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ＰＥＴＳ（ ）Presidents-Elect Training Seminar
（会長エレクト研修セミナー）の省略形が「ＰPresidents-Elect Training Seminar

ＥＴＳ 「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 月 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7 1
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 Ｐ 計」 、 『 （ ） 』 「1
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 月中に、原則として 日半の日程で、行われること3 1
になっています。 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

年度 地区会長エレクト研修セミナー（ ）2010-2011 2610 PETS
年 月 日（日） 開会点鐘 於：氷見グランドホテルマイアミ2010 3 28 13:30

ホストクラブ：氷見ロータリークラブ
出席者：炭谷ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ、藤間勘菊会長ｴﾚｸﾄ

（水） ～ ホテル日航金沢「観桜会」例会変更 金沢ＲＣ 4/14 18:00
（月） ～金沢スカイホテル「春の特別」 （月）休会金沢東ＲＣ 4/12 18:30 4/26

（金） ～ 和田屋「観桜例会」 （金）休 会金沢西ＲＣ 4/9 18:00 5/7
（火） ～ 会場未定「観桜会」金沢南ＲＣ 4/13 18:30
（木） ～ 松魚亭にて「お花見夜間例会」金沢北ＲＣ 4/8 18:30
（月） ～金城楼「観桜会」 （月）休会香林坊ＲＣ 4/12 18:30 5/31
（火） ～ゆわく温泉かなや「観桜夜間例会」みなとＲＣ 4/6 18:00
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年度例会予定 2009-2010

《クラブフォーラム》藤間勘4/1
菊会長エレクトより“ のPETS
報告”

桝田隆一郎様（地区ロータリ4/8
ー財団委員長）

未定「仮題：韓国のロータ4/15
リー」李庠根パストガバナー南

RC光州
高岡哲夫 様（石川第２分4/22

区ガバナー補佐）
休会 （法定休日）4/29

2009 2010～ >
宮永満祐美(役員） 会長： ｴﾚｸﾄ： 副会長： 幹事： 会計・副幹事：村田祐一 藤間勘菊 西村邦雄 多田利明

太字：理事役員S A A永原源八郎 ★

副：二木秀樹（親睦：木村幸生 プログラム：金沂秀（ 井口千夏理事）クラブ管理運営委員長：
申東奎SAA：永原源八郎 ニコニコ：江守巧 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：炭谷亮一 奉仕プロジェクト委員長：

職業：野城勲 社会：吉田昭生 国際：魏賢任 ﾗｵｽ ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：炭谷亮一）副：相良光貞（ IT
副：吉田昭生（会員増強：岩倉舟伊智）会員組織委員長：上杉輝子

ロータリー財団：年次寄付：村田祐一）ロータリー財団委員長：木場紀子 （
副：北山吉明（広報：杵屋喜三以満 ロータリー情報：北山吉明 会報：石丸幹夫)広報委員会委員長：野城勲

5F 920-0853 2-15-1 T076-234-1111 19 00例会場 ホテル日航金沢 〒 金沢市本町 例会日時 木曜日 ：
相川晶代事務室 ライブ ビル 〒 金沢市此花町1 2F 920-0852 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局)

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
土日祝日事務局執務時間 月火水金 ： ～ ： 木 ： ～ ： 休憩時間 ： ～ ： 休日10 00 16 00 15 00 20 30 12 00 13 00

レイ・クリンギンスミス
会長エレクトのバナーRI
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：我等のなり点鐘 SONG
わい 四つのテスト

ヨルブン アン村田祐一会長挨拶：
ニョンハシムニカ！ コンガンハシ
ムニカ
６月の南光州ＲＣ創立４０周年記念
に向けて韓国語でお祝いの挨拶をし

。 、たく特訓中です 次々と行事があり
楽しく会長職をさせていただき感謝

しています。
先週は大沼会員のお寺で会場変更例会を開かせて頂きありがとうございました。
高崎ＲＣの１００％出席例会に我がクラブを代表して石丸先生ご夫妻、金会員に行っていただき、ありがとうござ
いました。大歓迎だったそうです。１００％出席を達成し、選挙の当選時のようにバラがずらりと名前の上に並ん
だそうです。

さて、マグロの輸入がワシントン条約で禁止されそうになりましたが、事なきを得ました。我が国の各国への働
きかけが功を奏したと伝えられていますが、事情はもっと複雑です。中国は現在漢方の原料などのため野生生息数
を上回る５０００頭余りの虎を飼育しています。この虎も規制されそうになったため、日本のマグロと手を組みま
した。その結果途上国に強い影響力を持つ中国の力で大差で阻止できたのが事実です。提案国のモナコはシーシェ
パードとの関係が強い国です。今後は資源を大切にしたマグロ漁を率先しなくてはいけない立場になりました。

今日から近所のお寿司屋さんが３０ｋｇの能登黒マグロを手に入れたのでトロを含め一貫１０
０円のサービスを始めています。お寿司好きの方々、この機会にマグロを存分に堪能してくだ
さい。 さて、今日は「おすしのところ」がエイ
プリルフールでした。

李庠根（イ サングン）パストガバゲスト紹介
ナー（南光州クラブ）様

金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二様ビジターの紹介
９日 山下 公一会員１６日 木村 幸生（こ今月の誕生者の紹介

うせい）会員２７日 後出 博敏会員２８日 木場 紀子（もとこ）
会員

岩倉舟伊智に地区協議会サブリーダー委嘱

18:30高崎 訪問についてRC 金沂秀会員・石丸幹夫会員：3.28（ ）月
からの高崎 の ％出席例会というイベントをみてまいりました。RC 100
（ 、百万石クラブには皆出席は永遠の実現不可能の夢かも知れませんが

高崎クラブは良くやったとおもいます。これをやるときは大変な努力が
いるかもしれませんが、なるべく顔を合わせて仲良くなり、クラブのみ
なら地域や全世界に心の通った人脈を作るのがロータリーの根本的考え
ですから、出席は基本的は行為だと思います ）。

－－－食 事－－－
幹事・委員会報告

多田利明幹事：
しました。世田谷中央クラブ（姉妹クラブ）から新クラブが誕生

国内初！米山学友を中心
とするロータリークラブ
の創立総会

2750国際ロータリー第
地区（東京）で、米山学
友を中心に設立されるク

東京米山友愛ローラブ、
【特別代表タリークラブ

：関博子氏（東京世田谷
中央ＲＣ会長 、スポンサ）
ークラブ：東京世田谷中
央 】の創立総会が 月RC 2

日、都内で開催されま11
した 月 日現在の創2 11
立会員 人のうち、外国22

回554
（木）2010 4.1

21/37 56.76%出席率
74.07%2 月の修正出席率
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人が 人、日本人会員も留学経験のある人が多く、非常に国際色が豊かです。米山学友は 人、平均年齢 歳15 14 37
という新世代中心のクラブです。
当日は、クラブ定款・細則が採択され、続いて理事役員の選出、国際ロータリーの加盟申請が行われました。

会長に選出された楊錦華さんは 「大変光栄であると同時に、責任の重さを痛感している。奨学生時代からロータ、
リアンの姿を見ており、いつか恩返しをして、自分も人々の力になりたいと考えていた。皆さまのご指導をいただ
きながら、奉仕の理想に根ざした活動を積極的に進めていきたい」と、決意を語りました。

とのことです。チャーター・ナイトは 月 日（日） ～ （ ）に開催される予定5 30 11:00 16:00 ¥15,000

丸岡 お花見例会RC
本年度も竹田地区「たけくらべ広場」の枝垂桜を愛でながらお花見例会を開催いたします。

下記の要項にて行いますので準備の都合上、出欠の返事をいただきたくお願い申し上げます。
会員の皆様も、万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようご案内申し上げます。
例会日： 坂井市役所丸岡支所前に集合下さい。マイクロバスを準備４月２１日（水） 集合： ５時３０分
場所： たけくらべ温泉

例会点鐘： ６時 点鐘 開宴 ６時３０分～８時３０分 会費： ５，０００円
※ たけくらべ広場は４月１８日より２６日までさくら祭り（予定）にてライトアップされて
います。
申込締め切り ４月１４日（水）例会時まで

について京都中 から ～ 京都文化博「池田重之」＆ 「岡重コレクション」展 RC 4/29 5/9
物館 明治・大正・昭和初期に作られた 職人の技 帯留・髪飾り・半襟等和装の子も小物の
日本における二大コレクションが一堂に会しました。 興味ある方は是非ご覧下さい。

募金有難うございました。チリ大地震の募金について

来週の 桝田隆一木場紀子ロータリー財団委員長： 4/8
郎様（地区ロータリー財団委員長）が卓話に来られま
す。よろしく御願いします。

（日）金沢城一周マ炭谷亮一ガバナーノミニー：5/9
ラソンにでましょう。

¥13,000 ¥596,843- ¥3,079,469-ニコニコ BOX 本年度累計 残高
南光州ＲＣ 李庠根様 小幡謙二様皆さん、アンニョハセヨ。本日は宜しくお願いします。金沢香林坊ＲＣ

先月四国地区大会に中川ガバナーと炭谷さん、岩倉さんと合計１１名で参加して参りました。太平洋を眼下に

龍馬の想いを次世代に伝えねばと思いました。有難うございました。 李先生、ようこそ百万石へ。金 会員

皆さんこんばんは。先週は突然の欠席で大変失礼致しました。今日も新年度のスタートで気持ちを魏 会員

炭谷会員 藤新たにして頑張りたいと思いますので宜しくお願いします。 李先生 今夜はようこそ。

間会員 宮４月になりました。３月２８日は (ペッツ)へ行って参りました。ちょっと緊張しました。PETS
勘菊会長エレクト、 (ペッツ)お疲れ様でした。李先生、ようこそ。 李先生ようこ永会員 井口会員PETS

そ。勘菊会長エレクト (ペッツ)お疲れ様でした。PETS

クラブフォーラム 報告など講話の時間 PETS

藤間勘菊会長エレクト： 会長エレクト研修セミナー（ ）が 年 月 日（日）氷見グランドホテルPETS 2010 3 28
マイアミで行われました。 の説明（１ページ参照）PETS

次年度の理事・各委員会委員長の方々には、 例会において「次年度の委員会の活動方針と4/1
予算」の記入用紙をお渡し致しますので、提出期限までに事務局までお願いします。
委員長…上杉（親睦）魏（プログラム 、二木（ニコニコ 、永原（ＳＡＡ）井口（友好 、申） ） ）
（職業奉仕 、野城（社会奉仕 、木村幸生（国際奉仕 、炭谷（ラオス）金（会員増強 、吉） ） ） ）
田昭（Ｒ財団）東海林（広報）土田（ロータリー情報）石丸（会報） 敬称略

－－－－－－－－－－
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年度 テーマロゴ■ 年度 国際協議会2010-2011 2010-11
RI News 20.Jan.2010

BuildingCommunities --BridgingContinents
「地域を育み、大陸をつなぐ」

レイ・クリンギンスミス 会長エレクトRI
年国際協議会の開会本会議にて 「 」という音楽と共にステージに現2010 California, Here I Come、

れた が、 年 テーマを「地域を育み、大陸をつなぐ」としたこレイ・クリンギンスミス 会長エレクトRI 2010-11 RI
とを発表しました。

このテーマを決めるにあたって、 のこれまでのテーマを振り返った、と会長エレクトは話します。その中でロRI
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

この 会長エレクトの話のほか 地区からは 年以来 人の子供を外国に留学させ、 人をこちらの地RI 2610 1960 405 420
区に受け入れた事、世田谷中央クラブのと新クラブの話、ロータリー財団寄付、青少年育成の問題についての話が
あった。
参考追記：セミナーの具体的な構成メニューを 『手続要覧 年』Ｐ から引用すれば、、 2007 50

・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 ・支援源
・年次計画と長期計画（ロータリー章典 ）となります。23.020.3.
なお、世界では、 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ＰＥ2

ＴＳ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 年 月 日（日）氷見ふれあいスポーツセンター2010 5 16

（次期地区監査委員 ラオスの事業はみんな岩倉舟伊智 ～ 年度地区幹事 ：2011 2012 ）
で協力して頑張ろう。

～ 年度のガバナーとなる炭谷亮一ノミニーからノミニー誕生の苦労話やこれからの炭谷亮一ノミニー：2011 2012
地区のあり方などの考えを述べた。2610

点鐘
会員消息

東海林也令子会員より
からイオンシネマ金沢4/3

で上映されます。

パイロットクラブの案内
石川県立美術館ホール 開演２００１年４月１１日（日） 13:30
前売 円（全席自由）1,500

076-267-9007問い合わせ：村田順子まで


