会長に打診してもらい次の例会
　で発表します。

■第10回(4月度)理事･役員会

2015年4月1日(水)　　於　たきび　18:30～

1.3月の収支明細報告について
　■金子委員長：全員一致で承認いただきました。

2.その他
　■赤木会長：
　　クラブ奉仕委員長について
　　今年度は相羽さんに引き続きお願いしたい。
　■小町理事：
　　JC OB当クラブ内7名
　　10名以上で参加できればと思っています。
　■田中幹事：
　　次回理事会5月7日(木)　早めに例会場にて行います｡
　■飯田クラブ管理委員長：
　　5月28日～29日旅行、29日は歩こう会、ゴルフを行
　　う事となっています。


