
 

 

２０２１年２月１７日 

国際ロータリー第２７２０地区 

クラブ会長エレクト各位 

次年度ガバナー補佐各位 

地区研修委員及び地区副幹事各位 

国際ロータリー第２７２０地区 

ガバナーエレクト 大森克磨 

地区研修リーダー 永田壮一 

 

       会長エレクト研修セミナー開催のご案内 

 

拝啓 国際ロータリー第２７２０地区の皆様には日頃からロータリー活動へご尽力賜り厚く

御礼申し上げます。また、昨年からのコロナ感染症の流行により行動制限が行われ不自由な状

況でお困りのことと心よりお見舞い申し上げます。 

いよいよ会長エレクト研修セミナーが、近づいて参りました。皆様と直接お会いしたいのは

やまやまなのですが、状況を鑑み同セミナーもオンラインセミナーとさせて頂きます。どう

か、ご理解頂き、ご参加をお願い申し上げます。                  敬具 

記 

第１ 日時 ２０２１年３月６日（土） １３：００～１７：００ 

   Ｚｏｏｍを利用したオンラインによる。 

   プログラムは後記の通りとなります。 

   出欠の確認をさせて頂きますので、後記の参加申込書に必要事項をご記入の上、ｅメー

ル添付にて 2 月 25 日までにお送り下さい。 

第２ Ｚｏｏｍの招待 

 １ Ｚｏｏｍの招待は以下の通りとなります。 

https://zoom.us/j/92834729881?pwd=ZkdNQ3JPTXNPbEFxWHFVMUIwclpzUT09 

ミーティング ID: 928 3472 9881 

パスコード: 096543                       となります。 

２ Ｚｏｏｍの招待は、別途メールにても配信する予定ですが、配信するメールアドレス

は、従前非公式に行った「Ｚｏｏｍの練習会」の際に申告頂いたＺｏｏｍ用のアドレス、

若しくは研修委員が直接お伺いしたアドレスとなります。 

  しかし、会長エレクトにつきましては、念のため、後記の参加申込書中のＺｏｏｍ用ｅ

メールアドレス欄に再度ご記入をお願い致します。 

第３ １６時５分から予定されている「ガバナーエレクトとの対談（全体質疑を兼ねて）」で

すが、地区に対する質問、ご要望や、会長エレクトやクラブの悩み等々ロータリー活動に

対する様々なやり取りの時間です。ガバナーエレクトは皆様との時間を楽しみにしており

ますので、ご準備のほど、よろしくお願い申し上げます。 

又、セミナー修了後、添付の「会長エレクト研修セミナーの評価書」をご提出頂きます

が、当日時間の関係でお話が出来ない会長エレクトの皆様には、同書にご質問等を記載し

て頂けましたら後日改めてご連絡申し上げます。 

第４ 当日 

 １ ３０分前から入室可能ですので、なるべく早く入室を済ませてご準備お願い致します。

https://zoom.us/j/92834729881?pwd=ZkdNQ3JPTXNPbEFxWHFVMUIwclpzUT09


 

 

入室後は、ビデオを消してミュート（消音）として開始時間まで待機お願い致します。 

 ２ 表示名（名前）について 

⑴ 表示名は、入室しましたら⑵以下の要領で変更を願い致します。 

なお、変更方法は、 

① デスクトップパソコン、ノートパソコンの場合 

画面左下のお名前の上にカーソルを置いて右クリックし、「名前の変更」を右ク

リックして変更お願い致します。 

② ｉＰＡＤ、ｉｐｈｏｎｅの場合 

「参加」、「（自分）」、「名前の変更」の順位タップして変更お願い致します。 

⑵ 会長エレクトは、グループ、クラブ名、氏名の順にお願い致します。 

大分第４グループ 大分キャピタルロータリークラブ 大森克磨の場合は 

 例）大４ 大分キャピタル 大森克磨 

  ⑶ 次年度ガバナー補佐エレクトの皆様は、大分か熊本の後にグループナンバーをお願い

致します。 

    例）大分５ 内山秀樹 

  ⑷ 研修委員、地区副幹事は同様に役職名とお名前をお願い致します。 

    例）研修副委員長 上野公則 

 ３ ヘッドセットについて 

   セミナーの内容を聞き取りやすくするため、また自分の発言を参加者に伝えやすくする

ために、ヘッドセット（ヘッドフォンとマイクを一体化した装置、イヤホンとマイクで

も可）の使用を推奨いたします。 

 ４ 当日、心得ておいて欲しいこと 

  ⑴ Ｚｏｏｍ画面で他者が話している間は、雑音等の防止のため、画面左下にあるミュー

ト設定をお願いします。また、研修委員会が、講演者以外にはミュートを自動設定す

る場合もあります。お話しになりたい方は、話す前にミュート解除をしてください。 

  ⑵ トイレその他の理由で場を離れる場合は、画面左下の「ビデオの停止」をクリックし

て、映像を一時的に中断することが可能です。 

  ⑶ 講演者が動画やパワーポイントで全画面を使用中、参加者の映像で画面の一部が見え

ないことがあります。その場合、参加者の映像上方をクリックして、参加者の映像を

一時的に消すことが可能です。 

  ⑷ 急な欠席やＺｏｏｍ接続上の不具合等、お困りのことがございましたら、下記宛にご

連絡ください。 

     地区研修委員 三村彰吾  090-8401-8979 

第５ その他 

Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙのラーニングセンターの「ロータリ－のコース・日本語」の中の「ク

ラブ会長の基本」は是非受講頂き、他の関連コースも参考にされて下さい。 

以上 

 

 

 

 

 



 

 

      国際ロータリー第 2720地区 2021-22年度      

 
 

 

会長エレクト研修セミナープログラム   

  日時： 2021年 3月 6日（土）   

  場所： オンライン   
    

  司会： 次年度研修委員会副委員長 上野 公則 

12:30 登録開始     

13:00 開会     

  点鐘 ガバナーエレクト 大森 克磨 

  国歌斉唱     

  ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱     

13:03 来賓紹介並びにガバナーエレクト挨拶 ガバナーエレクト 大森 克磨 

13:08 ガバナー挨拶及びガバナーノミニー・ ガバナー 硯川 昭一 

  ガバナーノミニーデジグネート紹介     

13:15 ガバナーノミニー挨拶 ガバナーノミニー 堀川 貴史 

      

13:20 研修リーダー挨拶＆会長エレクト研修セミナーについて 次年度地区研修リーダー 永田 壮一 

13:25 国際協議会報告と次年度の地区方針について ガバナーエレクト 大森 克磨 

14:10 休憩     

14:20 会長の役割と責務・クラブ運営について 次年度研修リーダー 永田 壮一 

14:50 地区部門の説明（◎１部門１分程度） 次年度研修委員会副委員長 上野 公則 

  管理運営部門・公共イメージ部門     

  会員増強拡大部門・職業奉仕部門     

  社会奉仕部門・国際奉仕部門     

  
青少年奉仕部門・ロータリー財団部門・ 

米山記念奨学会部門 
    

15:00 危機管理について 
次年度地区危機管理

委員長 
永田 壮一 

15:20 会長の時間について 次年度研修委員会副委員長 中川 貴夫 

15:30  休憩     

15:40 目標設定 次年度地区幹事 森永 隆二 

  効果的なロータリー・クラブとなるための活動計画の指標     

  （ロータリークラブセントラルへの入力方法及び効果）    

  オンライン会合の推進 次年度地区研修員  三村 彰吾 

15:55 連絡とお願い     

     地区予算について 次年度地区財務委員長 小野 弘雅 

     今後の地区行事について 次年度地区幹事 森永 隆二 

16:05 ガバナーエレクトと対談（全体質疑兼ねて） ガバナーエレクト 大森 克磨 

17:00 閉会     

  点鐘 ガバナーエレクト 大森 克磨 



 

 

 

参加申込書 
国際ロータリー第２７２０地区 

2021～2022 年度 会長エレクト研修セミナー 

申込日：２０２１年   月   日 

 

会長エレクト研修セミナー（ＺＯＯＭ） ２０２１年３月６日（土）  

                    １３：００～１７：００ 

ご参加      ご欠席 

  

 

クラブ名：                              

 

役職名：                               

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名：                （代理人の場合は代理人の氏名） 

 

携帯電話番号：                            

 

Ｚｏｏｍ用のｅメールアドレス： 

（マイクとカメラが付属しており、ズームの会議に使用するパソコン、 

         スマートホン、タブレット等のデバイスのアドレス） 

 

                                        

 

 

※2 月 25 日（木）までに本書を E-mail 添付にてご回答ください。 

回答書送付先    info@houritsuf1.com 
 

国際ロータリー第 2720 地区 

ガバナーエレクト事務所 宛て 担当 池邉（いけべ） 

            電話 ０９７－５３４－３２００ 

            FAX ０９７－５３４－３２０１ 

 



 

 

 

2021～2022年度会長エレクト研修セミナーについて、皆さまの率直なお声をお聞かせくださ

い。 

RC名：           氏名： _________________  ロータリー歴：       

 

1；大森ガバナーエレクトの次年度地区方針についてどのように理解されましたか？ 

□とても理解できた  □ふつうに理解した  □わからない  □全然分からない 

他に、ご感想をお書きください。 

                                                    

 

2；会長の役割と責務・クラブ運営について理解できましたか。 

□とても理解できた  □ふつうに理解した  □わからない  □全然分からない 

次年度会長に就任されての自クラブの理想像をお書きください。 

                                                   

 

3；地区部門は理解できましたか。 （〇わかる △少しわかる ×わからない） 

□管理運営 □公共イメージ □会員増強維特 □職業奉仕 □社会奉仕 □国際奉仕  

□青少年奉仕部門 □ロータリー財団部門 □米山記念奨学会部門 

他に、ご感想をお書きください。 

                                                   

 

4；危機管理について理解できましたか。 

□とても理解できた  □ふつうに理解した  □わからない  □全然分からない 

   他に、ご感想をお書きください。 

                                                    

5；会長の時間について理解できましたか。 

□とても理解できた  □ふつうに理解した  □わからない  □全然分からない 

評価書 

会長エレクト研修セミナー 3月 6日（土）   

 

 



 

 

 

6：目標設定について理解できましたか。 

□とても理解できた  □理解できた  □そうでもない  □良くわからない 

 

 

7；研修内容でもう少し詳しく教えてほしい内容や地区の各部門に対する要望等をお書きくだ

さい。（地区研修・協議会での協議事項とします。） 

 

                                                   

8；地区運営全般に対するご意見・ご要望・ご質問等があればお書きください。  

 

 

9；今回、オンラインでの研修を受講されて、率直な感想をお聞かせください。 

 

 

10；大森ガバナーエレクトに対しご意見・ご質問・要望等があればお聞かせください。 

 

 

 

 

 

＊回答は３/１５までに担当 地区研修委員の芳﨑（ホウザキ）まで、メール又は 

ＦＡＸにて返信を宜しくお願いします。     

担当 地区研修委員 芳﨑 一郎 

メールアドレス；houzaki@silk.plala.or.jp 

 ＦＡＸ番号  ；097-569-4961 

 携帯番号   ；090-3191-4773 

 


