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　2017年度版「ロータリー情報ハンドブック」の発刊、誠にお
めでとうございます。ロータリーのコミットメントにも載ってい
ますように「ロータリアン」と呼ばれるロータリー会員はこれま
で、単なる歴史の傍観者としてではなく、歴史の一部となって活
躍してきました。ロータリーには、創設時から現在まで変わらな
い３つの特徴があります。
　まずは、ロータリーの「国際性」です。創設後わずか16年の間
に、ロータリークラブは６大陸へと広がりました。日本では

1920年（大正９年）に初のロータリークラブ（東京ロータリークラブ）が設立されて
います。今日私たちは、さまざまな方法で世界が直面する諸問題に応えるために、世界
のほぼすべての国で活動しています。
　２つ目の特徴は「粘り強さ」です。第二次世界大戦中、ドイツ、オーストリア、イタ
リア、スペイン、日本のロータリークラブは、ロータリーからの脱退を余儀なくされま
した。しかし、これらの国々のロータリアンは、リスクを承知で非公式にミーティング
を続けました。戦後、ロータリーに復帰したこれらのクラブは、ロータリーのみならず、
国の再建においても大きな役割を果たしました。
　３つ目は「奉仕へのコミットメント」です。ロータリーは大きな夢を掲げ、常に高い
目標を掲げています。ロータリーが正式には1988年から取り組んできたポリオ撲滅活
動は長い年数がかかりましたが、あと一歩の段階まで来ることができ、今後数年で撲滅
の目途が予測できるようになりました。
　また、1945年国連の開設時には多くのロータリーのシニアリーダーが協力されたと
伝えられています。毎年11月上旬にはロータリーの国連日がありロータリーの行事が行
われています。私がRI会長だった年には国連に大勢のロータリアンが集まり私の国連で
のスピーチを聞いて頂き大変うれしく感じたことを思い出しています。
　世界中で大きなNGOはたくさんありますが国際ロータリーほど世界各地に約３万５千
という大きな拠点を持ち夫々の異なった地域のニーズに対応した奉仕活動をきめ細かく
行っている組織は多くありません。このような意味からもロータリーは世界平和への先
導的な役割を果たしていると言えます。
　さらに2002年から開始されたロータリー平和フェローシップ・プログラムによって
既に1,000人を超える卒業生が国連をはじめ世界各国の重要な組織に於いて大きな役割
を果たしています。今回発刊された最も新しい「ロータリー情報ハンドブックによって
ロータリーへの理解が更に深まることをご期待申し上げご挨拶といたします。

元RI会長  田　中　作　次

ご　挨　拶



ロータリーの創始者　ポール・ハリス Paul P. Harris,Founder of Rotary.
（1868.4.19～ 1947.1.27）
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ポールＰ・ハリス略伝

―― Biographical Sketch of Paul Harris ――

世界は常に変化している
ロータリーは、この世界と共に

変化して成長していかねばならない
ロータリーの物語は

幾度も書きかえられねばならない
『ポールＰ．ハリス』

　1868年 4月 19日、シカゴ市の北 62マイルにあるウィスコンシン州ラシーン市
5番街 316番地で、ジョージ・ハリスとコーネリアの二男として生まれる。父母の
両家は富豪であったが家庭的にはあまり恵まれず、3歳の時家計困難で兄とともに
バーモント州ウォーリングフォード町に住む資産家で賢明にして厳格な祖父母に養
育される。祖父母の教育と、この町で村人が互いに職業を利用しあって楽しく生活
していたことがハリス少年の記憶に残り、後にクラブ構想の発端となる。幼少時代
から高校までは、ハリス自身「いたずら少年」だったといっているが学校での知性
と指導力は優秀であったといわれる。祖父の勧めで規律教育のため陸軍士官学校に
入学したがここでも指導者としての素質を発揮し抜群の成績を収めている。
　'87年 19歳で法律事務所で法律を勉強しアイオワ大学法律学部に入学、'91年
23歳で法律の学位取得して卒業。5年間アメリカと世界各地の見聞と職業体験を決
意。サンフランシスコで新聞記者、'93年ワシントンで新聞記者、この後念願のイギ
リスに行くために船会社の家畜係で労働、干草作り、トウモロコシの缶詰工場、今
度は家畜主任となり、数週間で 4回も渡英、ロンドン始め広くイギリスを見聞して
いる。後にニューヨーク事務所の支店長となる。祖父母から他人に対する寛容、思
いやり、優しさ、尊敬の念の尊さを学んでいたのに加え、この 5年間の尊い経験か
ら職業と親睦の偉大さを知った。'96年 2月 27日 28歳で新興都市シカゴで弁護士
を開業。当時アメリカ社会は変動期で、あらゆる人種、信条、文化の坩

る つ ぼ

堝と化した
シカゴでは犯罪、汚職、暴力の巣窟で利己主義・悪徳商法が横行していた。ハリス
は人間探究を怠らず 15年間に 30カ所も住居を変え、あらゆる宗教の礼拝に加わり
他人の友情と欲求を理解することを知る。1900年秋、ハリスは友人を訪ねロジャー
ス公園を歩きながら友人が何人もの人と出会う度に、屈託ない親しい挨拶、軽い冗
談を言い合っている姿には真心と歓迎の微笑みがあり嘘偽りがない事を知った。し
かもお互いに取り引き関係にあることに気づいていたのである。シカゴの現状と対
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照的な少年時代を過ごしたウォーリングフォードでの村人たちの友情に結ばれた楽
しい光景を思い出したのである。これがいままでハリスが求めて掴みえなかった「人
間の絆」であった。ここに一業一人の相互扶助の新しいクラブ構想が芽生える。専
門職業界を 1人で代表することによって社会の為だけでなく、お互いの職業を利用
し合うことは会員同士の親睦と相互扶助に役立ち、特に新会員は新たな友人となり、
公正な取引は信頼感を深める。会員が多くなればこの輪は広がっていく。会員は「寛
容で親睦と友情の精神」にあふれた人でなければならない。祖父母から教わった「寛
容」に共通している。これがクラブ理念であり善意と寛容と理解から奉仕へと発展
していく基礎であろう。いよいよハリスは実動に移りはじめた。もっとも親しい数
人の知人にこの構想を打診し始めていた。反応は良好であった。いよいよ 1905年
2月 23日の夜に他 3名と世界最初の奉仕クラブ「ロータリー」を創始した。創始
3年目にクラブ会長となる。'10年 7月 2日スコットランドのエジンバラ出身のジー
ン・トンプソンと結婚。ハリス 42歳、弁護士を開業して 14年目、ロータリーを創
始して 5年目の夏である。ハリスはシカゴ郊外に居を構え夫人の郷里の名をとりカ
ムリー・バンクと名づけ、生涯の住居とした。また旅行に多くの時間を費やし、頼
まれて夫人と共に世界各国を何回も回り毎年の国際大会、地域大会、地区大会など
で多くの講演を行い、生涯をロータリーの発展に捧げた。「国際ロータリー」の初代
会長であり '47年 1月 27日（月曜）78歳で逝去したときは名誉会長であった。シ
カゴ市マウント・ホープ墓地に眠る。その執務室は世界本部にそのまま保存されて
いる。ハリスは終生にわたり、法律事務所の仕事を熱心に続ける傍ら多くの公職に
もあった。全米身体障害児童および成人協会並びに身体障害児童国際協会初代会長、
シカゴ弁護士協会理事、アメリカ弁護士協会の委員会委員などなど、外国からはブ
ラジル、チリ、ドミニカ共和国、エクワドル、ペルーなどから栄誉ある勲章を授与
されている。
　ジーン夫人は信仰深いトンプソン家の 8人兄弟の 5番目で、すばらしく魅力的な
女性だったといわれる。37年間ハリスに連れ添い、ロータリーの発展に努め、ハリ
スの世界中のロータリー講演旅行（ハリスのテーマは理解と友情、またはロータリー
の起源が多かったといわれる）にはいつも同行し、何度かハリスに代わって講演も
している。ジーン夫人はエジンバラで晩年を送り 1963年 11月 9日逝去、82歳。
ハリスとは海を隔てて何千キロも離れたエジンバラ市ダルキース・ロードのニュー
イントン墓地に先祖とともに眠る。その墓石には「常に渝らぬ信仰と豊かな慈愛の
心を持った婦人」と刻んである。
　二人は子供に恵まれず、ハリスの自叙伝には「子供がいない私たち夫婦は国際ロー
タリーを養子にしました」と書いている。

（ポール・ハリス ― 偉大なる奉仕の先覚者より）



日本のロータリーの創始者　米山梅吉 Umekichi Yoneyama
Founder of Rotary in Japan.

（1868.2.4～ 1946.4.28）
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米山梅吉略伝
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―― Biographical Sketch of Umekichi Yoneyama ――

　1868年（慶応 4年）2月 4日、東京芝田村町にて和田竹造とうたの三男として
生まれる。5歳で父を失い、母の郷里である静岡県三島に移る。12歳のとき隣村の
長泉村の大地主米山家の養子縁組の話が始まる。文筆立志を望み 16歳で養家の意
に反し沼津中学を 2年で中退し上京、銀座の江南学校に入学、19歳で東京英和学院
（青山学院の前身）に転じ米人講師につき語学研修、また東京府吏員などしながら苦
学する。20歳のとき米山家へ養嗣子として入籍し、養家の理解を得て間もなく渡
米、苦学しながら 8年間留学する。先ず、カリフォルニア州ベルモント・アカデミー
高校で大学入学の準備を終え、オハイオ州ウェスレアン大学とニューヨーク州シラ
キュース大学にて修学、法学を専攻する。帰国後、勝海舟に師事、東京博文館より
「提督彼

ベ ル リ

理」を出版する。29歳で米山家の一人娘米山はると結婚、日本鉄道会社に
勤めるも意を得ず、三井銀行に入社、数回欧米の銀行業務など視察、三井銀行各支
店長を経て、42歳で常務取締役に就任する。1917年（T6；50歳）10月、政府
特派財政経済委員として渡米、ダラスで三井物産の福島喜三次（ダラス・クラブ会員）
と会いロータリーの話を初めて聞き、大いに感動する。翌年 2月帰国して大正天皇
に拝謁を賜り金盃を下賜される。'19年オハイオ州ウェスレアン大学よりマスター・
オブ・アーツの学位を受ける。'20年（T9；53歳）政府臨時財政経済調査委員（内閣）
に任ぜられる。10月20日東京ロータリークラブ創立、初代会長となる。'24年（T13；
57歳）三井信託株式会社を創立し取締役社長となる。7月初代スペシャルコミッショ
ナー（無地区時代のガバナー役）就任。'25年（T14；58歳）信託協会会長、東京
商業会議所特別委員ほか公職多数にのぼる。三男二女に恵まれるが長男と次男に先
立たれるという不幸に遭遇し、二児を記念して青山学院に記念道場を、立教大学に
心理学実験室を寄付する。'28年（S3；61歳）7月RI 第 70地区初代ガバナーと
なる。9月紺綬褒賞を受賞、10月正六位に叙せられる。'31年（S6；64歳）郷里
の長泉村立小学校に米山文庫を寄贈する。'34年（S9；67歳）第一線を退いた後
も財団法人三井報恩会理事長、三井信託株式会社代表取締役会長、第 15回赤十字
国際会議日本赤十字代表委員、財団法人日本結核予防協会評議員並びに監事、「幕末
西洋文化と沼津兵学校」再版、「常識関門」、ポール・ハリス原著“This Rotarian 
Age”の訳書「ロータリーの理想と友愛」など出版、恩賜財団愛育会監事、青山学
院に緑岡小学校を設立など多くの社会事業、医療事業、教育研究事業の要職や奉仕
事業に貢献する。'38年（S13；71歳）4月勲四等に叙せられ瑞宝章を受章する。
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　'44年（S19；77歳）9月静岡県駿東郡長泉村下土狩に疎開し、'46年（S21；79歳）
4月 28日、長泉村下土狩邸にて逝去する。 
　'52（S27）11月、日本ロータリーの創設者米山梅吉の功績を記念して、東洋諸
国の学生を日本に留学させる東京クラブ奨学事業「米山基金」が企画され、12月可
決、'53年に発足した。 今や全国クラブの支持を受け、'67（S42）年に財団法人「米
山記念奨学会」となり、現在は世界中から多くの留学生を受け入れている。 
　「ロータリーの理想と友愛」の最後に「凡そ、ロータリー会員は身分の高下と貧富
に別なく、人種に拘わらず、宗教家たるを問わず、政治家たるを論ぜず、寛大、忍耐、
正義、親切、友

ゆう

誼
ぎ

、親愛を我らの知る最善の小世界の住人に支給している人々に好
意を伝へる使節として終始するものである」と記している。

 （ロータリー日本 50年史、東京ロータリークラブ 70年、米山梅吉伝より）



ロータリー用語集ロータリー用語集
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● IM（Intercity Meeting）
　「都市連合会（Intercity Meeting）」を参照。

● RI（Rotary International）
　国際ロータリーのこと。

● RI 栄誉賞（RI Award of Honor）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P744）

● RI 会長の職務内容（RI President Job Description）
地位

　RI 会長はRI の最高責任者である。会長はRI 理事会のメンバーである。
　RI 会長の任務と責務
　ロータリー章典 28.040.（RI 理事会の職務内容）のRI 理事の任務と責任に加え、RI 会長
は下記の責務がある。
１．  世界中のロータリアンにとって積極的かつ意欲的な指導者になる。
２．  RI を代表して発言する人である。
３．  すべての大会、理事会の会議、およびその他の国際ロータリー会議を開催する。
４．  事務総長の相談に乗る。
５．  RI 理事会および連絡役（理事会での協議後）、地区大会の会長代理、その他のボランティ

ア職を任命する。
６．  理事会で選考するロータリー財団の管理委員を指名する。
７．  年度テーマを選び、年次目標を提示する。
８．  それぞれの目標に対する承諾を得るために、年度当初に理事会と協議する。
９．  各理事会会合の間に行われた決定に関して、その次の理事会会合で理事会へ報告する。
10．  ガバナーの達成状況を確認し、必要な相談や支援を提供する。
11．  RI 理事会が会長に委任事項を含めて、RI の戦略計画に沿ったその他の職務を行う。
12． ロータリーの内部組織の最優先事項として会員増強を推進する。
13．  理事会が定める予算と方針の範囲内で、世界中のロータリアンを訪問する。
14．  委員会の職権上のメンバーとなり、その会合に出席することができる。
15．  事務総長および理事会と共に、組織が直面する課題について議論する。
16．  組織の優先事項および管理について、理事会の行動を指導し、調停する。
17．  理事会の関心事項を事務総長と協議する。
18．  組織の様々な計画や財務報告を監督する。
19．  国際ロータリーのロータリー財団の活動を促進する上でリーダーシップを発揮する。
20．  事務局スタッフの日々の業務を管理するための事務総長の権限を尊重しながら、理事会

の決定を確実に実施するため、事務総長と連携して取り組む。理事会と事務局スタッフ
との間の役割と責任の明確化に関する事項について、理事会に提出する。
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21．  定期的にロータリー財団管理委員長と相談し、協力する。
22．  定期的に会長エレクトと会長ノミニーと相談し、協力する。（ロータリー章典 27.020.）

会長の任期／出席
　国際ロータリー会長は、１年間の任期を務める。就任する前の年に、会長は会長エレクトと
して務める。会長と会長エレクトは、RI 理事会のメンバーである。たとえば、会長と会長エレ
クトは、通常は米国イリノイ州エバンストンの世界本部で、または年次大会や国際協議会の近
くに開催される予定となっている毎年４回の理事会に出席する。会長エレクトはまた、就任前
にオリエンテーションプログラムに参加し、オブザーバーとして最高２回の理事会に出席する
ことになっている。会長は再選されない。
資格

　RI 会長候補者は、その任期に任命される前にRI 理事として任期を終えた者でなければなら
ない。ただし、候補者が全理事任期を終えない場合でも、理事会がこの規定の目的を満たすと
決定した場合はその限りではない。
　ロータリーの使命に情熱を持ち、組織的リーダーシップの実績がある個人にとって、これは
特別な機会である。候補者は、事業、行政、慈善事業、または非営利部門においてリーダーシッ
プを発揮した者であるべきである。候補者（彼／彼女）の実績は、実力のある優秀な理事およ
び組織リーダーと協力して活動することによって達成されるものである。
　理想的な候補者には、以下の資格が必要である。
ａ）  事業、行政、慈善団体、または非営利部門における重要な幹部としてのリーダーシップ

を発揮した専門的経験を持つ者
ｂ）  ロータリーの会員およびロータリーの受益者に対する献身と理解を持つ者
ｃ）  外交的スキルと、多様な人間が集まる中での関係性の醸成とコンセンサス構築に関して

自然な親和力を持つ者
ｄ）  個人的資質として、高潔性、信用、そしてロータリーを向上させるための情熱のある者
ｅ）  国際ロータリーとロータリー財団のプログラム、財政、運営および管理の知識のある者
ｆ）  非営利団体または慈善団体の目的に焦点を当てた他の運営組織で活動した経験のある者
ｇ）  力強い協働ができ、交渉能力のある者
ｈ）  効果的なコミュニケーションスキル（口頭および書面の両方）のある者
ｉ）  自身の年度内に組織ビジョンを効果的な行動計画に変換する能力のある者
ｊ）  前任者および後継者と協力して作業する能力のある者。 （ロータリー章典 27.020.）

● RI 超我の奉仕賞（Service Above Self Award）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P739）

● RI テーマ（RI Theme）
　ロータリー資料２・「国際ロータリーのテーマとは…」を参照。（P667）
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● RI とロータリー財団の年次財務報告書の発行と配布
　　（Annual Publication and Distribution of RI and TRF Financial Report）
　会計年度終了後の 12月末までに、事務総長は、監査済みの年次報告を公表するものとする。
この報告には、会長、会長エレクト、会長ノミニー、各理事に弁済されたすべての経費、なら
びに会長、会長エレクト、会長ノミニー、各理事の代わりに支払われた全ての経費が、役職ご
とに明記されるものとする。なお、この報告には、会長室に支払われたすべての経費、および
会長室の代わりに支払われたすべての経費を明記するものとする。この報告書にはさらに、理
事会、RI 年次国際大会、事務局の主要な各管理運営部門の費用を含めるものとする。
　RI細則18.050.1.（理事会の採択）に従って採択した予算、また必要であれば 18.050.2.（予
算の改訂）に従って改定した予算と各費目を比較した報告書を添付するものとする。支出がそれ
ぞれの部門で、承認された予算と10％以上異なるときは、報告書に詳細な情報と事情を記述する
ものとする。この報告書は、RIの現および元役員それぞれに配布されるものとする。クラブは請
求すればこの報告書を入手できるものとする。規定審議会の直前の年の監査報告は、審議会開会
の少なくとも 30日前までに事務総長から審議会議員に郵送するものとする。 （RI細則18.080.）
　管理委員会は、財団のプログラムと財務について少なくとも年1度RIに報告するものとする。
財団の年次報告は、役職ごとに、それぞれの管理委員に弁済されたすべての経費、ならびに代わっ
て行われたすべての支払いが明確に記載されるものとする。 （RI 細則 23.060.）

● RI の年間予算の公表（Publication of the Yearly Budget）
　RI 予算は、理事会が決定した書式で出版し、各ロータリー年度の 9月 30日までに全ロータ
リークラブに周知させるものとする。 （RI 細則 18.050.5.）

● RI の理事会の役割（The Role of the Board of Directors of RI）
１．  理事会は、組織の方針立案者として機能する。規定審議会、決議審議会および国際大会

が立法案と決議案を審議、決定することで組織の立法機関を成す一方、新しい方針の立
案と策定、現行の方針の見直し、さらに適切な場合には方針を修正するためにより頻繁
に招集されるのは理事会である。

２．  理事会は、組織のためのプログラムを計画する機関として機能する。理事会は、短期と
長期の両方の目標と目的を定め、新規のプログラムの提案と現行のプログラムの変更に
ついて検討する。理事会は、新規のプログラムを定め、現行のプログラムを見直すこと
ができ、或いは目的を果たし終えたか、もはや実行可能と思われないプログラムを廃止
することができる。

３．  理事会は、財務を管理し、組織の年次予算（このうち人頭分担金は規定審議会において
加盟クラブにより決められる）を採択する。

４．  理事会は、ロータリーの理念とプログラムを推進するにあたって組織の擁護者としての
役目を務める。方針とプログラムを創るのみならず、組織の基本的理念と目的を推進し
て広め、プログラムへの支援を得られるようにするにあたって、組織の代表としての役
目を務める責任がある。
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５．  理事会とその個々のメンバーはまた、組織の目的を推進するに当たり、組織の指導者、
その役員と委員会、加盟クラブ、およびロータリアン一般の意欲を喚起する責任がある。

 この役割においては、理事会が行動の率先者となる。
６．  理事会は、理事会の注意を要すると思われるロータリーの問題や動向を特定する。
 （ロータリー章典 28.005. の B）

● RI プロジェクト（RI Projects）
　ロータリーの目的は、個々のクラブやロータリアンの活動を通じて最も効果的に表現される。
　その活動は、ロータリーの各種奉仕部門にわたるもので、各クラブが、自己の能力とリソース、
会員の関心、奉仕の個別ニーズや機会を検討したうえで決定される。しかし、時には、クラブ
の連合体としてのRI が、ロータリーの目的の推進に役立つプログラムやプロジェクトで、しか
もそれに参加することを望むクラブと個々のロータリアンとの協同活動によって有益な結果が
得られると思われるものを推奨することは適当である。 （ロータリー章典 40.040.）

● RI へのクラブの加盟（Membership of Clubs in RI）
　国際ロータリーはロータリークラブの連合体であり、各クラブはこの連合体と直接的な関係
かつ共通の責任を有しており、RI の加盟者としてのクラブの管理運営および機能に対しては、
国単位のクラブの集合体またはその他のクラブの集合体が介入することはない。RI のすべての
加盟クラブは、クラブの組織構造と機能を定める組織規程文書の条項を順守するよう求められ
ている。 （ロータリー章典 2.010.）
RI への加盟申請（Application for Membership in RI）

　クラブのRI への加盟申請書は理事会に提出するものとする。加盟申請書には、理事会が定め
る加盟金を添付しなければならない。加盟金は、米貨またはクラブの所在する国の通貨による
その相当額とする。加盟は、理事会が申請を承認した日をもってその効力を生ずる。
 （RI 細則 2.010.）

● RIBI（Rotary International in Great Britain ＆ Ireland）
　グレートブリテンおよびアイルランド内国際ロータリーのこと。  

●アーサー・フレデリック・シェルドン（Arthur Frederick Sheldon）
　ロータリー資料２・「ロータリーの先駆者」を参照。（P661）

●アーチ・クランフ・ソサエティ（Arch C. Klumph Society）
　現金の寄付累計が 25万ドルを超えると、アーチ・クランフ・ソサエティのメンバーとなり、
メンバーの写真（8インチ× 10インチ）が世界本部のアーチ・クランフ・ギャラリー（以前
の栄誉の殿堂）に飾られる。これは管理委員会が2004年10月に寄付者に感謝の意を示し、ロー
タリー財団の創始者アーチ・クランフの名前に因み、創設したものである。
　2005年シカゴ国際大会の昼食会でチャーターメンバーの発会式が行われた。このメンバー
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には感謝状（Arch C. Klumph Society Certifi cate of Appreciation）が贈られた。
　希望すれば、エバンストンの事務局で入会式典（30分くらい）が行われる。
　個人として寄付した場合もあれば、法人名で寄付した場合もあるが、その合計額でアーチ・
クランフ・ソサエティのメンバーになることができる。2011年 1月 1日より、三つのレベル
が設けられた。
　アーチ・クランフ・ソサエティのメンバーは、2017年 7月末現在、世界に 747人（内
日本人 29人）もいる。

●アクティング・ガバナー（Acting Governor）
　地区ガバナー職に空席が生じ、副ガバナーがいない場合、理事会は、
残存任期中ガバナーの空席を埋めるために、資格条件を備えたロータ
リアンを選挙する権限を有するものとする。会長は、理事会によって
その空席が補充されるまで資格条件を備えたロータリアンを、アクティ
ング・ガバナー（臨時のガバナー）として任命することができる。
 （RI 細則 6.120.2.）

●新しいRI プロジェクト（New RI Project）
　ポリオプラス・プログラムが成功裏に完了するまで、その他の国際プログラムは検討されない。
 （ロータリー章典 40.040.1.）

●新しいロータリープログラムと世界ネットワークグループ
　　（New Rotary Programs and Global Networking Groups）
　一般規定として、理事会は次の場合に限り新しいRI 常設プログラムを採択するものとする。
ａ） ロータリービジョンと現在の戦略計画に沿った新しいプログラム。
ｂ）  同様の費用の現行プログラムが廃止または縮小された場合。
ｃ）  プログラムの提案を評価し、作成するため、要望の通りに適宜、会長と会長エレクトが

１つまたは複数のRI 委員会と相談することができた場合。
ｄ）  会長と会長エレクトがその必要性を認め、全面的に支援することに同意した場合。
ｅ）  理事会は、期待される結果に対する実際の結果を検討する特定の期間（例：２年から３年）

と併せて、明示された成功の尺度に基づいた実体的な期待結果を定める。
ｆ）  事務総長が、新しいプログラムの目的と効果を具体的に説明し、プログラムを成功裏に

立ち上げるために必要な事項を記した完全なプログラム趣意書を提出した場合。
ｇ）  新しいプログラムの導入前に適当な計画と準備を行う十分な時間がある場合。
ｈ）  プログラムの初めの数年間に、十分な職員と経済的な支援がある場合。
ｉ）  まずは３年間の試験的プログラムとして採択し、その後事務総長がプログラムの詳細な

評価書を理事会に提出した上で、通常のRI プログラムとして採用するか否かが決定さ
れる場合。 （ロータリー章典 40.030.）
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●新しいロータリープログラム又は世界ネットワークグループの実現性の調査
　　（Feasibility Study for New Rotary Programs or Global Networking Groups）
　理事会によって新しい常設プログラムが採択される前に、まず提案されたプログラムについ
てロータリー世界での必要性と要望、および財政的、人事的な実現性を理事会にて評価すべき
である。
　そのほかの考慮すべき点は、ロータリーの現行の戦略計画のビジョンや目標と併せて、ロー
タリーの目的達成のためのプログラムの寄与、プログラムによってガバナーの仕事に追加され
る任務、既存のRI プログラムとの関係、ロータリー世界のさまざまな地域でプログラムが採用
される可能性、クラブ会員による直接的な参加の程度、将来における拡大、統合、終結の計画
などである。 （ロータリー章典 40.030.1.）

●アドホック委員会（Ad Hoc Committee）
　RI 理事会により設立され、特別な職務が終了するまで活動が継続される委員会。

●安全な飲料水（Safe Drinking Water）
　理事会は、安全な水の多大な重要性を認識し、簡単で持続可能な技術を用いて、人々が自宅
から妥当な距離で安全な水が手に入れられるよう助ける活動を支援することを、すべての地区
やクラブに奨励している。

● EREYクラブ（Every Rotarian, Every Year）（EREY）
　2005-'06年度から、1ロータリー年度の会員一人あたりの年次基金への平均寄付額が 100
ドル以上であり、正会員全員が年次基金に少なくとも 25ドル以上を寄付したクラブは、
EREYクラブとしてバナーが贈られる。

●委員会（RI）（Committees of RI）
定数と任期（Number and Term）

　理事会はコミュニケーション、定款細則、国際大会、地区編成、選挙審査、財務、ローター
アクト・インターアクトに関する常任委員会をはじめ、RI にとって最も有益であると理事会が
折に触れ判断したその他の委員会を設置するものとする。常任委員会の定数と任期は次の通り
とする。
１． コミュニケーション：6名の委員から成り、毎年 2名ずつ任期 3年で任命される。
２． 定款細則：3名の委員から成り、毎年、任期 3年で 1名ずつ任命する。ただし、例外

として、規定審議会の開催年度には、4年目の委員を務める最近の元委員を含め、4名
の委員から成る。

３． 国際大会：6名の委員から成り、うち 1名は、年次国際大会のホスト組織の委員長と
する。

４． 地区編成：3名の委員から成り、毎年 1名ずつ任期 3年で理事会から任命する。
５． 選挙審査：6名の委員から成り、毎年 2名ずつ任期 3年で任命される。
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６． 財務：8名の委員から成り、うち 6名は、毎年 2名ずつ任期 3年で任命される。また、
RI 財務長および理事会により任命された理事 1名が、1年を任期として投票権を有し
ない委員を務めるものとする。

７． ローターアクト・インターアクト：6名の委員から成り、毎年 2名ずつ任期 3年で任
命され、最低 3名のローターアクト会員が含まれる。

　常任委員会を除く委員の定数と任期は、RI 細則 17.050.（任期）の規定に従って理事会が決
定するものとする。理事会が、すべての委員会の任務と権限を定める。さらに、常任委員会を
除き、年々委員の継続性を図る。 （RI 細則 17.010.）
委員（Membership）

　会長が、理事会と協議した後で、委員および小委員会委員を任命するものとする。また、会
長は、各委員会と小委員会の委員長を指名するものとする。会長は、すべてのRI 委員会の職権
上の委員である。 （RI 細則 17.020.）
会合（Meetings）

　RI 細則 17.030.（会合）に別段の規定がある場合を除いて、委員会と小委員会は、会長の決
めた時と場所で通知を受けた上で、会合を開くものとする。委員の過半数で定足数を構成する。
定足数を満たしている会合に出席している委員の過半数の決定を、委員会または小委員会の決
定とする。 （RI 細則 17.030.）
特別委員会（Special Committees）

　RI 細則 17.010.（定数と任期）から 17.030.（会合）までの規定は、指名委員会またはRI
細則 17.100.（会員増強委員会）から 17.130.（運営審査委員会）の下に結成された委員会に
は適用されない。 （RI 細則 17.040.）
任期（Tern of Service）

　いずれの者も 3年を超えてRI の同一委員会の委員を務めることは許されない。ただしRI 細
則によって別段の定めのある場合はこの限りでない。ある委員会に既に 3年務めた者は、再び
その同じ委員会に任命される資格を持たないものとする。RI 細則 17.050.（任期）の規定は、
職権上の委員およびアドホック委員会の委員には適用されない。前述の規定にかかわりなく、
会長は、国際大会委員会の委員を 2年間務めたことがあるが委員長を務めたことのないロータ
リアンを、国際大会委員会の委員長に任命することができる。 （RI 細則 17.050.）
委員会の幹事（Secretary of Committees）

　RI 細則によって、あるいは委員会設置に当たって、理事会の別段の定めがない限り、事務総
長がすべての委員会の幹事となる。事務総長は自分を代行する幹事を指名することができる。
 （RI 細則 17.060.）
定足数（Quorum）

　委員会委員の過半数をもってその委員会のあらゆる会合における定足数とする。ただし、RI
細則に別の規定のある場合、または、委員会設置に当たって、理事会でこれと異なる決定のあっ
た場合は、この限りでない。 （RI 細則 17.070.）
通信よる議事の処理（Transaction of Business by Communication）

　委員会は議事の処理を、理事会の定める手続規則に従って、適切な通信方法によって処理す
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ることができる。ただし、RI 細則によって別段の定めのある場合はこの限りでない。
 （RI 細則 17.080.）
権限（Authority）

　すべての委員会の運営および活動は、RI 細則 5.040.2.（役員および委員会に対する総括的
管理・監督）に準じて、理事会の管理と監督に従うものとする。会長指名委員会の会長ノミニー
の選出に関する決定を除き、すべての委員会による措置および決定は理事会の承認によって初
めて効力を生じるものとする。ただし、RI 細則 11.060.（選挙運動、投票依頼、当選を図るた
めの活動）および 11.070.（選挙審査手続）に抵触するすべての措置および決定は、理事会が
これを管轄するものとする。 （RI 細則 17.090.）
会員増強委員会（Membership Committee）

　理事会は、少なくとも 8名の委員から成り、各委員が少なくとも 3年の任期を務める会員増
強委員会を任命するものとする。1年ごとにずらして任命し、委員を再任できるものとする。
 （RI 細則 17.100.）
RI 細則 17.100に関する暫定規定（Interim Provision Relating to Section 17.000.）

　2016年規定審議会が制定案 16-90によって採択したRI 細則 17.100.（会員増強委員会）
の改正は、理事会が適切だと判断した方法で実施されるものとする。
戦略計画委員会（Strategic Planning Committee）

　理事会とロータリー財団管理委員会は、8名から成る戦略計画委員会を任命するものとする。
委員は、理事会メンバーでも、ロータリー財団管理委員でもない人とし、4年任期を務め、毎
年 2名が任命されるものとする。委員のうち 4名は理事会により、残りの 4名はロータリー財
団管理委員会により任命されるものとする。毎年、1名が理事会により、1名が管理委員会によっ
て任命されるものとする。委員は、元会長であってはならない。戦略計画の立案、RI および／
またはロータリー財団のプログラムと活動、および財務管理などに経験豊かなロータリアンで
バランスよく委員会を構成できるように選出するものとする。委員会は、会長、RI 理事会、ロー
タリー財団管理委員長、ロータリー財団管理委員会が決定する時および場所において、通知の上、
会合を開くものとする。戦略計画委員会は、理事会と管理委員会による検討のために戦略計画
案を作成し、推奨し、また修正するものとする。任務の遂行にあたっては、戦略計画を見直し、
理事会と管理委員会に提案を行うために、少なくとも 3年に一度はロータリアンとロータリー
クラブを対象に調査を行い、また理事会と管理委員会が指定するその他の任務を遂行するもの
とする。本委員会の委員長と副委員長は、会長とロータリ財団管理委員長により共同で任命さ
れるものとする。委員を務めた期間が 3年未満の委員は、再任されることができる。
 （RI 細則 17.110.）
RI 細則 17.110. に関する暫定規定（Interim Provision Relating to Section 17.110.）

　2016年規定審議会が制定案 16-90によって採択したRI 細則 17.110.（戦略計画委員会）
の改正は、理事会が適切だと判断した方法で実施されるものとする。
監査委員会（Audit Committee）

　理事会は、7名から成る監査委員会を任命するものとし、各委員は独立した立場にあり、財
務の知識を有する者とする。委員会委員には、毎年理事会によって任命される 2名の現職の理
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事会メンバーと、毎年管理委員会によって任命される 1名の現職のロータリー財団管理委員を
含めるものとする。さらに同委員会には、理事会によって任命される 4名の委員を含めるもの
とする。これらの委員は、理事会のメンバーでもロータリー財団管理委員でもないものとし、
6年任期を１期務めるものとする。監査委員会は、必要に応じて、RI とロータリー財団の財務
報告、外部監査、内部管理システム、内部監査、その他の関連事項について審査し、理事会に
報告するものとする。委員会は、会長、RI 理事会、または委員会委員長が決定する時と場所に
おいて、通知後、年に 3回まで会合を開くものとする。また、会長あるいは委員会委員長が必
要とみなした場合には、会長または委員会委員長が決定する時と場所において、通知後、その
年に追加の会合を開くものとする。運営審査委員会委員長または同委員長が指名した人物が、
委員会への連絡担当者を務めるものとする。本委員会は、理事会と管理委員会の顧問という役
割だけを果たすものであり、理事会と管理委員会の定めるRI 細則 17.120.（監査委員会）の
規定と矛盾しない職務権限の下に任務を遂行するものとする。 （RI 細則 17.120.）
RI 細則 17.120に関する暫定規定（Interim Provision Relating to Section 17.120.）

　2016年 7月 1日より、理事でも管理委員でもない委員が、2017年 7月 1日から 1名加わっ
て 6年任期を務め、2018年 7月 1日からさらに 1名加わって 6年任期を務めるものとする。
運営審査委員会（Operations Review Committee）（RI）

　理事会は、6名の委員から成る運営審査委員会を設置するものとする。各委員は、6年を超
えない任期を 1期務める。常時 6名から成る委員会構成にするために、毎年 1名の委員を任命
する。委員は、元会長または現理事、ロータリー財団管理委員であってはならない。経営、指
導力育成、財務管理などに経験豊かなロータリアンでバランスよく委員会を構成できるように
選出するものとする。委員会は、会長またはRI 理事会が決定する時および場所において、通知
後、会合を開くものとする。また、理事会または会長によって必要とみなされた場合には、運営、
管理手続、経営規準、その他必要に応じて運営上の事項の有効性と効率性など（ただしこれだ
けに限定されるものではない）の運営事項を審査することができる。本委員会は、理事会の顧
問という役割だけを果たすものであり、理事会の定める、RI 細則 17.130.（運営審査委員会）
の規定と矛盾しない、職務権限の下に任務を遂行するものとする。運営審査委員会は、理事会
総会に直接報告するものとする。 （RI 細則 17.130.）

●委員会による指名（Nomination by the Committee）（会長指名委員会）
最適任のロータリアン（Best qualifi ed Rotarian）

　委員会は、会合を開き、会長を務める意思があることを表明した元理事のリストの中から職
務に当たるべき人物として求め得る最適任のロータリアンを指名するものとする。
 （RI 細則 12.050.1.）
委員会（Committee Meeting）

　委員会は、8月 15日までに、理事会の定める時と場所において開かれるものとする。すべ
ての候補者に、理事会が定めた手続きに従って、委員会による面接の機会が与えられるものと
する。 （RI 細則 12.050.2.）
定足数と投票（Quorum and Voting）
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　委員会の委員 12名をもって定足数とする。委員会のすべての議事の処理は多数決によるも
のとする。ただし、委員会の行う会長ノミニーの選出については、委員会委員のうち、少なく
とも 10名の投票がそのノミニーを支持する票であることを要する。 （RI 細則 12.050.3.）
会長ノミニーの辞任と新ノミニー選出手続
　（Resignation of Nominee for President  And Procedure for New Selection）

　会長ノミニーが就任できなくなった場合、または会長に辞表を提出した場合には、以後そのノ
ミニーを当該年度の会長に指名または選挙することはできないものとする。会長はこれを委員会
の委員長に通知するものとし、委員会は被選資格を有する他のロータリアンを会長ノミニーとし
て選出するものとする。このような場合、次の手続を踏むものとする。 （RI 細則 12.050.4.）
委員会手続（Procedures for Committee）

　委員会は、このような不測の事態が生じた場合に備えて、委員長に、委員会に代わって直ち
に手続を開始する権限を与えるものとする。 （RI 細則 12.050.4.1.）
委員会の投票手続（Committee Voting Procedure）

　このような手続には、郵便もしくは他の迅速な通信手段、または会長が理事会に代って定め
る時と場所における緊急委員会の開催などがありうる。 （RI 細則 12.050.4.2.）
対抗候補者（Challenging Candidates）

　前述の、指名委員会が改めて会長ノミニーを選出しなければならないような場合には、クラ
ブは、対抗する会長ノミニーを選ぶための期間としてできる限り十分な日数を、理事会により
与えられるものとする。対抗候補者の指名については、書類の提出期限に関するものを除き、
RI 細則 12.070.（クラブによる追加指名）の規定に従うものとする。 （RI 細則 12.050.4.3.）
細則に規定されていない不測の事態（Contingency Not Provided For in Bylaws）

　委員会があらかじめ取り決めておかなかったような不測の事態が生じた場合には、理事会が、
取るべき措置を決定するものとする。 （RI 細則 12.050.4.4.）

●委員会の職務遂行手続（Procedure for Functioning of Committee）（会長指名委員会）
委員の氏名の通知（Notifi cation of Names of Committee Members）

　事務総長は、委員会委員の選出後 1カ月以内に、委員会委員の氏名を理事会およびクラブに
通知するものとする。 （RI 細則 12.040.1.）
委員長の選出（Selection of Chairman）

　委員会は委員の中から委員長を選挙するものとする。その選出は委員会を開いたときに行う
ものとする。 （RI 細則 12.040.2.）
指名委員会への氏名の提出（Forwarding Names to Committee）

　事務総長は、毎年、5月 1日から 5月 15日の間に、会長を務める資格を有するロータリア
ン全員に対し書簡を郵送するものとする。書簡で、かかるロータリアンに対して、会長の被指
名者として考慮されることを希望するかどうか尋ね、会長を務める意思と能力があるものとし
て自分の氏名をリストに載せることを希望する旨、6月 30日までに事務総長に通知するよう
に要請する。6月30日までに事務総長に返答しないこれらのロータリアンは、指名委員会によっ
て考慮されない。事務総長は、指名委員会会合の少なくとも 1週間前までに、会長を務める意
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思のあるロータリアンのリストを同委員会、およびこのリストを要請したロータリアンに提出
するものとする。 （RI 細則 12.040.3.）

●委員会報告（Report of Committee）（会長指名委員会）
　クラブ宛の委員会報告は、委員会の閉会後 10日以内に、委員長が事務総長に対して書式で
証されなければならない。事務総長はこの報告を受けてから、財政的に実行可能な限り早急に、
しかし、いかなる場合でも 30日以内に、その報告書の内容を各クラブに通知するものとする。
 （RI 細則 12.060.）

●意義ある業績賞（Signifi cant Service Award）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P741）

●遺贈（Bequest）
　遺言または他の資産計画の中にロータリー財団恒久基金に寄付する旨記したことをロータ
リー財団に文書で通知すると、ベネファクターとして認証される。

●一業一人の会員制（One Man from Each Classifi cation Principle）
　ロータリーの基本的特色の一つで、会員は現に従事している専門職務によって分類され、一
業種から正会員 1名という（報道関係、宗教、外交官を除く）創立以来の会員制。この制度は
2001年の規定審議会により変更となった。

●イニシエーション・スピーチ（Initiation Speech）
　ロータリーに入会して自己紹介をすること。例えば、自分の経歴、職業、趣味、考え方など
他の会員に伝え、理解と親睦を深めていくこと。

●印刷および電子形式の出版物の名称、およびドメインネーム
　　（Print and Electronic Publication Names and Domain Names）
　ロータリーの機関雑誌「ザ・ロータリアン」は、「ロータリアン」という語を名称に使用する
ことが許可されている唯一の出版物である。ロータリークラブ、ロータリー地区、そのほかのロー
タリー組織は、出版物の名称に「ロータリアン」という語を使うことはできない。
 （ロータリー章典 33.040.13.、51.010.2.）
　ロータリー組織のニュースレターが出版物であるのと同様に、ロータリー組織のウェブサイ
トもまた出版物である。これらの出版物の内容とデザインは、ロータリー標章の使用に関する
方針、および配布や懇請を禁ずる方針を含め、現在のRI の方針に一致しているべきである。特
に、クラブや地区、またはその他のロータリー組織が「ロータリー」の名称、ロータリーの徽章、
あるいはほかのロータリーの標章を使用する際には、いかなる場合であれ、関係しているクラ
ブや地区、またはロータリー組織の名称を示す識別語句を追加するよう求められている。
「Rotary」という言葉を含むドメインネームを選ぶ場合「Rotary」という言葉を単一で用いる
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のではなく、当該クラブや地区、またはロータリー組織の名前を含む識別語句をさらに加える
べきである。
　ドメインネームを登録する前に、ドメインネーム案が理事会の方針に一致していることを確
認するために、RI 日本事務局のクラブ・地区支援室に問い合わせるよう奨励されている。RI 理
事会は、ドメインネームの登録と維持に関する詳細な方針を定めている。
 （ロータリー章典 52.020.1. およびウェブサイト（www.rotary.org）を参照）

●インターアクター（Interactor）
　インターアクトクラブ会員のこと。高校に在学中の学生または 12歳から 18歳までの若い
人が会員資格をもつ。

●インターアクト（Interact）
　1962年に理事会で採択された国際ロータリーの常設プログラムである。理事会は、インター
アクトの「方針声明」、「標準インターアクトクラブ定款」、「標準インターアクトクラブ細則」
を定期的に見直し、必要に応じてこれを改正するものとする。
　インターアクトクラブは、学校や地域社会での課題に取り組むために結束する大学入学前の
12歳から高校卒業までの青少年のためのクラブである。インターアクターは、インターアク
トクラブで奉仕活動を行い、リーダーシップのスキルを身につけ、新しい友人をつくる。インター
アクトクラブは、提唱ロータリークラブとともに、毎年、少なくとも二つの奉仕プロジェクト（一
つは地域社会を支援するプロジェクト、もう一つは国際理解を推進するプロジェクト）を実施
する。 （ロータリー章典 41.010.）
　インターアクトクラブは、所在する地区内にある一つまたは複数のロータリークラブにより、
結成、提唱、指導監督される。少なくとも一つのロータリークラブが、提唱クラブの役割を務
めなければならない。すべてのインターアクトクラブは、国際ロータリーによる認定を受けな
ければならず、提唱ロータリークラブは、毎年、そのインターアクトクラブに関する最新情報（ク
ラブ会長、ロータリアン顧問あるいは顧問教諭に関する情報を含む）を提供しなければならない。
インターアクトクラブは、学校を基盤とすることも、地域社会を基盤とすることもできる。
 （ロータリー章典 41.010.）
　インターアクトクラブの結成と維持に関する情報は「インターアクト要覧」（654）およびロー
タリーのウェブサイト（www.rotary.org/ja）を参照。

●インターアクトクラブのRI からの認証（RI Certifi cation of Interact Clubs）
　事務総長はインターアクトクラブを認証する権限を有する。認証には地区ガバナーの署名が
必要条件となる。インターアクトクラブが認証されるには最低会員数 15名が推奨されるが、
強制されるものではない。 （ロータリー章典 41.010.2.）

●インターアクト指導者研修会（Leadership Training Meetings for Interact）
　ロータリー地区は、その地区内の IA 指導者のために会期 1日の講習会を開くことを奨励さ
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れている。この講習会は、地区インターアクト代表の協力を得て、ロータリー地区インターア
クト委員会が実施すべきものとする。

●インターシティーミーティング（Intercity Meeting）
　「IM」を参照。

●インターナショナル・ポリオプラス委員会（International Polio Plus Committee）（IPPC）
　方針、方策、予算、補助金要請について、財団管理委員会に勧告を行い、ポリオ撲滅補助金
の進捗状況に関する報告を行うRI の委員会。ポリオプラス・プログラムの運営全般を見直し、
プログラムの目標に関して管理委員会に勧告する。さらに、ポリオプラス・プログラムのあら
ゆる面で指導し、調整に当たる。現在の委員会メンバーの氏名と連絡先は公式名簿（Offi  cial 
Directory）を参照。

●インターロータ（INTEROTA）
　ローターアクターが開催する世界的会合で、3年に 1度、世界の異なる都市で開催される。
RI の公式な会合ではないが、RI はそのプログラムの内容を承認し、会合にRI の指導者代表を
派遣することによって、インターロータを支援する。
　ローターアクターは、インターロータ会議の開催を立候補する前に、ホスト地区ガバナー、
ガバナーエレクト、ガバナーノミニーの承認を得なければならない。インターロータの開催地
として選ばれるためには、遅くともイベント開催の 1年前までに、ホスト地区ローターアクト
代表が事務総長に提出し、理事会を代表して事務総長の承認を得るものとする。
　提案には以下が必要となる。
ａ） ホスト地区ガバナーおよび地域のRI 理事の書面による承認
ｂ） 日付、場所、施設、プログラム、立候補の経過および参加者を含む情報
ｃ）  開催予定会議の予算の写しおよびスポンサーが会議に関わる契約上および財務上の義

務に完全な責任を負うことの保証。
ｄ）  提案された会議の計画と実施がローターアクターまたはロータリアンの直接の監督下

で行われることを保証すること。
   ホスト地区はインターロータのために、開催地域において適切な補償額と補償範囲を

満たす損害賠償保険に加入しなければならない。また、要請のあった場合には、かか
る補償の証拠書類をRI または参加地区のガバナーに提供しなければならない。

 （ロータリー章典 41.040.5.）

●引退した人の会員身分（Membership of Retired Persons）
　引退した人がロータリークラブの正会員として入会する場合、職業分類として、以前の職業
を使用することになるが、これは職業分類における会員の人数制限の数に数えない。
 （ロータリー章典 4.030.1）
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●インナーホイールクラブ（Inner Wheel Club）
　1924年英国マンチェスターで、初のロータリアン夫人による組織として創設され、イギリ
スに本部がある国際組織。現在、世界 102カ国に約 10万人の会員を有している。「真の友情
を推進する」「個人の奉仕の理想を奨励する」「国際理解を育成する」という三つの目標の下、
月 1回の例会を持つ。日本には、札幌インナーホイールクラブがある。

●インフォーマルミーティング（Informal Meeting）（IFM）
　「炉辺会合」を参照。

●ウェビナー（Webinar）
　Webと Seminar の造語で、オンラインセミナーのこと。

●エイズ教育（AIDS Education）
　ロータリークラブは、適切であれば、公的保健機関や非政府団体と協力して、エイズ教育と
予防について会員および地域社会の理解を深めるよう奨励されている。
　ロータリークラブは、エイズへの理解を深め同時に地域で受け入れられる範囲内で慎重かつ
良識を働かせながら、エイズ教育と予防プログラムに着手または支援しなければならない。

●衛星クラブ（Rotary Satellite Clubs）
　「ロータリー衛星クラブ」を参照。

●衛星クラブの会員（Membership of Satellite Club）
　衛星クラブの会員はスポンサークラブの会員でもあり、これは衛星クラブがロータリークラ
ブとしてRI から加盟が認められるまで続く。 （標準クラブ定款第 10条第 4節）
　標準クラブ定款第 10条第 4節（衛星クラブの会員）に従わない規定または要件を細則に含
めることができる。そのような規定または要件は、本項の規定または要件に優先する。

●営利目的または配布のための公式名簿の使用
　　（Use of Offi  cial Directories for Commercial Purposes or Circularization）
　ロータリークラブの如何なる会員も、「公式名簿」や他のデーターベース、或いはロータリー
関連プロジェクトや活動に関連して作成された名簿を、営利目的の為に利用してはならない。
RI および地区とクラブの公式名簿をはじめ、他のデーターベースあるいはロータリー関連のプ
ロジェクトや活動に関連して作成された名簿は、配布目的の為に、ロータリアンまたはクラブ
や地区に提供してはならない。これは、電子形式および印刷形式の名簿に対しても適用される。
 （ロータリー章典 11.010.6.）

●エクスカーション（Excursion）
　ロータリー地区大会などで、よく行われるプログラムで、ある程度の団体でゴルフや観光旅
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行等をすることを言い、知り合いを広め親睦を図る上で効果が大きい。

●エドガー・ダディー・アレン（Edgar “Daddy” Allen）
　エリリアロータリークラブ会員。1920年、オハイオ身障児協会を設立、この協会は 2年後、
身体障害児童保護国際協会になり、現在は、リハビリテーション・インターナショナルとして
知られている。
　彼は、身障児救援という社会奉仕活動をロータリーに持ち込み大きな波紋を広げたが、現在
ロータリーは、ポリオプラスの先駆けと高く評価している。

●襟章（Lapel Button）
　ロータリアンの付ける襟章としては、
１． 主として例会の際に会員が胸につける氏名、職業分類や会員種別を示す名札的な会員章。
２． 大会その他で胸につける参加資格を示す標識がある。
 またロータリアンであることを示すための徽章は、Rotary Emblemといいロータリー

の公認紋章付のものである。日本では、一般にこれをバッジと言うが、厳密には正しい
名称ではない。紋章付の徽章は、ロータリー正会員、名誉会員以外には使用が禁止され、
商業広告等にもこの紋章は使用できない。

 ロータリアンの希望による紋章入り商品の製品には、RIの許可が要ることになっている。

●エレクト（Elect）
　次期会長に指名されたRI 会長ノミニーが、国際大会で代議員によって正式に選挙された時点
から、会長に就任するまでの間、会長エレクトという。ガバナーの場合は同様にガバナーエレ
クトという。クラブ会長の場合も同様にクラブ会長エレクトという。

●黄金律（The Golden Rule）
　「己のされたいと思うように、人のためにせよ」というキリストの教えで、ロータリーの理想
に一致するものがある。

●同じクラブで同時に正会員および名誉会員になること
　　（Active and Honorary Membership in Same Club）
　同じクラブで同時に正会員と名誉会員になることはできない。
 （標準クラブ定款第 10条第 5節）
　ただし、一つのクラブで正会員であり、ほかのクラブで名誉会員であることはできる。衛星
クラブの会員は、スポンサークラブの会員でもある。 （標準クラブ定款第 10条第 4節）

●親クラブ（Sponsor Club）
　新クラブの結成に際して助力し、結成後もRI の一員として速やかに成長するよう指導する責
任を引き受けたクラブ。
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　新クラブの結成にあたり、ガバナーに協力する特別代表の所属クラブがスポンサークラブと
なるのが普通である。　「スポンサークラブ」を参照。

●会員（Membership）
構成（How Constituted）

　RI の会員は、RI 定款および細則に定められた義務をたゆまず遂行するクラブをもって構成さ
れるものとする。 （RI 定款第 5条第 1節）
クラブの構成（Composition of Clubs）
（a）  クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、職業上および（また

は）地域社会でよい評判を受けており、地域社会および（または）世界において奉仕
する意欲のある成人によって構成されるものとする。

 上記に加え
   以上いずれの場合も、その事業場、またはその住居がそのクラブの所在地域内、もし

くはその周辺地域にあること。クラブの所在地域外、もしくはその周辺地域外へ移転
する会員は、理事会が承認し、さらに同会員がクラブ会員身分のすべての条件を引き
続き満たしている場合、その会員身分を保持できる。

（b）  各クラブは、一事業、一専門職務、または一種類の社会奉仕に偏らないバランスの取
れた会員構成を有しなければならない。５名またはそれ以上の正会員がいる職業分類
からは、正会員を選出してはならない。ただし、会員数が 51名以上のクラブの場合
は、同一職業分類に属する正会員がクラブ正会員の 10％を超えない限り、その職業
分類の下に正会員を選出することができる。引退した会員は、その職業分類に属する
会員総数に含めないものとする。選出によってクラブ会員数が職業分類の制限を一時
的に超えることになっても、クラブの移籍会員または元クラブ会員、または理事会に
よって定義されたロータリー財団学友の職業分類は、正会員として選ばれることを妨
げるものであってはならない。会員が職業分類を変更した場合、クラブは、これらの
制限にかかわらず、同会員の会員身分を新しい職業分類の下で継続することができる。

（c）  RI 細則は、ロータリークラブの会員種類を正会員および名誉会員と呼ぶと規定し、
その各々に対する資格条件を定めるものとする。

（d）  「クラブ」という語が不穏当な意味を持つ国々のクラブは、RI 理事会の承認を得れば、
名称にクラブという語を使う義務はない。 （RI 定款第 5条第 2節）

定款および細則の承認（Ratifi cation of Constitution and Bylaws）
　RI 加盟認証状を与えられ、これを受理したクラブは、すべて、それによってRI 定款とRI 細
則ならびにその改正規定を受諾し、承認し、法律に反しない限り、万事これによって拘束され、
それらの規定を忠実に順守することを承諾するものとする。 （RI 定款第 5条第 3節）
例外（Exceptions）

　RI 定款もしくは細則の諸規定または標準クラブ定款にかかわらず、理事会は、試験的プロジェ
クトとして、クラブの定款の諸規定がRI 定款または細則に合致しないクラブの加盟を承認し、
または再編成を許可することができる。この種のクラブは、1,000クラブまでとする。
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　このような試験的プロジェクトの実施期間は、6年を上限とする。このような試験的プロジェ
クトが完了した後、RI に加盟または再編成の許可を得たすべてのクラブの定款は、その時点で
有効な標準クラブ定款としなければならない。 （RI 定款第 5条第 4節）

●会員アクセス（Member Access）
　会員のみが使用できるRI のウェブサイト（www. rotary. org）のセクション。
　ロータリアンは、ロータリー財団への寄付、RI からの Eメールの受信登録、会合への登録、
管理ソフトのダウンロードを行えるほか、会員特典を利用することができる。クラブと地区の
役員は、このほかの記録や報告を閲覧することができる。

●会員候補者のクラブ例会への出席
　　（Prospective Member's Attendance at Club Meetings）
　クラブは、会員候補者を数回クラブ例会に招待してから、会員申込み用紙に署名を求めるべ
きである。

●会員資格とロータリー財団寄付
　　（Membership and Rotary Foundation Contributions）
　ロータリークラブは、ロータリー財団への寄付を入会条件としてはならない。

●会員出席報告（Membership Attendance Report）（クラブ）
　クラブ幹事により作成される、月次出席を要約した報告書。幹事は、報告書の写しをガバナー
に送付する。

●会員出席報告（Membership Attendance Report）（地区）
　地区内のクラブから受け取った例会出席報告書を要約した一覧表。ガバナーは、これを一部
RI 事務総長に送付し、ガバナー月信に掲載しなければならない。

●会員証（Membership Cards）
　ロータリークラブは、正会員に対して会員証を発行すべきである。クラブを訪問するロータ
リアンで、そのクラブに個人的に知られていないいかなるロータリアンも、自己紹介の手段と
してロータリーの会員証を提示すべきである。 （ロータリー章典 4.050.）

●会員情報の保護（Protecting Member Information）
　ロータリーは、会員のプライバシーを守ることに全力を注いでいる。公正な情報管理を行う
ことは、加盟クラブ、ロータリアン、その他の人々の信頼を維持する上で極めて重要である。
　クラブと地区を援助し、ロータリーに関してロータリアンや他の人々へのコミュニケーショ
ンを促進するための努力の一環として、事務局は、慎重に扱うべき個人情報の収集を行っている。
　プライバシーに関するロータリーの方針の全文は、www.rotary.org/myrotary を参照。
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●会員推薦用紙と申込用紙（Membership Proposal and Application Card）
　クラブ会員がクラブに新会員を推薦するときに使用するカード。氏名、事業所、自宅住所、
職業分類、地位、活動歴、推薦者氏名を記入する。
　1995－ 96年度より会員推薦用紙と会員申込用紙が切り取り式の一枚用紙となった。
　冊子： 新会員の推薦はいかにするか「新会員推薦のステップ１・２・３」254-JA〔609〕

を参照。

●会員選挙手続（Method of Electing Members）
　クラブ会員が適切な候補者を選び推薦する。事前に本人に漏らしてはならない。理事会は推
薦状の提出後 30日以内に承認、不承認を決定し、クラブ幹事を通じて推薦者に通知する。承
認の場合は、全会員に通知をする。7日以内に異議申し立てのなかった場合は承認となる。異
議申し立てのあった場合は次の理事会において票決を行うものとする。
　ロータリー情報委員会は新入会員に適切な資料を提供し、クラブに溶け込めるよう援助する
会員を 1名指名し、最初の 1年間新会員のオリエンテーションを担当する。

●会員選考委員会（Membership Committee）
　会員に推薦されたすべての者を個人的な面から検討して、その人格、職業上および社会的地
位並びに一般的な適格性を徹底的に調査しなければならない。そしてすべての申し込みに対す
る委員会の見解を理事会に報告しなければならない。
　地域社会における有力者（稼業や専門職業の最高責任者）のみが必ずしもロータリークラブ
会員になれる十分な条件でないことなどの点は常に考慮される。

●会員増強（Membership Development）
　クラブは、現会員の積極的な参加を促し、入会者を惹きつけることによって、会員を増やすよ
う努力すべきである。会員増強に関する詳しい情報は「会員増強推進用手引き」（417）を参照。

●会員増強委員会（Membership Development Committee）（クラブ）
　この委員会は、絶えずクラブの充填未充填職業分類表を検討し、未充填の職業分類を充填す
るために適当な人物の氏名を理事会に推薦するよう積極的に努めなければならない。
　新会員を推薦しクラブの会員増強に寄与することは各会員の責務である。

●会員増強賞（Rotary Membership Development Award）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P740）

●会員増強行動計画（Membership and Active Recruiting）
　優れた資質のロータリークラブ会員を勧誘し、維持するためには、会員増強計画が以下の段
階に沿って実行される必要がある。
　　１．特定する
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　　２．紹介する
　　３．正式に入会を勧める
　　４．入会させる
　　５．情報を与え、指導する
　　６．参加させる
　　７．教育する

●会員増強・新クラブ結成推進月間（Membership and Extension Month）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P732）

●会員増強の意義（Signifi cance of Membership Development）
１．  毎年会員の自然減が 5～ 10％とみられる。このためにも毎年新しい会員の補充が必要。
２．  組織を生き生きとさせるためには、常に新しい血の導入が必要。
３．  クラブ活性化のため、老、壮、青のバランスを保ち、若返りが必要。
４．  会員増強と拡大は、毎年RI 会長の最重要課題となっている。その課題に取り組むのは

当然。
５．  誰かの推薦によって自分は入会したので、この特典を他の人にも分かち合いたい。
６．  会員増強は財政や奉仕活動推進のために大きなプラスになる。
７．  ガバナーの任務の最大課題は会員増強と拡大とされている。ロータリーは創始以来、一

貫して会員増強に努めてきた。
８．  奉仕活動上、プロジェクトの数や規模にとって有利となる。
９．  地域社会の職業的な横断面を表すべきで、可能な限り地域に存在する職業分類を網羅す

ることが必要。
10．  会員数が増えて現在の会場では狭すぎるときには拡大を検討する。
11．  会員の少ない地域には会員増強によって奉仕の理念を推進できる。
12．  既存のクラブでは世界の会員数の平均は減少傾向であり、会員増強が必要。

●会員特典委員会（Member Benefi t Committee）
　本委員会は、クラブに対してロータリーグローバル・リワードを売り込み、促進するもので
ある。 （ロータリー章典 17.030.2. の K.）

●会員の義務と特典（Member's Obligation and Privilege）
　ロータリークラブ定款第 18条（ロータリーの目的の受諾と定款・細則の順守）に義務を厳
しく明記している。「会員は、会費を支払うことによって、ロータリーの目的の中に示されたロー
タリーの原則を受諾し、本クラブの定款・細則に従い、その規定を順守し、これに拘束される
ことを受諾するものとする」そうして更に「そしてこれらの条件の下においてのみ、会員は、
本クラブの特典を受けることができる」とあるが、特典については詳しく記していない。ロー
タリーは特典を得るための義務履行ではなく「超我の奉仕」なのである。強いて言うならば、
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有形のものではなく、人生哲学的なものと言える。
義務（Duties）
１．RI 定款・細則並びにロータリークラブ定款・細則を順守すること。
２．会費を納入すること。
３．例会に出席すること。
４．新会員を推薦すること。
５．委員会活動、その他のロータリープログラムに参加すること。
６．雑誌「ザ・ロータリアン」または「ロータリーの友」を購読すること。

特典（Privileges）
１．ロータリークラブの会員には本人が希望してもなれない。会員により推薦され、選挙さ

れて初めて会員となれる。
２．全世界に品性高潔な 1,227,217人（2016年 11月 30日現在、RI 公式発表）の友人

を得ること。
３．全世界のロータリークラブ例会、ロータリー会合に参加できること。
４．奉仕活動に参加できること。
５．ロータリアンとしての絶大の信用を得ること。
６．ロータリアンとして、的確な人を推薦することができること。

●会員の資格条件（Qualifi cations of Membership）
　クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、職業上および（または）地
域社会でよい評判を受けており、地域社会および（または）世界において奉仕する意欲のある
成人によって構成されるものとする。上記に加え、以上いずれの場合も、その事業場、または
その住居がそのクラブの所在地域内、もしくはその周辺地域にあること。クラブの所在地域外、
もしくはその周辺地域外へ移転する会員は、理事会が承認し、さらに同会員がクラブ会員身分
のすべての条件を引き続き満たしている場合、その会員身分を保持できる。
 （RI 定款第 5条第 2節（a））

●会員の種類（Kinds of Membership）
　クラブの会員の種類は、正会員と名誉会員の 2種類とする。RI 細則 4.010.（会員の種類）
に従わない規定または要件を細則に含めることができる。そのような規定または要件は、RI 細
則 4.010.（会員の種類）の規定または要件に優先するものとする。 （RI 細則 4.010.,4.110.）

●会員の称号と徽章（Membership Title and Insignia）
・ 正会員。クラブの各正会員はロータリアンとして認められ、RI の徽章、バッジまたはその
他の記章を着用する権利を与えられるものとする。

・ 名誉会員。クラブの名誉会員は、名誉ロータリアンとして認められ、クラブの名誉会員と
しての身分を持っている間は、RI の徽章、バッジまたはその他の記章を着用する権利を与
えられるものとする。 （RI 定款第 13条）
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●会員の情報（Member Information）
　クラブおよび地域を援助し、ロータリアンとの連絡を円滑にする努力の一環として、RI は、
次の主要業務を行うことのみを目的として、ロータリークラブ会員に関する個人情報を収集す
る。
１． 請求
２． ロータリー財団の支援
３．  地区大会、RI および財団委員会、実行グループ、他の任務への会長および財団の任命

の見込み候補者の特定
４．  会員傾向の把握、会員の特徴の調査、統計分析の作成、会員の退会防止の支援
５．  特定の語学能力および／または専門的な技能を備えたロータリアンを探し出すこと
６．  地区委員長およびRI のプログラムや奉仕プロジェクトに関与する他の人々への情報や

更新事項の提供
７． ザ・ロータリアン誌および地域雑誌への支援
８． 広報活動に関する指針をクラブおよび地区に提供すること
９．  クラブレベルに周知させるための当組織の重要なメッセージや情報を地区指導者に伝達

すること
10． 国際大会や特別行事への参加計画を助長すること
11．  RI の免許制度の下で認可されている、公式被免許業者の説明資料をロータリークラブ、

地区、および地区指導者へ配布すること
　クラブ、クラブ役員、クラブ委員会委員およびロータリアンの名簿を他団体に提供してはな
らない。

●会員の推薦（Recommendation of Member）
　会員の推薦は会員および会員増強委員会が行う資格を有し、会員候補者の審査は会員選考委
員会・職業分類委員会が関与するが、その決定は理事会がおこなう。

●会員身分（Membership）
全般的資格条件（General Qualifi cations）

　本クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、職業上および（または）
地域社会でよい評判を受けており、地域社会および（または）世界において奉仕する意欲のあ
る成人によって構成されるものとする。 （標準クラブ定款第 10条第 1節）
種類（Kinds）

　本クラブの会員の種類は正会員および名誉会員の 2種類とする。
 （標準クラブ定款第 10条第 2節）
正会員（Active Membership）

　RI 定款第 5条第 2節（クラブの構成）に定められた資格条件を有する者は、これを本クラ
ブの正会員に選ぶことができる。 （標準クラブ定款第 10条第 3節）
衛星クラブの会員（Satellite Club Membership）
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　衛星クラブの会員はスポンサークラブの会員でもあり、これは衛星クラブがロータリークラ
ブとしてRI から加盟が認められるまで続く。 （標準クラブ定款第 10条第 4節）
二重会員（Dual Membership）

　同時に、本クラブと、本クラブの衛星クラブ以外の別のクラブにおいて、正会員になること
はできない。いかなる人も本クラブにおいて、正会員であると同時に名誉会員の資格を保持す
ることはできない。 （標準クラブ定款第 10条第 5節）
名誉会員（Honorary Membership）
（a）名誉会員の資格条件（Eligibility for Honorary Membership）

ロータリーの理念を推進するために称賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの目
的を支援したことでロータリーの友人であるとみなされた人を本クラブの名誉会員に選    
ぶことができる。かかる会員の身分の存続期間は、理事会によって決定されるものとする。
その人は、二つ以上のクラブで名誉会員身分を保持できる。

（b）権利および特典（Rights and Privileges）
名誉会員は、会費の納入を免除されるが、投票権を持たず、クラブの如何なる役職にも
就くことができない。名誉会員は、職業分類を保持しないが、本クラブのあらゆる会合
に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受することができる。本クラ
ブの名誉会員は、他のクラブにおいてはいかなる権利または特典も認められないものと
する。ただし、ロータリアンの来賓としてではなく他のクラブを訪問する権利は認めら
れている。 （標準クラブ定款第 10条第 6節）

公職に就いている人（Holders of Public Offi  ce）
一定の任期の間選挙または任命によって公職にある者は、当該公職の職業分類の下に本ク
ラブの正会員となる資格を有しないものとする。この制約は、学校、大学その他教育施設
に奉職する者または裁判官に選挙もしくは任命されたものには適用されない。会員で一定
の任期をもった公職に選挙または任命されたものは、その公職に在任中、以前の職業分類
の下に、引き続き会員としての身分を保持することができる。
 （標準クラブ定款第 10条第 7節）

RI の職員（Rotary International Employment）
本クラブは、RI に雇用されている人を会員として保持できる。

 （標準クラブ定款第 10条第 8節）

●会員身分の一時保留（Temporary Suspension）
　標準クラブ定款のいかなる規定にもかかわらず、理事会の見解において、
（a）  会員が、定款に従うことを拒否または怠った、あるいは会員としてふさわしくない振舞

い、またはクラブに害をもたらすような振舞いをしたという信憑性のある告発があった
場合、および、

（b）  これらの告発が立証された場合、当該会員の会員身分を終結するのに正当な理由となる
場合、および、

（c）  当該会員がその結果を待つ間、または理事会が適切と考える措置が取られるまでは、当
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該会員の会員身分に関していかなる措置も取らないことが望ましいとされる場合、およ
び、

（d）  クラブの最善の利益のために、当該会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当該
会員の会員身分を一時保留とし、当該会員が例会やそのほかの本クラブの活動への出席
や、本クラブのいかなる役職や任務からも除外されるべきである場合。

　理事会は、その 3分の 2以上の賛成票によって、妥当な期間（ただし 90日間以内）と理
事会の決定する追加条件に従い、前述の通り会員の会員身分を一時保留することができる。
一時保留とされた会員は標準クラブ定款第 15条第 6節（会員身分の終結に提訴、調停また
は仲裁を求める権利）に定められる通り、一時保留について提訴、調停、または仲裁を求め
ることができる。保留期間中、当該会員は出席義務を免除されるものとする。
　保留期間が終了する前に、理事会は、一時保留となっているロータリアンの会員身分を終
結する手続を取るか、通常の会員身分に復帰させなければならない。
 （標準クラブ定款第 15条第 10節）

●会員身分の終結（Termination of Membership）
終結－欠席（Termination Non-attendance）
（a） 出席率。会員は
（1）  年度の各半期に於いて、メークアップを含むクラブ例会または衛星クラブ例会の出席

率が少なくとも 50％に達しているか、クラブのプロジェクトおよびその他の行事や
活動に少なくとも 12時間参加していなければならない。または、バランスの取れた
割合でその両方を満たしていなければならない。

（2）  年度の各半期間に本クラブまたは衛星クラブの例会総数のうち少なくとも 30％に出
席、またはクラブのプロジェクトおよびその他の行事や活動に参加しなければならな
い。（RI 理事会によって定義されたガバナー補佐は、この義務を免除されるものとす
る）。

   会員が規定通り出席できない場合、その会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由が
あると認めない限り、終結することができる。

（b）  連続欠席。会員の会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、ま
たは第 12条第 3節（出席規定の免除）、もしくは第 4節（RI 役員の欠席）に従う場合
を除き、連続 4回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、クラブ理事会
は、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えられる旨通知するものとす
る。その後、理事会は、過半数によって、会員の会員身分を終結することができる。

 （標準クラブ定款第 15条第 4節）
他の原因による終結（Termination Other Causes）
（a）  正当な根拠。理事会は、いずれの会員も、本クラブの会員としての資格条件に欠けるよ

うになった場合、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために
招集された理事会の会合において、出席し投票した全理事の 3分の 2を下回らない賛成
投票によって、その会員身分を終結することができる。本会合の指針となる原則は、標
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準クラブ定款第 10条第 1節（全般的資格条件）、「四つのテスト」、およびロータリー
クラブ会員として持つべき高い倫理基準とする。

（b）  通知。標準クラブ定款第 15条第 5節（a） 項（正当な根拠）の下に会員身分を終結す
る前に、当該会員は、かかる懸案案件について、少なくとも 10日間の予告を書面によっ
て与えられ、理事会に対して書面による答弁を提出する機会を与えなければならない。
また、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利を持つものとする。かかる予告の
通達は、配達証明便または書留郵便によって、分かっている最新の宛先に送付されなけ
ればならない。

（c）  職業分類の充填。標準クラブ定款第 15条第 5節（他の原因による終結）の規定によっ
て理事会が正会員の会員身分を終結した場合、もし提訴があれば、これに対する聴聞の
期限が切れて本クラブの決定または仲裁人の決定が発表されるまでは、本クラブは、当
該会員の持っていた職業分類の下に新しい会員を選挙してはならない。ただし、たとえ
終結に関する理事会の決定が覆されても、新会員の入会によって同一職業分類に属する
会員の制限を超えない場合にはこの限りではない。 （標準クラブ定款第 15条第 5節）

●会員身分の存続（Duration of Membership）
期間（Period）

　会員身分は、次に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存続する。
 （標準クラブ定款第 15条第 1節）
自動的終結（Automatic Termination）
（a） 会員の資格条件（Membership Qualifi cations）

会員が、会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする。
ただし、
（1）  理事会は、会員が本クラブの所在地域外、もしくはその周辺地域外に移転する場合、

新しい地域社会にあるロータリークラブを訪問して知り合いになってもらうために 1
年以内の期間に限って、出席義務規定の特別免除を与えることができる。

   ただし、この場合、同会員は引き続きクラブ会員たるすべての条件を満たしているこ
とが前提である。

（2）  理事会は、本クラブの所在地域外、もしくはその周辺地域外に移転する会員の会員身
分を保持できる。ただし、同会員は引き続きクラブ会員たるすべての条件を満たして
いることが前提である。

（b） 再入会（How to Rejoin）
会員の会員身分が標準クラブ定款第 15条第 2節（a）項（会員の資格条件）の規定によっ
て終結した場合、終結時におけるその会員の身分が瑕疵なきものであれば、同人は、同じ
職業分類または別の職業分類の下に、新たに入会申し込みをすることができる。

（c） 名誉会員の会員身分の終結（Termination of Honorary Membership）
名誉会員の会員身分は、理事会が決定した期間の終了をもって自動的に終結する。しかし
ながら、理事会は名誉会員身分の期間をさらに延長することができる。理事会はいつでも
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名誉会員身分を取り消すことができる。 （標準クラブ定款第 15条第 2節）
終結 ― 会費不払い（Termination－ Non-payment of Dues）
（a） 手続（Process）

所定の期限後 30日以内に会費を納入しない会員に対しては、その分かっている最新の宛
先に、幹事が、書面をもって催告しなければならない。催告の日付後 10日以内に会費が
納入されなければ、理事会の裁量に従って当該会員の会員身分を終結して差し支えない。

（b）復帰（Reinstatement）
理事会は、その嘆願がありかつクラブに対する同人のすべての負債が完済されれば、元会
員を会員身分に復帰させることができる。しかしながら、同人の以前の職業分類が本定款
の第 11条第 2節（制限）に適っていない場合は、いかなる元会員も正会員に復帰させる
ことはできない。 （標準クラブ定款第 15条第 3節）

終結 ― 欠席（Termination－ Non-attendance）
　終結－欠席の規定への例外は、第 7条（例会と出席に関する規定の例外）を参照。
（a） 出席率（Attendance Percentages）

会員は、
（1）  年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会または衛星クラブ例会の出

席率が少なくとも 50％に達しているか、クラブのプロジェクトおよびその他の行事
や活動に少なくとも 12時間参加していなければならない。または、バランスの取れ
た割合でその両方を満たしていなければならない。

（2）  年度の各半期に、本クラブまたは衛星クラブの例会総数のうち少なくとも 30％に出
席、またはクラブのプロジェクトおよびその他の行事や活動に参加しなければならな
い（RI 理事会によって定義されたガバナー補佐は、この義務を免除されるものとす
る）。

   会員が規定通り出席できない場合、その会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由が
あると認めない限り、終結することができる。

（b） 連続欠席（Consecutive Absences）
会員の会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または標準クラ
ブ定款第 12条第 3節（出席規定の免除）もしくは第 4節（RI 役員の欠席）に従う場合を
除き、連続 4回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、クラブ理事会は、
その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えられる旨通知するものとする。そ
の後、理事会は、過半数によって、会員の会員身分を終結することができる。

他の原因による終結（Termination－ Other Causes）
（a） 正当な根拠（Good Cause）

理事会は、いずれの会員も、本クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合、
もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の
会合において、出席し投票した全理事の 3分の 2を下回らない賛成投票によって、その会
員身分を終結することができる。本会合の指針となる原則は、標準クラブ定款第 10条第
1節（全般的資格条件）、「四つのテスト」、およびロータリークラブ会員として持つべき高
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い倫理基準とする。
（b） 通知（Notice）

標準クラブ定款第 15条第 5節（a）項（正当な根拠）の下に会員身分を終結する前に、
当該会員は、かかる懸案案件について、少なくとも 10日間の予告を書面によって与えられ、
理事会に対して書面による答弁を提出する機会を与えられなければならない。また、理事
会に出頭して、自分の立場を釈明する権利を持つものとする。かかる予告の通達は、配達
証明便または書留郵便によって、分かっている最新の宛先に送付されなければならない。

（c） 職業分類の充填（Filling Classifi cation）
標準クラブ定款第 15条第 5節の規定によって理事会が正会員の会員身分を終結した場合、
もし提訴があれば、これに対する聴聞の期限が切れて本クラブの決定または仲裁人の決定
が発表されるまでは、本クラブは、当該会員の持っていた職業分類の下に新しい会員を選
挙してはならない。ただし、たとえ終結に関する理事会の決定が覆されても、新会員の入
会によって同一職業分類に属する会員の制限を超えない場合はこの限りではない。
 （標準クラブ定款第 15条第 5節）

会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める権利
　（Right to Appeal, Mediate or Arbitrate Termination）
（a） 通知（Notice）

幹事は、理事会決定後 7日以内に、その理事会の会員身分を終結または保留させる決定を、
書面をもって、当該会員に通告しなければならない。その会員は通告の日付後14日以内に、
幹事に対する書面をもって、クラブに提訴するか、調停を要請するか、もしくは標準クラ
ブ定款第 19条（仲裁および調停）に定める仲裁に訴えるか、いずれかの意思のあること
を通告することができる。

（b） 提訴に対する聴聞の期限（Date for Hearing of Appeal）
提訴する場合は、提訴を通告する書面を受理してから 21日以内に行われるべきクラブの
例会において、当該提訴の聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定しなければなら
ない。例会およびその例会で行う特別案件について、少なくとも5日間の予告が、書面をもっ
て、全会員宛に与えられなければならない。提訴が聴聞される場合には、会員のみが出席
するものとする。

（c） 調停もしくは仲裁（Mediation or Arbitration）
調停もしくは仲裁に使用される手続は標準クラブ定款第 19条（仲裁および調停）に規定
された通りである。

（d） 提訴（Appeal）
もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終決定となり、当事者すべてに拘束力のあ
るものとなり、仲裁を要求することはできない。

（e） 仲裁人または裁定人の決定（Decision of Arbitrators or Umpire）
もし仲裁が要求され、仲裁人によって下された決定もしくは両仲裁人が合意に達し得なかっ
た場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、提
訴することはできない。
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（f） 調停の失敗（Unsuccessful Mediation）
調停を要求したが、調停が失敗した場合、標準クラブ定款第 15条第 6節（a）項（通知）
の規定に従い、会員はクラブに提訴するか仲裁に訴えることができる。
 （標準クラブ定款第 15条第 6節）

理事会による最終決定（Board Action Final）
　もしクラブに対する提訴も行われず、仲裁も要求されなかった場合は、理事会の決定は最
終決定となる。 （標準クラブ定款第 15条第 7節）
退会（Resignation）
　いかなる会員も、本クラブからの退会の申出は書面をもって行い（会長または幹事宛）、
理事会によって受理されなければならない。ただし、当該会員の本クラブに対するすべての
負債が完済されていることを前提とする。 （標準クラブ定款第 15条第 8節）
資産関与権の喪失（Forfeiture of Property Interest）
　如何なる理由にせよ、本クラブの会員身分を終結された者は、すべて、本クラブに入会し
た時点で地元の法律の下でその会員がなんらかの権利を得ていた場合、本クラブに属するい
かなる資金その他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。
 （標準クラブ定款第 15条第 9節）
一時保留（Temporary Suspension）
　標準クラブ定款のいかなる規定にもかかわらず、理事会の見解において、
（a）  会員が、標準クラブ定款に従うことを拒否または怠った、あるいは会員としてふさわし

くない振舞い、またはクラブに害をもたらすような振舞いをしたという信憑性のある告
発があった場合、および、

（b）  これらの告発が立証された場合、当該会員の会員身分を終結するのに正当な理由となる
場合、および、

（c）  当該会員がその結果を待つ間、または理事会が適切と考える措置が取られるまでは、当
該会員の会員身分に関していかなる措置も取らないことが望ましいとされる場合、およ
び、

（d）  クラブの最善の利益のために、当該会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当該
会員の会員身分を一時保留とし、当該会員が例会やそのほかの本クラブの活動への出席
や、本クラブのいかなる役職や任務からも除外されるべきである場合。

　理事会は、その 3分の 2以上の賛成票によって、理事会の決定する妥当な期間（ただし 90
日間以内）と追加条件に従い、前述の通り会員身分を一時保留することができる。一時保留と
された会員は標準クラブ定款第 15条第 6節（会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求め
る権利）に定められる通り、一時保留について提訴するか、あるいは仲裁に委ねることができる。
本項の目的のため、当該会員は出席義務を免除されるものとする。一時保留の間は、当該会員
は出席義務を免除されるものとする。理事会は、一時保留期間が過ぎる前に一時保留となって
いるロータリアンの会員身分を終結する手続を取るか、通常の会員身分に復帰させなければな
らない。 （標準クラブ定款第 15条第 10節）
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●会議運営手続規則（Rules of Procedure）
　あらゆるロータリーの会議、協議会、大会または国際大会において、定款、細則、もしくは
RI 採用の特別議事規則によって特に定められていない手続き上の問題は、当該会合の議長が決
定するものとする。このような手続上の問題については、公正さを基本として配慮する。ただし、
提訴は認められるものとする。 （RI 細則 20.040.）

●会計（Treasurer）
　クラブ会計はクラブ総会で選出され、推奨クラブ細則第 4条理事会の任務第６節に規定され
てある通り、「会計の任務はすべての資金を管理保管し、毎年一回およびその他理事会の要求あ
るごとに、その説明を行い、その他、その職に付随する任務を行う。その職を去るに当たっては、
会計はその保管するすべての資金・計算帳簿・その他あらゆるクラブ財産を、その後任者また
は会長に引き継がなければならない」と定められている。 （推奨クラブ細則第 4条第 6節）

●会計年度（Fiscal Year）
　RI の会計年度は 7月 1日に始まり 6月 30日に終わるものとする。 （RI 細則 18.010.）

●会合（Meeting）
　RI 理事会は、次期リーダーの研修会を、次の順で行うことを承認した。

・ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）
・国際協議会
・地区研修セミナー（ガバナー補佐の研修を含む）
・会長エレクト研修セミナー（PETS）
・地区研修・協議会
・地区会員増強セミナー

　RI 理事会はまた、継続教育を奨励しており、地区レベルで行われる次の研修会を承認した。
・地区指導者育成セミナー
・地区ロータリー財団セミナー
・指導力育成プログラム（クラブあるいは地区の活動として行うことができる）

　RI が推奨する研修会についての詳細は、「地区を成功に導くリーダーシップ：研修編」（246）
を参照。

●解釈の仕方（Interpretation）
　RI 定款および細則、標準クラブ定款の全部にわたり、次の解釈原則が適用されるものとする。
「shall」、「is」、「are」という単語は「義務」を意味し、「may」、「should」という単語は「任意」
を意味するものである。男性名詞（he, his, him）または女性名詞（she, her）のいずれも他
の性をも含むものとする。「郵便」、「郵送」および「郵便投票」という用語には、経費を節約し
応答を頻繁にするために、電子メール（Eメール）およびインターネットテクノロジーの活用
が含まれるものとする。 （RI 定款第 15条）（標準クラブ定款第 21条）
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●会場監督（Sergeant at Arms）（SAA）
　例会をはじめ、すべての会議（国際大会、国際協議会、地区大会、地区研修・協議会等）が、
楽しく、秩序正しく運営されるよう、常に心を配り、気品と風紀を守り、会合がその使命を発
揮できるように設営、監督する責任を有する人。
　会場監督は「SAA」と呼ばれている。クラブの会長、幹事と並んで役員としての地位が与え
られ、極めて重要な存在である。理事会のメンバーであってもよいし、なくてもよい。

●改正（Amendment）（クラブ）
改正の方法（Manner of Amending）

　標準クラブ定款第 2条（名称）、第 4条（クラブの所在地域）に規定されている場合を除き、
標準クラブ定款は、規定審議会によってのみ改正できる。その方式については、RI 細則の改正
について同細則で定めているものと同じとする。 （標準クラブ定款第 22条第 1節）
第 2条と第 4条の改正（Amending Article 2 and Article 4）

　定款の第２条（名称）および第４条（クラブの所在地域）は、定足数を満たした数の会員が
出席した本クラブの例会においていつでも、出席している全投票会員の最低３分の２の賛成投
票によって、改正することができる。ただし、当該改正案の通告が、これを議する例会の少な
くとも 10日前に、各会員およびガバナーに郵送されなければならない。そしてさらに、かか
る改正は、RI 理事会に提出してその承認を求めなければならない。その承認があって初めてそ
の改正は効力を発するものとする。ガバナーは、提出された改正案に関してRI 理事会に意見を
提供することができる。 （標準クラブ定款第 22条第 2節）

●改正（Amendment）（RI）
１．  状況。RI 定款は、規定審議会において、出席し、かつ投票を行う者の投票の 3分の 2

によって改正できる。
２．  提案者。RI 定款の改正はクラブ、地区大会、グレートブリテンおよびアイルランド内

の審議会または大会、規定審議会、または細則に定められている手続に従って理事会に
よってのみ提案されるものとする。 （RI 定款第 16条）

RI 細則の改正（Amendment of RI's Bylaws）
　RI 細則はRI 細則 7.060.（非常事態における立法案の審議）の臨時審議会の規定を除き、規
定審議会に出席し投票した人の過半数によってのみ改正することができる。 （RI 細則 26条）

●会長エレクト（President-elect）（クラブ）
　クラブ会長は標準クラブ定款に従って会長に就任する日の直前 18ヶ月以上 2年以内にクラ
ブ年次総会で選挙される。会長ノミニーは、会長として就任する前の年度の 7月 1日に、会長
エレクトの役職名が与えられる。就任直前の 1年間は理事会のメンバーとなる。

●会長エレクト研修セミナー（Presidents-elect Training Seminar）（PETS）
　理事会が決定した通り地区内のクラブ会長エレクトを指導し、研修を行うために、PETSを
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開くものとするが、多地区合同のPETSでも差し支えない。PETSは、毎年、なるべく２月ま
たは３月中に開くものとする。ガバナーエレクトが PETS に対し責任を持つものとする。
PETSは、ガバナーエレクトの指示および監督の下に、計画、実施されるものとする。
 （RI 細則 16.030.）
PETSの目的（Purpose of PETS）

　会長エレクト研修セミナー（PETS）の目的は以下の通りである。
・ 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
係を築く機会を提供する。 （ロータリー章典 20.070.1.）

PETSのプログラム（Program of PETS）
　プログラムの目標を達成するため、理事会は会長エレクト研修セミナー（PETS）に以下の
内容を盛り込むことを推奨する：
・RI テーマ（RI theme）
・クラブ会長の役割と責務（Role and responsibilities of club president）
・ 目標の設定（Goal setting）
・ クラブ指導者の選任と準備（Selecting and preparing club leader）
・ クラブの管理運営（Club administration）
・ 会員増強（Membership）
・ 奉仕プロジェクト（Service projects）
・ ロータリー財団（The Rotary Foundation）
・ 公共イメージ（Public image）
・ 支援源（Resources）
・ 年次計画と長期計画（Annual and Jong-range planning）
 （ロータリー章典 20.070.2.）
参加者（Participants）

　地区内全クラブの会長エレクトは、標準クラブ定款第 13条第 5節（役員の選挙）で義務付
けられている通り、PETSへ出席するものとする。他の出席者には、ガバナーエレクト、ガバナー
補佐、地区研修リーダーなどが含まれるべきである。ガバナー補佐は、自分が担当するクラブ
の会長エレクト、ガバナーエレクト、ならびに自分たちの間にチームとしての関係を築くにあ
たってガバナーエレクトを援助するものとする。
　地区研修リーダーは、ガバナーエレクトと協力して、PETSセミナーの指導者チームのため
に研修資料を作成し、研修セッションを実施するものとする。 （ロータリー章典 20.070.3.）
PETSの指導者（PETS Leader）

　ガバナーエレクトはPETSの責任者である。地区研修リーダーは、ガバナーエレクトの指導
と監督の下、セミナーを計画し、実施する責任を負う。PETS指導者チームは、資格を備えた
元ガバナーと地区委員会委員長からなる。
　ガバナーエレクトは、適切なセッションにおいて財団に関する問題を準備し、発表するために、
地区ロータリー財団委員会委員を起用するよう奨励されている。 （ロータリー章典 20.070.4.）
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PETSの実施時期（PETS Time Frame）
　PETSは少なくとも 1日半のセミナーとし、2月または 3月中に開催すべきである。
 （ロータリー章典 20.070.5.）
多地区合同PETSの指針（Multidistrict PETS Guidelines）

　多地区合同PETS組織は、ロータリー章典第 21条、（多地区合同活動）の対象とならない。
代わりに、これらは多地区合同PETSの指針が適用される。多地区合同PETS組織は、参加
する全地区によって承認された多地区合同PETSの指針に従い、運営指針を作成、維持するも
のとする。（ロータリー章典 20.070.6）の（Aプログラム、B管理運営、C多地区合同形式へ
の移行、D多地区合同PETS設立に関する 1年間の免除 ）節を参照。
PETSの管理運営（Administration of PETS）

　地区指導者チームの間に結束を育み、意思の疎通を促進するために、単一、多地区合同に関
わらず、すべてのPETSは、ガバナーの協力を得たうえでガバナーエレクトの直接の権限と管
理の下に置かれるものとする。 （ロータリー章典 20.070.7.）
多地区合同PETSの法人化の形態
　（Form of Incorporation of Multidistrict PETS）

　多地区合同PETSが法人化された場合、この法人の会員は関係地区のガバナーエレクトもし
くは任命された者がなるべきである。法人化されたこのような活動の理事会は、当該法人の会
員によって選出されるべきである。これらの規定に従っていない法人の機構は、一般にガバナー
エレクトによる多地区合同PETSの監督に関するRI の方針を順守していないと見なされる。
ただし、このようなプロジェクトが理事会に承認を申請する際にこれと反対の証拠が提示され
た場合はその限りではない。 （ロータリー章典 20.070.8.）

●会長エレクトの空席（Vacancy in the Offi  ce of President-elect）
次期国際大会前の空席（Vacancy Prior to Next Convention）

　次の国際大会の閉会前に会長エレクトに空席が生じた場合、会長指名委員会は、かかる会長
エレクトが会長を務める筈であったロータリー年度の会長ノミニーを改めて選出しなければな
らない。このような選出は、できるだけ早く、定例委員会か緊急委員会において行わなければ
ならない。このような会議を開くことができない場合は、郵便投票または他の迅速な通信手段
によって選出を行うことができる。 （RI 細則 6.080.1.）
指名委員会手続による空席の補充（Filling Vacancy by Nominating Committee Procedure）

　指名委員会は、RI 細則 12.050.（委員会による指名）と 12.060.（委員会報告）に従って
既に選出した会長ノミニーを、繰り上げて指名することができる。このような場合、委員会会
長エレクトの役職のために改めてノミニーを選出しなければならない。 （RI 細則 6.080.2.）
空席を補充するに当たっての会長の任務（Presidential Duties in Filling Vacancies）

　会長エレクトに生じた空席を補充するための指名手続は、会長が決定するものとする。その
手続には、クラブに送付すべき委員会の報告およびクラブによる指名に関する規定が含まれて
いなければならない。その規定は、時間的に可能な限り、RI 細則 12.060.（委員会報告）、
12.070．（クラブによる追加指名）、12.080．（クラブによる追加指名に規定されていない不
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測の事態）に従ったものでなければならない。空席の生じた時期が国際大会に近すぎて、大会
に先立ち、委員会の報告を全クラブに郵送し、クラブが対抗候補者を指名する時間的余裕がな
い場合、事務総長は、可能な範囲内で委員会の報告に関する通知を行うものとし、また国際大
会の議場におけるクラブ代議員による対抗候補者の指名が許されるものとする。
 （RI 細則 6.080.3.）
就任直前の空席（Vacancy Immediately Preceding Assumption of Offi  ce）

　国際大会の閉会と、その直後の会長就任との間に生じた会長エレクトの空席は、7月 1日に
空位になっているものとみなし、RI 細則 6.070.（会長の空席）に従って補充するものとする。
 （RI 細則 6.080.4.）
空席に関する不測の事態（Contingencies Pertaining to Vacancies）

　RI 細則 6.080.（会長エレクトの空席）に規定されていないような不測の事態が起こった場合、
会長が、取るべき手続を決定するものとする。 （RI 細則 6.080.5.）

●会長指名委員会（Nominating Committee for President）（RI）
組織方法（How Constituted）

　会長指名委員会は、RI 理事指名のために設けられた 34のゾーンから選挙された 17名の委
員によって構成されるものとする。これらの委員は、以下のように選挙されるものとする。
（a） 偶数の年には、各奇数ゾーンが委員会の委員を選ぶものとする。
（b）  奇数の年には、各偶数ゾーンが委員会の委員を選ぶものとする。 （RI 細則 12.020.1.）
RIBI からの委員（Member from RIBI）

　ゾーン全体がRIBI 内にあるゾーン内の委員１名は、RIBI 審議会の定める方法および時期で
郵便投票を行い、選挙されるものとする。このような委員の氏名は、RIBI の幹事が事務総長に
対して書面で証するものとする。 （RI 細則 12.020.2.）
ゾーン内のクラブの会員（Member of Club in Zone）

　各委員は、本人が選挙されるゾーン内にあるクラブの会員でなければならない。
 （RI 細則 12.020.3.）
指名される資格がない人（Not Eligible for Nomination）

　会長、会長エレクト、元会長は、いずれも指名委員となる資格がないものとする。
 （RI 細則 12.020.4.）
資格要件（Qualifi cations）

　この指名委員会の委員はいずれもRI の元理事でなければならない。また、委員会委員の候補
者は、選挙の時点において、元理事でなければならない。ただし、指名委員会の委員として選
挙または任命することのできる元理事がゾーン内から得られない場合は、この限りでない。こ
のような場合、元ガバナーであっても、RI 細則第 17条（委員会）に規定する委員会の委員ま
たはロータリー財団管理委員を少なくとも１年以上務めたことのある者であれば、選挙または
任命することができるものとする。 （RI 細則 12.020.5.）
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●会長賞（Rotary Citation）
　この賞の目的は、組織の優先課題を支援する活動を追及するロータリークラブを表彰するこ
とである。
　会長賞の基準は、戦略計画の優先事項と目標に基づき、ロータリー財団の目標を含め、その
戦略計画の期間中は一貫していなければならない。
　各会長に別々のセクションがある。達成する賞は、達成年度に新設されたクラブが賞を達成
することを不当に排除されないように書かれていなければならない。
　会長賞の修正版は、インターアクトクラブおよびローターアクトクラブが利用できるもので
あること。電子証明書はローカルでの印刷あるいはクラブへの電子配布のためにガバナーに送
付される。 （ロータリー章典 43.010.）

●会長代理（president's representative）
　会長が欠席する場合に、地区大会に出席するよう会長より任命されたロータリアン。

●会長代理の経費（Expenses of President's Representative）
　地区大会に出席する会長代理夫妻の旅費は国際ロータリーによって支払われる。ただし、地
区大会出席中の会長代理と配偶者のホテル代およびその他の経費は、地区大会が負担するもの
とする。会長代理からRI 会長に大会報告書が提出されるまで、地区大会出席に関連して発生し
た会長代理の経費の口座は閉めないものとし、また、会長代理は、地区大会出席に関連した旅
費やその他の経費の最終的な支払いを受けないものとする。 （ロータリー章典 20.030.5.）

●会長代理の配偶者の役割（The Role of President's Representatives' Spouses）
　会長代理の配偶者には、会長代理が責務を果たすのを支えるという役割に加え、ロータリー
の理想とプログラムを推進する責務がある。配偶者の会合、社交行事、本会議などの大会活動
への参加が義務付けられている。 （ロータリー章典 20.030.3.）

●会長任命の拡大責任者（Presidential Extension Administrator）（PEA）
　RI が設定する目標を特に重視する地域において、RI 会長を補佐しながら拡大を推進する人。
ロータリーについての知識が豊富で、担当地域の地理、歴史、文化、言語に精通している人を
会長が任命する。主として中欧と東欧、ロータリークラブのない国のために任命されている。

●会長の強調事項（president's emphases）
　RI プログラム全般を支援し、RI 会長就任年度に強調される事項。クラブとロータリアンは、
強調事項に関連する奉仕活動を実施するよう奨励されている。
　「RI テーマ（RI Theme）」を参照。

●会長の空席（Vacancy in the Offi  ce of President）
　会長が空席となった場合は、副会長が会長の地位を継ぎ、その他の理事会のメンバーの中か
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ら新たに副会長を選任するものとする。新会長と新副会長の選出により欠員となった理事は、
RI 細則 5.080.（理事会メンバーの空席）に従って埋めるものとする。 （RI 細則 6.070.）
会長と副会長の同時空席（Simultaneous Vacancies in the Offi  ces of President and Vice-President）

　会長と副会長の両役職が同時に空席となった場合、理事会は、そのメンバー（会長エレクト
以外のメンバー）の中から新会長を選挙し、次に新会長が新副会長を選出するものとする。新
会長と新副会長の選出により欠員となった理事は、RI 細則 5.080.（理事会メンバーの空席）
に従って埋めるものとする。 （RI 細則 6.070.1.）

●会長ノミニー（President-Nominee）（クラブ）
　会長は就任する日の 18ヶ月前以上 2年以内に選挙し、選ばれたものは会長ノミニーを務め
るものとする。会長ノミニーは、会長として就任する前の年度の 7月 1日に会長エレクトの役
職を与えられるものとする。

●会長ノミニー（President-Nominee）（RI）
　RI の細則に従って構成された会長指名委員会（17名）により指名された人が、その年度の
国際大会で選挙されるまでを会長ノミニーという。選挙直後 7月 1日から就任までの 1年間会
長エレクトとして理事会のメンバーを務める。

●会費（Dues）
　すべてのクラブ会員は、クラブ細則の定める年会費を納入しなければならない。
 （標準クラブ定款第 14条）
　これに加え、各クラブは、地区会費と、半年ごと、あるいは理事会により定められたほかの
期日に、RI 人頭分担金をRI に納付するものとする。 （RI 定款第 11条）
人頭分担金（Per Capita Dues）

　各クラブは、そのクラブの会員の各々につき、次のようにRI に人頭分担金を支払うものとす
る。2016-17年度には半年ごとに米貨 28ドル、2017-18年度には半年ごとに米貨 30ドル、
2018-19年度には半年ごとに米貨 32ドル、2019-20年度以降には半年ごとに米貨 34ドル。
人頭分担金は、規定審議会によって改正されるまで変更されないものとする。
 （RI 細則 18.030.1.）
追加会費（Additional Dues）

　各クラブは各年度に、会員それぞれにつき、さらに米貨 1ドル、または次回に予定されてい
る審議会および決議審議会の予測経費を賄うに足ると理事会が決定した額をRI に支払わなけれ
ばならない。クラブがRI に支払うべき会費の最低額はないものとする、臨時審議会会合が招集
された場合、その費用のために、会合後のできるだけ早い時期に追加会費を支払うものとする。
この追加会費は、厳密に規定審議会に出席するクラブ代表議員の費用、および審議会のその他
の運営の費用に充てるために別個の資金として取っておくものとする。その方法については理
事会が定めるものとする。理事会は、この収支についてクラブに報告するものとする。
 （RI 細則 18.030.2.）
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会費の返還または減免（Return or Reduction of Dues）
　理事会は、会費の中の適正と思われる部分をクラブに返還することができる。所在地域が自
然災害または同類の災害により重大な被害を受けたクラブからの要請があった場合、理事会は、
そのクラブの人頭分担金を減免するか、支払の猶予を認めることができる。
 （RI 細則 18.030.3.）
RIBI の支払う会費（Dues Payable by RIBI）

　RIBI 内の各クラブは、RI の代行者としての、RIBI を通じてRI 細則 18.030.1（人頭分担金）
の規定する人頭分担金をRI に支払うものとする。RIBI は、RI 細則 18.030.1（人頭分担金）
に従って決定されたRI の人頭分担金の半分を保有し、その残りをRI に送金するものとする。
 （RI 細則 18.030.4.）
支払額の調整（Adjustment of Payments Due）

　ある国の通貨の平価が切り下げられて、その国のクラブが、RI に対する債務を支弁するため
に、自国通貨を過剰に支払わなければならなくなった場合、理事会はその国のクラブが支払う
金額を調整することができる。 （RI 細則 18.030.5.）

●会費の支払時期（Date of Payment）
人頭分担金の支払い期日

　毎年 7月 1日および 1月 1日、または理事会により定められたほかの期日を会費支払い期
日とし、RI 細則 18.030.1.（人頭分担金）に定められた基準に基づいて支払うものとする。た
だし、RI 細則 17.030.2．（追加会費）の下に支払う会費は、7月 1日または理事会により定
められたほかの期日を支払い期日とし、支払うものとする。 （RI 細則 18.040.1.）
比例人頭分担金（Prorated Dues）

　クラブ会員に選ばれた会員の各々につき、各クラブは、会費を支払う次の期間が始まるまで
比例人頭分担金を支払うものとする。会員となってから丸 1か月ごとに支払うべき額は、人頭
分担金の 12分の 1とする。しかし、比例分担金はRI 細則 4.030.（移籍ロータリアンまたは
元ロータリアン）に記載されている通り、移籍会員あるいは他クラブの元会員のためにクラブ
が支払うことはないものとする。比例人頭分担金は 7月 1日と 1月 1日または理事会により
定められたほかの期日に支払うものとする。この人頭分担金は、規定審議会だけが変更できる。
 （RI 細則 18.040.2.）
通貨（Currency）

　会費は米国通貨をもってRI に支払われるものとする。しかしながら、米国通貨をもって会費
を支払うことが不可能であるか、実際的でない場合は、理事会は、他の通貨による支払いを認
可することができる。理事会はまた、非常事態のため、そうすることが適切である場合は、会
費支払い時期の繰り延べを許容することができる。 （RI 細則 18.040.3.）
新クラブ（New Clubs）

　 クラブが、加盟が承認された日付後の、RI 細則 18.040.1.（人頭分担金の支払い期日）に
基づく人頭分担金の支払期日まで、会費支払いの義務を課せられないものとする。
 （RI 細則 18.040.4.）
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●カウンセラー（Counselor）
　地区研修・協議会とか、IM等の会合において、会員の質問に回答を与える人。通常は、ガバ
ナーかガバナー経験者、または有資格ロータリアンの中から指名する。

●学生交換計画（Student Exchange Program）
　国際青少年交換のこと。

●拡大（Extension）
　外部拡大の通称。新クラブを設立して、ロータリーを拡大する活動。各ガバナーは、RI 理事
会の全般的監督の下に地区内における新クラブの結成を監督する特別な任務を託されている。
無地区地域においては、RI 理事会の権限の下に遂行される。

●拡大アドバイザー（Extension Advisors）
　RI会長は、毎年、必要に応じて拡大アドバイザーを任命する。拡大アドバイザーは、ロータリー
の無い国と地域でロータリーを拡大していくことについての問題点を理事会に助言する。場合
によっては新クラブへの道を開く。拡大アドバイザーは担当地域および国の政府高官との連絡
調整に当たるものとする。

●拡大に関する一般方針（General Policy on Extension）
　クラブは、ロータリーのプログラムを推進し、ロータリーの目的を実現する媒体である。従っ
て、ロータリーが広大な影響力を最も発揮できるように、クラブの保持が成功しうると無理な
く見込むことのできる場合は、どこでも、いつでも世界中にクラブを進んで設立すべきである。

●学友（Alumni）
　「ロータリー学友」を参照。

●学友会（Alumni Associations）
　「ロータリー学友会」を参照。

●学友参加推進週間（Alumni Reconnect Week）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P733）

●瑕疵なき（good standing）
　RI 組織規定文書の中で、ロータリークラブ会員もしくはRI 加盟会員であるロータリークラ
ブに関して用いられている文言。ロータリアンまたはクラブが、クラブまたはRI における会員
としてのすべての義務を常に忠実に果たしていることを意味する。
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●家族（Family）
　すべてのロータリークラブとロータリアンは、諸活動を計画する際、ロータリークラブ会員
の配偶者と家族のことを考慮に入れるべきである。これらの配偶者と家族は、ロータリークラ
ブの奉仕目標に寄与することができる。

●家族と地域社会（Family and Community）
　世界中のロータリアン、クラブおよび地区は、奉仕プロジェクトや活動やイベントを通じ、
家族および社会に対する献身精神を示すことが奨励される。

●活気あるクラブとなるためのベストプラクティス（Best Practices for Vibrant Clubs）
　各クラブは、活気あるクラブとなるための独自のクラブリーダーシップ・プランを作るべき
である。元・現・次期クラブ役員は、クラブの長所やベストプラクティスを取り入れた独自のリー
ダーシップ・プランを、協力して作るべきである。これらのベストプラクティスには以下のも
のがある。
・ クラブに活気をもたらすための長期計画を立てる
・ ロータリークラブ・セントラルで、クラブの長期目標を支える年次目標を立てる
・ 会員の積極的な参加を促し、情報を伝えるためのクラブ協議会を開く
・ クラブ会長、理事会、委員会委員長、会員、地区ガバナー、ガバナー補佐、地区委員会が、
互いに、また、事務局と効果的にコミュニケーションを取る

・  5月末までに date@rotary.org に次年度のクラブ役員を報告する
・ 後継者の準備および未来のリーダーの育成を通じて、クラブの長期的な安定を図る
・ 現在のクラブの慣習を反映させて細則を修正する
・ 会員のための親睦行事を開き、友情を育む
・ 全会員がクラブのプロジェクトや役割に積極的に参加する
・ 定期的に一貫した研修を会員に提供する
・ クラブのニーズに基づく委員会を設置する

　クラブ目標を達成し、クラブの独自性を反映させるため、クラブのリーダーは毎年、慣習の
見直しを行うべきである。詳しくは「元気なクラブづくりのためのクラブリーダーシップ・プ
ラン」を参照。

●活動に関するクラブの自主性（Club Autonomy of Activities）
　クラブは、地元地域のニーズに応じて独自のプログラムを開発すべきである。クラブのため
に特定の奉仕プロジェクトやプログラムを提唱したり、指示したりすることは、RI のプログラ
ムの範囲内ではない。
　RI の基本原則は加盟クラブの実体のある自主性（自治権）にある。
　クラブに対する組織上や手続上の制限は、ロータリーの基本的で独自の特性を保つため、必
要最小限に保たれる。その条件の範囲内で、特にクラブレベルにおいては、RI 方針の解釈や実
施に於いて、最大限の柔軟性がある。 （ロータリー章典 8.010.）
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●家庭集会（Informal Meeting）
　かって「炉辺談話」（Fireside Meetings）、通称「炉辺会合」といわれた集いは、名称に「座
談会」「家庭集会」「情報集会」（Informed Group Meeting）などと変遷があり、現行では、
この言葉そのものが「手続要覧」には見られなくなった。一方、過去のロータリー出版物など
では、Informal（Discussion）Meeting という表現も出ている。実体として、クラブによっ
てさまざまな名称で集会が行われている。

●ガバナー（Governor）
　ガバナーはRI 理事会の一般的な監督の下に職務を行う、その地区におけるRI の役員である。
ガバナーは、地区内のクラブを啓発し、意欲を与えること、また、地区内の継続性を確保する
ことにより、地区内のクラブを指導し、支援する。
ガバナー候補者（Candidates for Governor）

　可能な限り最適の候補者を確保するために、ガバナーは、地区内のクラブからガバナーにふ
さわしい候補者を推薦するよう要請するものとする。ガバナー候補推薦の参考となるよう、ガ
バナーの身分、資格、任務に関する情報が全クラブに提供される。
身分（Status）

　ガバナーは地区のクラブによって指名され、RI 国際大会によって選挙されるRI 役員である。
7月 1日に就任し、1年間、または後任者が選挙され資格が確定するまで任務を継続する。
任務（Duties）

　地区ガバナーの任務は、「ガバナー要覧」（233）に掲載されている。この要覧は毎年改訂さ
れる。地区ガバナーは、ガバナーとしての任務の遂行に加え、ロータリーの倫理規範を順守す
るよう期待されている。

●ガバナーアドレス（Governor Address）
　ガバナープレゼンテーションのこと。

●ガバナーエレクト（Governor-elect）
　地区ガバナーノミニーが国際大会で選挙された後、7月 1日の就任までの間は、ガバナーエ
レクトとか次期ガバナーと呼ばれる。

●ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）への出席義務
　　（Governor-elect Mandatory Attendance at GETS）
　ガバナーエレクトはガバナーエレクト研修セミナー（GETS）への出席が義務付けられるも
のとする。ガバナーエレクトは自分が選出され、就任することになるゾーンのGETSへの出席
が義務づけられる。招集者は、やむを得ない事情を考慮したうえでGETSへの出席を免除する
ことができる。この場合、ガバナーエレクトは事務総長が提供する代わりの研修に出席するこ
とが条件とされる。 （ロータリー章典 19.040.4.）
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●ガバナーエレクトの国際協議会への出席
　　（Attendance of Governor-elect at International Assembly）
　ガバナーエレクトは国際協議会に出席することが義務付けられている。各ガバナーが、地区
におけるRI の役員として効果的に行動し、クラブへの指導、指揮、助言を行うためには、この
研修が不可欠である。
　ガバナー就任に必要な準備としてガバナーエレクトがガバナーエレクト研修セミナーと国際
協議会に出席しなければならないことを、各ガバナーは、ガバナー候補者全員および地区内の
全クラブに対して強調するものとする。ガバナー候補者が両会合に全期間出席でき、かつ実際
に出席するのでなければ、指名は認められない。RI 会長エレクトは、理事会に成り代わり、や
むを得ない事情を考慮した上で出席を免除できる。ただし、この場合、ガバナーエレクトは事
務総長が提供する代替研修に出席することが条件とされる。

●ガバナーエレクトの責務（Governor-elect Responsibilities）
　ガバナーエレクトの責務は「ガバナー要覧」（233）に掲載されている。ガバナーエレクトは、
また以下の会合の責任者となる。
　　・会長エレクト研修セミナー（PETS）
　　・地区研修・協議会
　　・地区チーム研修セミナー
　　・地区会員増強セミナー
　これらの会合に関する詳細は、各会合を参照。

●ガバナーエレクトのそのほかの準備（Governor-elect Other Preparation）
　ガバナーエレクトには、就任の前年度に、ガバナーから以下が与えられるべきである。
１） 地区の各種委員会または地区組織に関連した特定の任務
２）  ガバナーエレクトを参加者として指定していないすべての地区会合にオブザーバーとし

て出席するための招請
３）  地区大会プログラムに参加するための何らかの任務
　ガバナーは、地区の会合やコミュニケーションにガバナーエレクトを含めるべきである。
また、指導の継続性を図るため、ガバナーエレクトがガバナー就任年度の準備をするにあたっ
て、地区の元リーダーに紹介すべきである。

●ガバナーエレクトのためのゾーンレベルの研修
　　（Zone Level Governor-elect Training）
　RI 理事会は、ロータリー研究会に付随するであろう、理事会とロータリー財団管理委員会が
承認した議題を盛り込んだ「ガバナーエレクト研修セミナー」（GETS）と称されるゾーンレベ
ルでの２日間のガバナーエレクト研修プログラムを採択した。
　委員会招集者は、国際ロータリーのガバナーエレクト研修セミナー（GETS）のカリキュラ
ムに基づき、国際協議会に出席する前にガバナーエレクトがセミナーにおいて十分な研修を受
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けることができるよう保証することとする。
　以下の議題が扱われる。
１．役割と責務
２．地区の組織構成
３．会員増強
４．効果的な指導者の育成
５．公共イメージ（ブランドとロータリー標章の方針を含む）
６．ロータリー財団
７．ロータリーからの支援
８．国際協議会の予備知識

　委員会招集者はまた、それぞれの議題が十分に討議されるよう時間配分を適切に行うことと
する。加えて、GETSでは地区のロータリー財団のコーディネーター、ロータリーコーディネー
ター、ロータリー公共イメージコーディネーターによるプレゼンテーションを通じて彼らの役
割や地区へのサポート体制の説明を行うこととする。“ロータリーからの支援”のセッションは、
RI の職員が行うべきである。 （ロータリー章典 19.040.3.）

●ガバナーエレクトの地区大会への出席
　　（Governor-elect Attendance at District Conference）
　ガバナーエレクトは、就任年度に先立つ年度に他地区の地区大会を訪れ、自地区の大会を改
善し充実させるために役立つと思われる手続きや特徴を観察し評価するよう奨励されている。
また、ガバナーは、自地区の地区大会へ他地区のガバナーエレクトを招待するよう奨励されて
いる。 （ロータリー章典 19.040.10.）

●ガバナーエレクトの任務（Assignments to the Governor-elect）
　ガバナーは、ガバナーエレクトに以下を提供するものとする。
１． 地区委員会または地区組織に関連した具体的責務。
２．  ガバナーエレクトを参加者として指定していない会合を含め、すべての地区会合にオブ

ザーバーとして出席するための招請。
３．地区大会のプログラムへの参加するための任務。 （ロータリー章典 19.040.9.）

●ガバナーおよびガバナーエレクトの空席：研修
　　（Vacancies in the Offi  ce of Governor or Governor-elect : Training）
　次の方針は、ガバナーまたはガバナーエレクトの空席の補充について規定するものである。
１．  国際協議会前に 2期目の就任に選ばれた元ガバナーは、RI の費用で国際協議会に出席

するよう招請される。
２．  国際協議会の後受理されるガバナー職の空席を補充するために選出された元ガバナー

は、事務総長の決定に従い、RI の費用で集中研修を受けるものとする。
 （ロータリー章典 19.050.）
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●ガバナーおよび理事に対する加盟終結の通知
　　（Notice of Termination to Governors and Directors）
　地区ガバナーには、納入義務金未払いにより加盟が終結された地区内のクラブのリストが通
知され、国際ロータリーの理事にもゾーン内の、納入義務金未払いにより加盟が終結されたク
ラブのリストが通知される。 （ロータリー章典 9.020.4.）

●ガバナー会（Governor's Meeting）
　1967年に日本ロータリー連絡委員会規定が定められて以来、名称と規約の変更を重ねて今
日に至っている。第 1、第 2、第 3ゾーンのガバナーをメンバーとし、議長は慣例で毎年東京
2地区のガバナーが交互に選出される。顧問として、日本選出の現、元RI 理事数名。ガバナー
会の運営は全国ロータリアン一人あたり年額 200円の拠出金で賄われている。ガバナー間の連
絡とロータリー諸活動の情報交換を主目的とし、定例会議は年 3回開催される。日韓およびア
ジア親善会議など諸会合の連絡の窓口ともなっている。

職員：常勤 1名
勤務時間：月～金　午前 9時半～午後 5時半
TEL 03-3433-6497   FAX 03-3433-7395

●ガバナー月信（Governor's Monthly Communication）
　ガバナーは、地区内の各クラブ会長およびクラブ幹事と、少なくとも月に 1度、連絡を取る
義務がある。ガバナーによるこの月信は、クラブのリーダーに地区やRI に関するニュースやお
知らせを伝える主な手段となるため、重要なものである。月信は、電子ニュースレター、ビデ
オメッセージ、地区ウェブサイトのリンクをＥメールで送るなど、さまざまな形で発信できる。
また、この月信は、ガバナー補佐、パストガバナー、インターアクトクラブ、ローターアクト
クラブ、クラブ、地区支援室職員も回覧できるようにすべきである。月信で、以下のことを行
うべきである。
・ ロータリー戦略計画など、ロータリーに関する重要な情報をロータリーリーダーに伝える
・ 地区目標を掲載する
・ 地区行事に関連した各期日を掲載する
・  RI、ロータリー財団、プログラムに関する情報を含める
・ 具体的なクラブの活動（新クラブの加盟、新会員の入会など）を紹介する
・ 「元気なクラブづくりのために：クラブリーダーシップ・プラン」（245）に掲載されたベ
ストプラクティスを奨励する

・  www.rotary.org の最新のニュースを読むよう、クラブリーダーに勧める
・ クラブ目標に向けた活動、今後の行事や特別月間、週間の計画、RI と地区の取り組みの推進、
他クラブとの協力を行うよう、クラブのリーダーの意欲を喚起する

・ 奉仕や寄付増進に貢献した委員会、会員、クラブ、地区のプログラムを紹介する
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●ガバナー公式訪問（Governor's Offi  cial Visit）
　ガバナー公式訪問は、ガバナー自身が地区内の各ロータリークラブを、個々のクラブまたは
複数のクラブのグループとして、以下のような目的をもって訪問するものである。
・ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を持たせる
・弱体クラブ、あるいは問題を抱えたクラブに特別な関心を払う
・奉仕活動参加へのロータリアンの意欲をかきたてる
・クラブの定款と細則が、ロータリーの組織規定を順守していることを確認する
・顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、ガバナー自ら表彰する

　ガバナーあるいはガバナー補佐は、公式訪問の際にクラブ目標への進展状態を確認すべきで
ある。訪問は、ガバナー出席の効果が最も高まるよう、加盟認証状伝達式、入会式、新会員オ
リエンテーション・プログラム、表彰式、特別プログラム、ロータリー財団行事、都市連合会
合などの行事とあわせて行うべきである。多クラブ合同、あるいは都市連合会会合においては、
ホストクラブに限らず、全参加クラブを挙げての出席を強調すべきである。ガバナーはまた、
地区がクラブをより効果的に支援する方法について、クラブからの意見を求めるべきである。

●ガバナー候補者（Candidates for Governor）
　可能な限り最適の候補者を得るために、ガバナーは、所管地区内のクラブからガバナーにふ
さわしい候補者を推薦するよう要請するものとする。ガバナー候補者推薦の参考となるよう、
ガバナーの身分、資格、任務に関する情報が全クラブに提供される。
身分（Status）

　ガバナーは地区のクラブによって指名され、RI 国際大会によって選挙されるRI 役員である。
7月 1日に就任し、1年間、または後任者が選挙され資格が確定するまで任務を継続する。
資格（Qualifi cations）

　ガバナーノミニーの資格に加え、ガバナーは、就任の時点で、一つまたは複数のクラブで通
算 7年以上会員であり、ガバナーエレクト研修セミナーおよび国際協議会に出席していなけれ
ばならない。
任務（Duties）

　地区ガバナーの任務は、「ガバナー要覧」に記載されている。この要覧は、毎年改正される。
地区ガバナーは、ガバナーとしての任務の遂行に加え、ロータリーの倫理規範を順守するよう
期待されている。

●ガバナーの解任（Removal from Offi  ce）
　ガバナーがその任務と責任を忠実に遂行しなかったと会長が信じる十分な理由があるときに
は、会長は、ガバナーをその職から解任することができる。このような場合、会長は当該ガバナー
にその旨通告し当該ガバナーに対して、解任を不当と思うなら、30日以内に釈明するよう勧
告するものとする。30日以内に、当該ガバナーが、会長を納得させるだけの十分な理由を提
出できなかったときは、会長がガバナーを解任できる。RI 細則 16.11.（解任）の下に解任さ
れたガバナーは、パストガバナーとみなされない。 （RI 細則 16.110.）
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●ガバナーの記録および書類（Records and Files of Governor）
　退任するガバナーは、ガバナーエレクトに対し、地区内ロータリーに最も貢献できるような
方法でガバナーの任務を遂行するのに役立つ情報をすべて引き渡すよう期待されている。退任
するガバナーは、代々相伝の地区記録を全部ガバナーエレクトに引き渡すものとする。

●ガバナーの空席（Vacancy in the Offi  ce of Governor）
副ガバナー（Vice-Governor）

　ガバナー指名委員会は、ガバナーエレクトが提案した 1名のパストガバナーを、選出の翌年
度に任期を務める副ガバナーに選出できる。副ガバナーの役割は、ガバナーが一時的あるいは
恒久的にガバナーとしての任務の続行が不可能となった場合に、ガバナーの後任となることで
ある。指名委員会によって選出が行われなかった場合には、ガバナーエレクトが 1名のパスト
ガバナーを副ガバナーとして選出できる。 （ロータリー章典 6.120.1.）
理事と会長の権限（Authority of Board and President）

　副ガバナーがいない場合、理事会は、残存任期中ガバナーの空席を埋めるために、資格条件
を備えたロータリアンを選挙する権限を有するものとする。会長は、理事会によってその空席
が補充されるまで資格条件を備えたロータリアンを、アクティングガバナー（臨時のガバナー）
として任命することができる。 （RI 細則 6.120.2.）
ガバナーの一時的任務遂行不能（Temporary Inability to Perform Duties of Governor）

　副ガバナーがおらず、ガバナーが一時的にその任務を執り行うことができない場合、会長は
資格条件を備えたロータリアンをアクティングガバナー（臨時のガバナー）として任命するこ
とができる。 （RI 細則 6.120.3.）

●ガバナーのクラブ会員報告に対する責任
　ガバナーは、クラブが遅滞なく国際ロータリーに会員情報の最新版を送付するよう、地区内
のクラブ幹事を指導する。 （ロータリー章典 19.010.5.）

●ガバナーの資格条件（Qualifi cations of a Governor）
　理事会によって特に許可されない限り、ガバナーは、就任の時点で、国際協議会に全期間を
通して出席していて、１つまたは複数のロータリークラブで通算 7年以上会員であり、さらに、
RI 細則 16.070（ガバナーノミニーの資格条件）に述べる資格条件を、引き続き保持していな
ければならない。 （RI 細則 16.080.）

●ガバナーの指名手続（Nominating Procedure for Governor）
ガバナーノミニーの選出方法（Method 0f Selection of Governor-Nominee）

　RIBI 内の地区を除き、地区は、ここに規定されている指名委員会の手続、或いはRI 細則
14.030.（郵便投票によるガバナーの選出）および 14.040.（郵便投票の書式）に規定されて
いる郵便投票、あるいはその代わりに、RI 細則 14.020.13.（地区大会において投票でガバナー
ノミニーを選ぶ場合）に規定されている地区大会のいずれかの方法によって、ガバナーノミニー
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を選出するものとする。その選択は、出席し、投票しているクラブの選挙人の過半数票によっ
て地区大会で採択された決議案によって決定されるものとする。 （RI 細則 14.020.1.）
ガバナーの指名委員会（Nominating Committee for Governor）

　ガバナーノミニーの選出に指名委員会の手続を採用する地区においては、指名委員会は、ガ
バナーノミニーとして求めうる最上の候補者を探し出し、推薦する任務を負うものとする。指
名委員選出方法を含む指名委員会の職務権限は、地区大会に出席し、投票するクラブ選挙人が
採択した決議により決定される。ただし、このような職務権限は、RI細則と矛盾してはならない。
 （RI 細則 14.020.2.）
指名委員会手続を採用できなかった場合（Failure to Adopt Nominating Committee Procedure）

　ガバナーノミニーの選出のために指名委員会の手続を採用したにもかかわらず、指名委員を
RI 細則 14.020.2.（ガバナーの指名委員会）に定める通りに選出できなかった地区は、現在も
当該地区内のクラブ会員である最近の 5人のパストガバナーを指名委員として雇用するものと
する。このように構成された委員会は、RI 細則 14.020.（ガバナーの指名手続）に従ってその
務めを果たすものとする。このようなパストガバナーが 5名いない場合、RI 会長が、委員の数
を 5人とするために、その地区の適任者を指名委員に任命するものとする。
 （RI 細則 14.020.3.）
クラブからガバナーノミニーを推薦（Suggestions by Clubs for Governor）

　指名委員会の手続によって、または、地区大会においてガバナーノミニーを選出する地区に
おいては、ガバナーは、クラブに対して、ガバナー候補者の推薦を提出するよう要請するもの
とする。指名委員会の手続が使われる場合、ガバナーが定め、通知した期日までに指名委員会
で受理されたクラブからのガバナー候補者の推薦が審議されるものとする。この通知は、推薦
書が指名委員会に受理される期日の少なくとも２カ月前に地区内クラブに送付されるものとす
る。その通知には、推薦書の送付先が記載されているものとする。この推薦は、候補者を推薦
するクラブの例会で採択された決議という形式で提出されるものとする。この決議は、クラブ
幹事によって正式に証明されるものとする。クラブは、自クラブに所属する会員を１名だけガ
バナーノミニーに推薦できる。 （RI 細則 14.020.4.）
委員会による最適任のロータリアンの指名（Nomination by Committee of Best Qualifi ed Rotarian）

　ガバナー指名委員会がその選出を行うに当たっては、その選出の範囲は地区内クラブによっ
て推薦された候補者に限定されるものではない。しかし、ガバナー職の任務を遂行するのに得
られる限りの最適任の候補者を指名するものとする。 （RI 細則 14.020.5.）
氏名の公表（Notifi cation of Nomination）

　指名委員会の委員長は、指名委員会の閉会後 24時間以内に、選出した候補者をガバナーに
報告する。ガバナーは、次に、指名委員会委員長から通知を受けてから 72時間以内に、その
ノミニーの氏名と所属クラブを地区内クラブに公表するものとする。この公表は、書簡、Ｅメー
ル、またはファックスのいずれかの方法でガバナーから地区のクラブに送られるものとする。
 （RI 細則 14.020.6.）
委員会がノミニーを選出できなかった場合（Committee Inability to Select Nominee）

　指名委員会が候補者選出において合意に達することができない場合、RI 細則 14.040.（郵便
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投票の書式）に規定されているように、郵便投票でガバナーノミニーを選挙するものとする。
あるいは、指名委員会に推薦されている候補者の中からRI 細則 16.050.（地区大会および地
区立法案検討会での投票）に従って地区大会でガバナーノミニーを選ぶものとする。
 （RI 細則 14.020.7.）
対抗候補者（Challenging Candidates）

　当該年度の初めの時点で設立から少なくとも１年が経過している地区内クラブは、前にクラ
ブがガバナー指名委員会に対してガバナーノミニーの候補者を推薦した場合に限り、その候補
者を対抗候補者として推薦することができる。年度初めの時点で設立からまだ１年が経過して
いないクラブは、対抗候補者が自クラブの会員であることを条件に、対抗候補者を推薦するこ
とができる。また、対抗候補者は、既に指名委員会に対して正式に推薦されている者でなけれ
ばならない。対抗候補者の氏名は、クラブ例会で採択された決議に従って提出されるものとする。
クラブは、ガバナーの定める期日までに、決議をガバナーに提出しなければならない。その期
日は、ガバナーによるガバナーノミニー選出公表から 14日以内とする。 （RI 細則 14.020.8.）
対抗候補者の支持（Concurrence to Challenges ）

　前記のように対抗候補者が推薦された場合、ガバナーは、RI 所定の書式によって全クラブに
対抗候補者の氏名を通知する。ガバナーは、この対抗を支持するかどうかクラブに尋ねるもの
とする。対抗者を支持する場合、クラブは、例会で採択したクラブ決議を提出しなければなら
ない。この決議書は、ガバナーの定める日までに、ガバナーに提出しなければならない。地区
内の少なくとも他の 10のクラブ（当該年度の初めの時点で設立から少なくとも１年が経過し
ているクラブ）、もしくは当該年度初めにおけるクラブ（当該年度の初めの時点で設立から少な
くとも１年が経過しているクラブ）総数の 20％の、いずれか多い方の数の指示を得た対抗候
補者で、クラブの決議書がガバナーによって定められた通り、クラブ細則に従いクラブ例会で
採択されたものである場合のみが有効とみなされる。クラブは、対抗候補者を１名のみ支持す
るものとする。 （RI 細則 14.020.9.）
対抗候補者がいない場合（Absence of Challenging Candidate）

　定められた期限までにそのような対抗候補者の氏名を受理しなかった場合には、ガバナーは
地区指名委員会の選んだ候補者をガバナーノミニーと宣言するものとし、締め切り期限より
15日以内に地区内全クラブにその旨宣言するものとする。 （RI 細則 14.020.10.）
対抗候補者の指名（Challenging Nominations）

　定められた期限までに有効な対抗候補者の指名を地区内のクラブからガバナーが受け取った
場合、ガバナーはその期限から７日以内に、地区内の全クラブにその旨を通達するものとする。
この対抗候補者の指名がガバナーの定める日まで有効であるなら、この通達には、各対抗候補
者の氏名とその資格条件、および対抗候補者を出したクラブとこれに同意しているクラブの名
前が含まれ、候補者について郵便投票または地区大会で選ばれる旨明記されるものとする。
 （RI 細則 14.020.11.）
対抗候補者の指名が有効でない場合（Lack of Valid Challenging Nomination）

　有効な対抗候補者の指名を受け取らなかった場合、ガバナーは地区指名委員会の選んだ候補
者をガバナーノミニーと宣言する。ガバナーは、15日以内にこのノミニーを地区内全クラブ



－ 90 －－ 90 －

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

ア

カ

に通達するものとする。 （RI 細則 14.020.12.）
地区大会において投票でガバナーノミニーを選ぶ場合
　（Ballot at District Conference for Election of Governor-nominee）

　地区大会における投票は、できるだけ郵便投票の規定に沿うことになる。2票以上の投票権
を有するクラブの票は、そのようなクラブから無効票であると考えられる票が無い限り、すべ
て同じ候補者に投じられるものとし、そうでない場合は、そのクラブが投じた票は無効とみな
されるものとする。各クラブは、そのクラブのすべての票を投じる選挙人を一人指定するもの
とする。 （RI 細則 14.020.13.）

●ガバナーの任務（Duties of Governor）
　ガバナーは、その地区において、理事会の一般的な指揮、監督の下に職務を行うRI の役員で
ある。ガバナーは地区内のクラブに対する指導および監督を行うことで、ロータリーの目的を
推進する任務を課せられている。ガバナーは、地区およびクラブの指導者と協力し、理事会の
提唱する地区リーダーシップ・プランへの参加を奨励すべきである。ガバナーは、地区内のク
ラブを啓発し、意欲を与えるものとする。さらにガバナーは、効果的なクラブを育成するために、
元、現任、次期地区指導者と協力して、地区内に継続性を確保するものとする。ガバナーは、
地区内において次の事項の責務を負うものとする。
（ａ） 新クラブの結成。
（ｂ） 既存クラブの強化助成。
（ｃ）  地区指導者およびクラブ会長と協力し、地区内各クラブのために現実的な会員増強目標

を設定して、会員増強を推進すること。
（ｄ）  プログラムへの参加と寄付に関してロータリー財団を支援すること。
（ｅ） クラブ間およびクラブとRI の間の良好な関係を促進すること。
（ｆ）  地区大会を計画、主宰すること、会長エレクト研修セミナーおよび地区研修・協議会の

計画・準備にあたるガバナーエレクトに協力すること。
（ｇ）  年度を通じて個々のクラブの例会あるいは複数クラブ合同の例会への公式訪問を行うこ

と。その際には、以下の目的を果たすため、できる限りガバナーの出席が最大限の成果
を生むような機会を選ぶ。

１．ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を持たせる。
２．弱体および問題のあるクラブに特別な関心を払う。
３．ロータリアンの意欲をかきたて奉仕活動に参加させる。
４．クラブの定款および細則が、組織規定を順守していることを確認する。規定審議会開

催後は、特にこれを行う。
５．顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、ガバナー自ら表彰する。

（ｈ） 地区内の各クラブの会長、幹事に対して月信を発行すること。
（ｉ） 会長または理事会の要請があれば、速やかにRI に報告を提出すること。
（ｊ）  ガバナーエレクトに対して、選出後できる限り早く、国際協議会の前に、クラブの状況

について詳細な情報を提供し、併せてクラブ強化策を提案すること。
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（ｋ）  地区における指名および 選挙が、RI 定款と細則、および既定のRI の方針に則って確実
に実施されるよう計らうこと。

（ｌ） 地区内で運営されているロータリアンのグループ（友情交換、国際共同委員会、世界ネッ
トワーク活動グループなど）の活動について定期的に尋ねること。

（ｍ） 地区で保存すべき文書をガバナーエレクトに引き継ぐこと。
（ｎ） RI 役員としての職責に属するその他の任務を遂行すること。 （RI 細則 16.090.）

●ガバナーノミニー・デジグネート（Governor-Nominee-Designate）
　地区は、ノミニーを、ガバナーとして就任する日の直前 24カ月以上 36カ月以内に選出す
るものとする。選出されたロータリアンは、「ガバナーノミニー・デジグネート」の肩書を担う
ものとする。ガバナー就任 2年前の 7月 1日よりガバナーノミニーの肩書を担うものとする。

●ガバナーノミニーの拒否または一時保留
　　（Rejection or Suspension of Governor-nominee）
資格条件に欠ける場合（Failure to Meet Qualifi cations）

　所定の資格条件に欠けるガバナーノミニーの指名は拒否されるものとし、事務総長はこれを
選挙のため国際大会に提出しないものとする。 （RI 細則 14.060.1.）
指名の一時保留（Suspension of Nomination）

　ガバナーノミニーから署名のある声明書を受理したにもかかわらず、そのノミニーが細則に
定める任務と責任を十分に果たすことができないと信じる理由が理事会にあれば、理事会はそ
の指名を一時保留することができる。保留の旨をガバナーとそのノミニーに通告しなければな
らない。ノミニーは、ガバナーとしての任務と責任を取り、忠実にこれを遂行できることに言
及した申し立てを、ガバナーと事務総長を通じて、理事会に提出する機会を与えられるものと
する。かかる申し立てを含め、すべての関連事項を審議したうえで、理事会は 3分の 2の多数
をもってそのノミニーの指名を拒否するか、あるいは保留を解除するものとする。
 （RI 細則 14.060.2.）
ノミニーを拒否（Rejection of Nominee）

　ノミニーの指名が理事会によって拒否された場合は、事務総長は関係地区のガバナーにその
旨通告するものとする。事務総長は、その拒否の理由を述べ、ガバナーはこれを当該ノミニー
に通告するものとする。そこで時間が許すならば、ガバナーは、細則の規定に従い、ガバナー
ノミニーをもう１度選ぶために郵便投票を実施しなければならない。地区がガバナーノミニー
として理事会の満足するような適任者を選出することができなかった場合は、ノミニーはRI 細
則 14.070.（特別選挙）の規定に従って選出されるものとする。 （RI 細則 14.060.3.）

●ガバナーノミニーの研修
　ロータリー研究会の招集者は、ゾーン内のガバナーノミニーに特有のニーズに応え、地区内
の指導者の継続性を保つため、ガバナーノミニーの研修を提供することができる。このような
研修はロータリーによって弁済されず、またガバナーエレクトを対象とした研修と重複しない
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ようにする。 （ロータリー章典 19.020.1.）

●ガバナーノミニーの資格条件（Qualifi cations of Governor-Nominee）
　理事会によって特に許可されない限り、選出の時点で、次の資格条件に適っていなければガ
バナーノミニーに選ばれることはない。 （RI 細則 16.070.）
瑕疵なきロータリアン（Rotarian in Good Standing）

　本人が地区内の機能しているクラブの瑕疵なき会員であることを要する。
 （RI 細則 16.070.1.）
完全に会員資格を有する者（Rotarian Maintaining Full Qualifi cations of Membership）

　会員規定の厳格な適用に照らして、完全に会員資格を有する者でなければならない。そして
その職業分類の正当性が疑問の余地のないものでなければならない。 （RI 細則 16.070.2.）
クラブの元会長であること（Rotarian's Qualifi cation as Past President of Club）

　クラブ会長を全期務めたことのある者、または加盟認証日から 6月 30日までの全期間を通
じてクラブの創立会長を務めたことのある者でなければならない。ただし、この期間は最低６
カ月間とする。 （RI 細則 16.070.3.）
ガバナーの任務を遂行できる能力（Rotarian's Ability to Fulfi ll Duties of Governor）

　RI 細則 16.090.（ガバナーの任務）に規定するガバナーの任務と責任を果たす意思があり、
身体的にもその他においてもこれを果たすことができる者でなければならない。
 （RI 細則 16.070.4.）
資格条件を満たしていることを証明（Rotarian's Certifi cation of Qualifi cations）

　ロータリアンは、細則に定められているガバナーの資格条件、任務および責任を熟知してい
ることを示し、事務総長を通じてRI に、細則に列記されたガバナーの資格条件、任務および責
任を明確に理解している旨の声明書に書名して提出しなければならない。この声明書は、ガバ
ナーとしての資格条件を備えており、ガバナーの任務と責任を引き受け、これを忠実に果たす
意思を持ち、それができる状態にあるということを明記するものとする。（RI 細則（16.070.5.）

●ガバナーノミニーの証明（Certifi cation of Governor-nominee）
　ガバナーは、ノミニーの宣言後 10日以内に、ガバナーノミニーの指名を事務総長に対して
書式で証するものとする。 （RI 細則 14.050.）

●ガバナーノミニーの責務（Responsibilities of Governor-Nominee）
　RI の次期役員として、ガバナーノミニーは以下を行うべきである。
１． ガバナーの役割への準備を始める。
２．  効果的なクラブを支援するため、地区の元指導者、現指導者、次期指導者と協力し、継

続性を図る。
３．  直前ガバナー、ガバナー、ガバナーエレクトから提供される情報資料をもとに、さらに

RI リソースを利用し、ロータリー公共イメージ、会員、ロータリー財団、地区行事お
よびRI プログラムを含めて地区の強みと弱みの分析を始める。
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４．  地区組織（地区リーダーシップ・プラン）とクラブ管理運営の枠組み（クラブリーダー
シップ・プラン）を見直す。

５． 可能な場合、すべての地区会合に出席する。
６．  地区ガバナーまたは地区ガバナーエレクトの提案を受け、地区委員会やその他の活動に

参加する。
７．  提供される場合は地区ガバナーノミニーの研修に出席し、そうでない場合には可能な限

りその他の研修に参加する。
８． 指導力育成の研修に出席する。
９． 自らのガバナー就任年度の地区大会の開催地を選定する。
10． 自分の地区チームに奉仕してくれるロータリアンを検討する。
 （ロータリー章典 19.020.）

●ガバナーノミニーの選出（Selection of a Governor-nominee）
ガバナーノミニーの選出（Selection of Governor-nominee）

　地区内クラブによるガバナーノミニーの選出は、ロータリーの基本原則に適った品位と責任
ある方法で行わなければならない。地区は、ガバナーとして最適な人物を探し、指名すべきで
ある。地区指名委員会は、クラブおよび指名委員会の両方から推挙された全ガバナー候補者の
面接を行うよう奨励されている。各ガバナーノミニー候補者の面接は、少なくとも次のニーズ
を満たすべきである。
ａ）  RI 細則 16.070.（ガバナーノミニーの資格条件）および 16.080.（ガバナーの資格条件）

に従い、各候補者が指名の正式な条件を満たしていることを確認する。
ｂ）  知識、経験、時間とそれらを満たすように要求される財源を含めて、ガバナーの具体的

な任務を明確化する。
ｃ）  各候補者の資格と適正を総合的に考慮に入れる。
ｄ）  各候補者のビジョン（理念）と目標を共有できるようにする。
郵便投票によるガバナーノミニーの選出
（Selection of Governor-nominee through Ballot-by-Mail Procedure）
　ガバナー選挙の郵便投票用紙に添付される略歴には、以下の内容を含めるものとする。
１． 候補者の氏名、ロータリークラブの名称と所在地、ロータリアンとなってからの年数、

職業分類または元の職業分類、現在または元の会社の名称、現在または元の会社におけ
る役職、過去５年間に出席した地区やゾーンの会合、ロータリーにおける（選挙または
任命による）現在の役職や任務、ロータリーにおける（選挙または任命による）元の役
職や任務。

２． 候補者が従事してきた特別のロータリー奉仕および／または特定のロータリー活動。
 例えば、候補者がロータリーを推進するために行ってきたこと。
３． 事業および専門職務活動において与えられた最も意義ある表彰または業績。
４． 市民としての公共活動において与えられた最も意義ある表彰または業績。
新地区内におけるガバナーノミニーの選出（Selection of Gover-nominee in New District）
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　既存地区内のクラブが新地区に再編された場合、新地区は、適切であれば、新地区の実効日
に先立ち、再編以前に当該クラブが使っていたこの手続きでガバナーノミニーを選出するもの
とする。このような手続きが実際的でない場合、RI 理事会を代行するRI 会長が郵便投票の実
施を承認し、1名のガバナーを指定してその任に当たらせるものとする。新地区が実効となっ
た後、地区内クラブは最初の地区大会においてその後のガバナーノミニーの選出手続きを採択
するものとする。 （ロータリー章典 19.030.）

●ガバナーノミニーの任務（Duties of Governor-Nominee）
　ガバナーとガバナーエレクトは、ガバナーノミニーに以下の機会を提供しなければならない。
１．地区委員会または地区組織に関連した具体的責務または任務を要請する。
２．地区会合のすべてまたはいずれかにオブザーバーとして出席する。
３．オブザーバーとして運営委員会に参加する。
４．地区の戦略計画立案の全過程と地区内の長期的な任命に関与する。
５．地区青少年交換委員会の職権上の委員を務める。

●ガバナーの身分（Status of Governor）
　ガバナーは所管地区のクラブによって指名され、RI 国際大会によって選挙されるRI 役員で
ある。7月 1日に就任し、1カ年間または後任者が選挙され、資格が確定するまでその任にと
どまるものとする。

●ガバナーの倫理規範（District Governor Code of Ethics）
１．  ガバナーは、ロータリーの職務に従事する際、適用される法律および規定を順守する。

さらに私生活において行動する際にも、ガバナーは、ロータリーの好ましいイメージを
維持し、守るために、適用法を厳守する。

２．  ガバナーはRI の定款および細則の規定を順守する。
３．  ガバナーは、「ロータリー章典」に文書化されている通り、RI 理事会の定めた規定を遵

守する。
４．  ガバナーは、ロータリアンの利益とRI の目的にために奉仕する。ガバナーは、地区の

利益を最優先し、いかなる不適切な行動も避ける。
５．  ガバナーは、その役職を個人的な威信や利益、または家族の利益のために利用しない。
６． ガバナーは、当地区への義務を勤勉に履行するにあたり、細心の注意を払う。
７． ガバナーは、関係者すべてに公平であるように行動する。
８．  ガバナーは、財務情報の透明性を推進し、財務管理に関して地元と国の適用法を必ず順

守する。
９．  ガバナーは、極秘情報の公表、連絡、使用を禁止および制限する。ガバナーはこの情報

を決して個人目的のためではなく意図された目的だけのために使用し、不慮の暴露に対
して最新の注意を払うべきである。

10. ガバナーは、ロータリーの経費支払の方針を順守する。 （ロータリー章典 19.010.1.）
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●ガバナー補佐（Assistant Governor）
　ガバナー補佐はガバナーエレクトにより任命され、指定されたクラブの運営に関してガバナー
を補佐する責務を担う。ガバナー補佐は、次のような責任がある。
ａ）  次期クラブ会長と会い、毎年クラブリーダーシップ・プランの推進、実施、見直しを行い、

クラブの目標について協議し、章典の第 2.010.1.「機能の喪失」について再吟味する。
ｂ）  各クラブがロータリークラブ・セントラルに目標を入力し、監視することを奨励する。
ｃ）  定期的に各クラブを訪問し、クラブの活動やリソース、機会について協議を行う。
ｄ）  ガバナーの公式訪問のスケジュール作成や計画作成においてクラブリーダーをサポート

し、ガバナーの公式訪問に関連した各クラブ協議会に出席する。
ｅ）  地区の目標設定を支援する。
ｆ）  クラブの進捗について常にガバナーに知らせる。
ｇ）  クラブは定期的に会員資格に関する情報をアップデートし、未払い金を期限内に必ず 支

払うこととする。
ｈ）  担当の地区委員会と協力してクラブレベルの研修を調整する。
ｉ）  地区リーダーシップとクラブリーダーシップ・プランとすべての適切なRI オンライン

ツールとリソースの推進。
ｊ）  地区委員会の選考に関して次期ガバナーに助言する。
ｋ）  地区大会およびその他の地区そして国際会合に出席するとともに、これらへの出席を推

進する。
ｌ）  地区活動に参加し、全ての研修セミナーに出席する。
ｍ）  次期ガバナー補佐や委員会メンバーの推薦をする。

ガバナー補佐の人選における最低基準には以下が含まれる。
ａ）  少なくとも３年間、名誉会員以外の会員身分で地区内クラブに所属している瑕疵なき会

員であること。
ｂ）  クラブ会長を全期務めた経験があること、または創立日から６月 30日までの全期間（最

低６か月間）を通してクラブの創立会長を務めた経験があること。
ｃ） ガバナー補佐の責務を受諾する意思と能力があること。
ｄ） クラブまたは地区レベルで卓越した業績を上げていること。
ｅ） 将来の地区指導者として有望であること。

　ガバナー補佐の任期は、１年任期を３期まで務めることができる。ガバナー補佐は、最後の
１年任期を務めた２年後に、さらにもう一度１年任期を３期まで務めることができる。元地区
ガバナーをガバナー補佐に任命しないことが推奨されている。地区は、ガバナー補佐が使う資
金の支援について決定する責任がある。
　元地区ガバナーをガバナー補佐に任命しないことが推奨されている。
　地区は、ガバナー補佐がその任務と責務を果たすために使う資金の支援について決定する責
任がある。 （ロータリー章典 17.030.1.）
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●加盟金（加盟クラブ）（admission fee）（prospective club）
　RI に加盟を希望するクラブがRI に支払う料金。料金の額は、RI 理事会 により決められる。

●加盟認証状（Club Charter）
　クラブがRI に加盟を認められたときには、会長、事務総長およびガバナーの署名のある加盟
認証状が世界本部からそのクラブへ発行される。この加盟認証状は大切に保存しなければなら
ない。
　RI 理事会によって加盟を許された日からクラブはRI における公式の構成単位クラブとなる
のであって、これは認証状が伝達された日とは関係がない。

●加盟認証状伝達式（Charter Presentation Ceremony）
　ガバナーは、加盟認証状に署名した後、新クラブと参加者に感銘を与えるような厳粛な特別
会合において、クラブに伝達される。この式典を加盟認証状伝達式という。この式典の後、参
加者全員で加盟祝賀会（チャーターナイト）がおこなわれるのが普通である。

●仮クラブ結成の要件（Requirements for Provisional Club）
　新しくクラブを結成しようと考えているグループが、毎週例会を開き、既に標準クラブ定款
に則ってクラブ役員を選出している場合、このグループに対し、地区ガバナーが「仮クラブ」
という身分を与える。この身分によって、仮クラブは、その例会を訪れて出席するロータリア
ンにメークアップを認める資格ができる。

●仮ロータリークラブ（Provisional Rotary Club）
　新クラブの創立総会を終え、正規の加盟申請書をRI に送付して、毎週定期的に例会を持ち、
RI 事務局によって正式に加盟が承認されるまでの期間、そのクラブを仮ロータリークラブとい
う。仮クラブは標準クラブ定款およびそれに調和した細則を採用しなければならない。RI への
加盟申請より、RI 理事会で加盟が認証されるまでの間、この名簿に載っている人以外に会員を
入会させることはできない。仮クラブは、その例会を訪れて出席するロータリアンにメークアッ
プを認める資格ができる。創立会員は 20名以上いなければならない。
　国際ロータリーへの加盟申請には、以下の書類が必要となる。
・新クラブの調査
・スポンサークラブ書式（該当する場合）
・新クラブ申請書

●監査（Audit）
　理事会は、少なくとも年 1回RI の監査を行う。このような監査は、免許を持つ会計士、公
認会計士または税理士、もしくは監査の行われる国、州または県において一般にその権威を認
められている監査人が実施する。事務総長は理事会の要求があればいつでも、帳簿類と伝票類
を提出しなければならない。 （RI 細則 18.070.）
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●監査報告（Report）
　会計年度終了後の 12月末までに、事務総長は、監査済みの年次報告を公表するものとする。
この報告には、会長、会長エレクト、会長ノミニー、各理事に弁済されたすべての経費、なら
びに会長、会長エレクト、会長ノミニー、各理事の代わりに支払われたすべての経費が、役職
ごとに明記されるものとする。なお、この報告には、会長室に支払われたすべての経費、およ
び会長室の代わりに支払われたすべての経費を明記するものとする。この報告書にはさらに、
理事会、RI 年次国際大会、事務局の主要な各管理運営部門の費用を含めるものとする。RI 細則
18.050.1（理事会の採択）にしたがって採択した予算、また必要であれば 18.050.2（予算の
改訂）に従って改訂した予算と各費目を比較した報告書を添付するものとする。支出が、それ
ぞれの部門で、承認された予算と 10％以上異なるときは、報告書に詳細な情報と事情を記述
するものとする。この報告書は、RI の現および元役員それぞれに配布されるものとする。クラ
ブは請求すればこの報告書を入手できるものとする。規定審議会の直前の年の監査報告は、審
議会開会の少なくとも 30日前までに事務総長から審議会議員に郵送するものとする。
 （RI 細則 18.080.）

●幹事（クラブ）（Club Secretary）
　クラブ幹事は各クラブ細則の定めるところに従って専任され、会員の記録を整理保管し、会
合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会
合の議事録を作ってこれを保管し、RI への報告義務などに責任を持つ。2013年規定審議会で
幹事は理事となることが決定され、また 2014年RI 理事会により、2015年 1月 1日よりク
ラブ幹事は、新会員と退会会員の氏名を入退会とも 30日以内にRI に報告することが義務づけ
られた。 

●幹事（地区）（District Secretary）
　ガバナーは、就任前にロータリーに精通し、経験豊かなロータリアンの中から地区幹事を選定、
任命する。地区会合の準備、適切な書簡処理、諸地区会合の議事録編集、諸種の記録保存等の
日常の管理事務を行い、ガバナーに協力する。他に副幹事が数名任命される。通算 5年以上同
一人を地区幹事に任命してはならない。

●監督（Supervision）（地区）
　地理的に隣接する２つ以上の地区からなる区域内のクラブについて、ガバナーによる管理の
ほかに、他の管理方法を理事会が追加設定することができる。理事会は、そのような管理の設
定に当たって、理事会が適切と考える手続規則を定めるものとする。この手続規則は、関係地
区内クラブと国際大会の承認を得なければならない。 （RI 細則 15.020.）

●完璧な出席（Perfect Attendance）
　会員の 100％の出席記録を指して、多くのクラブが使う用語。
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●管理（Administration）（RI）
１．グレートブリテン、アイルランド、チャンネル諸島およびマン島に所在するクラブは、

RI の管理上の地域単位を形成するものとし、これを「グレートブリテンおよびアイル
ランド内国際ロータリー」と呼ぶものとする。グレートブリテンおよびアイルランド内
RI の権限、目的および職務は、RI 規定審議会によって承認されたグレートブリテンお
よびアイルランド内RI の定款の条項ならびにRI の定款および細則に定められていると
ころに従うものとする。 （RI 定款第 8条第 1節）

２．クラブの管理は理事会の総括的管理の下にあるものとし、次に示す直接管理の諸形式の
中のいずれかの形式を併せ用いるものとする。これら直接管理の諸形式は、常に本定款
および細則の規定に準拠するものでなければならない。
（ａ） 理事会によるクラブの管理。
（ｂ） 正式に設立された地区における、ガバナーによるクラブの監督。
（ｃ） 理事会が適切と考えかつ規定審議会が承認した方式による管理。
（ｄ）  グレートブリテンおよびアイルランド内RI による、グレートブリテン、アイル

ランド、チャンネル諸島およびマン島にあるクラブの監督。
 （RI 定款第 8条第 2節）

３．RI およびクラブは、ロータリー組織の運営を迅速にし、経済効率を上げるために、業務
をコンピューター化するよう奨励されている。 （RI 定款第 8条第 3節）

●管理委員会（Trustees Committee）（RI）
　会長エレクトが推薦し、理事会が選出した 15名の管理委員がいなければならない。各管理
委員は就任する前の年度に選出される。管理委員のうち 4名は、RI の元会長とする。すべての
管理委員は、財団細則に挙げた資格条件を満たさなければならない。 （RI 細則 23.020.）
管理委員の空席（Vacancies in the Offi  ce of Trustee）

　管理委員に空席が生じた場合、残存期間を埋める新しい管理委員を会長が指名し、理事会が
選出するものとする。 （RI 細則 23.020.1.）
管理委員の任期（Terms of Trustees）

　管理委員の任期は 4年とする。管理委員は再任することができる。 （RI 細則 23.030.）
管理委員の報酬（Compensation of Trustees）

　管理委員は無報酬でその任を務めるものとする。 （RI 細則 23.040.）
管理委員会の経費（Expenditures of Trustees）

　管理委員会は、理事会の承認があった場合にのみ、財団資産から管理委員会の経費を支出する。
ただし、次の 2種類の支出は、管理委員会の承認だけで差し支えない。
１．財団の管理運営に必要な経費。
２．財団への贈与または遺贈の条件により定められた通り、収益または元金からの支出。
 （RI 細則 23.050.）
管理委員会の報告（Report of Trustees）

　管理委員会は、財団のプログラムと財務について少なくとも年1度RIに報告するものとする。
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財団の年次報告は、役職ごとに、それぞれの管理委員に弁済されたすべての経費ならびに代わっ
て行われたすべての支払いが明確に記載されるものとする。 （RI 細則 23.060.）

●キーメン（Key-Men）
　クラブ創立に際し、特別代表の指示と、スポンサークラブ指導の下に、創立会員の推薦、そ
の他結成に必要な諸種の準備をする数人の中心人物のこと。新クラブの創立会員となる。

●機関雑誌（Offi  cial Magazine）
機関雑誌出版の権限（Authority for Publishing Offi  cial Magazine）

　理事会は、RI の機関雑誌発行の責任を負うものとする。機関雑誌は、理事会が認可する幾つ
かの異なった版で出版されるものとする。そのうち、基本的な版は英語で出版されるものとし、
これをザ・ロータリアン誌と称する。機関雑誌の目的は、RI の目的とロータリーの目的の推進
について理事会を助ける媒体としての役割を果たすことである。 （RI 細則 21.010.）
購読料（Subscription Prices）

　各機関紙の購読料は、すべて理事会がこれを定めるものとする。 （RI 細則 21.020.1.）
購読義務（Required Subscription）

　米国およびカナダ内のクラブの各会員は、会員籍にある限り、すべて機関雑誌の有料購読者
とならなければならない。同じ住所に住む 2人のロータリアンには、機関雑誌を合同で購読す
る選択肢がある。かかる購読料は、クラブが会員から徴収し、会員に代わってRI に送金しなけ
ればならない。各会員は、印刷された雑誌を郵送で受け取るか、インターネットで電子版の雑
誌を受け取るかを選択できるものとする。 （RI 細則 21.020.2.）
　米国およびカナダ以外のクラブの各会員が、RI の機関雑誌またはRI の理事会が承認し、当
該クラブに対して指定したロータリーの有料購読者とならなければならない。同じ住所に住む
2人のロータリアンには、機関雑誌、または理事会が承認し、そのクラブに対して指定したロー
タリー雑誌を合同で購読する選択肢がある。本人が会員である限り、その購読を続けなければ
ならない。各会員は、郵送で贈られる印刷版か、インターネットを通じた電子版のいずれかの
選択肢を選べるものとする。（電子版が発行されている場合）。 （RI 細則 21.030.1.）
雑誌収入（Magazine Income）

　年度内の雑誌収入は、その一部といえども雑誌の発行およびその改善以外の目的のために充
当させてはならない。支出を上回る収入剰余金は、理事会による別段の規定がある場合を除き、
年度末にRI の一般剰余金に繰り入れられるものとする。 （RI 細則 21.020.3.）
購読義務免除（Exceptions to Subscription Requirement）

　会員が機関雑誌およびクラブ用に定められた理事会承認の公式雑誌に用いられている言語を
読めない場合は、理事会によって、そのクラブに対する本節の規定の適用が免除される。
 （RI 細則 21.030.2.）

●機関雑誌の目標（Goals of the Offi  cial Magazine）
　「ザ・ロータリアン」誌は、以下のような目標を掲げ、その達成へ向けて活動するという趣旨
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の理事会方針を取り入れるものとする。
１．  会長のテーマや所信、および理事会が承認した特別プログラムについて情報を広め、そ

れを支援するためのコミュニケーションの手段を提供すること。
２．  RI の主な会合（国際大会、国際協議会、地域会合）やさまざまな公式のロータリー週

間や月間について、推進し、報告すること。
３．  クラブや地区の指導者のための教育的資料およびプログラム参考資料としての役割を果

たすこと。
４．  世界中のクラブやロータリアンが実施した、五大奉仕部門における活動の優れた実例を

報道することによって、ロータリアンに刺激を与え、その意欲をかきたてて、奉仕活動
の向上、強化に助力すること。

５．  個々のクラブを超えて存在する広範なロータリー世界と定期的かつ効果的に接する機会
をロータリアンに提供し、また朋友ロータリアンの業績をロータリアンに広報すること
で国際友好の推進、強化に寄与すること。

６．  ロータリーおよびロータリー以外の重要な話題に関してロータリアンが意見や懸念を提
示することで、ロータリーに対する信念を問い、またこれを育み、深めるための場を提
供すること。加えて、ロータリーが活動し、奉仕を行う上で枠組みとなる文化的、倫理
的、道徳的な問題を取り上げることによって、ロータリアンやその他の読者の視野を広
げること。この際、いかなる国の国民にも不快感を与えたり、いかなる国の最善の利益
にも反する様な意見は、意見を提示した人物が誰であれ、これを掲載しないとの理解に
立つものとする。

７．  機関雑誌の主な読者であるロータリアンとその家族が関心を持つような役立つ生活処世
術なども含め、家庭生活の話題を取り上げることで、社会構造の強化に助力すること。

８．  ロータリー地域雑誌、地区の出版物、クラブ会報との協力を通じ、世界全域にわたるロー
タリー通信網の整備にあたって包括的かつ効果的な指導の役割を果たすこと。

９．  ロータリアン以外の人びとに対し、ロータリーの理想や活動に関する情報を与え、教育
するような質の高い雑誌を発行することによって、RI のイメージを際立たせ、向上す
ること。

10.  興味深くて活気があり、話題豊富で、ロータリアンとその生活に関連性のある雑誌を発
行することによって、読者の関心を生み出すこと。従って、読者の多忙なスケジュール
にも上手く対応させること。

（注）  機関雑誌「ザ・ロータリアン」と地域雑誌「ロータリーの友」の両方を含んで公式
雑誌と呼ぶ。

●徽章（Emblem）
　「襟章」を参照。

●徽章使用の制限（Restriction on Use of Emblem）
　徽章はRI、ロータリークラブ、ロータリアンの象徴であるのでクラブ、またはクラブ会員と
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いえども次のような場合は使用してはならない。
・商品の商標あるいは特別銘柄として使用する場合。
・他の徽章あるいは名称と組み合わせて使用する場合。
・ロータリアン個人の商業用便箋あるいは名刺に使用する場合。
・営利を目的として使用する場合。

●偽造された会員リスト
　加盟を希望する新クラブが偽造された会員リストを提出した場合、事務総長は次の措置をと
るものとする。
１．新クラブの加盟を保留する。
２．新クラブ会員リストのすべての氏名が照合確認されるまではクラブは加盟されず、将来、

同地区内の新クラブから提出される申請書類はすべて、そのロータリー年度を通じ、精
密な調査の対象となることを地区ガバナーに通知する。

３．ずさんな会員リストを提出したことによって、ガバナーとしての任期終了後３年間はRI
のいかなる任務に就くこともできないことを地区ガバナーに通知する。

●規則制定（Proposed Enactment）
　RI 定款細則または標準クラブ定款を改正する意図を持つ立法案が制定案である。制定案は、
組織規定の関係条項の全文を明記して提出しなければならない。削除する文書には削除のしる
しをつけ、新しく文章を付け加える場合はその全文を明確に示さなければならない。
規則制定は
　　１．クラブ
　　２．地区大会
　　３．グレートブリテンおよびアイルランド内RI の審議会または大会
　　４．規定審議会およびRI 理事会から、これを提案することができる。
　　ただし、クラブ提出立法案は、地区の承認が必要となる。

●既存ロータリークラブの合併（Merger of Existing Rotary Clubs）
　同一地区内の 2つまたはそれ以上のクラブは、それぞれのクラブがRI に対する財務その他
の義務を果たしている限り、RI 理事会に合併を申請することができる。合併したクラブは、記
録資料の一部として、元のクラブの名称、創立記念日、徽章その他の記章を歴史的な目的の為
に保持することができる。

●議長、副議長、および議事運営手続の専門家の氏名の公表
　　（Publication of Names of Chair, Vice-Chair, and Parliamentarian）
　議長、副議長、および議事運営手続の専門家の氏名は、事務総長からすべてのクラブに公表
されるものとする。 （RI 細則 9.090.3.）
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●喫煙（Smoking）
　喫煙が個人の健康に有害であることを認識し、会員ならびに来賓は各自、RI の名のもとに開
かれる会合およびその他の行事中は、喫煙を控えるよう奨励されている。 （RI 細則 2.040.）

●規定審議会（Council on Legislation）
　ロータリー資料 1・「規定審議会」を参照。（P595-608）

●規定審議会と決議審議会の議員
　　（Members of the Council on Legislation and Council on Resolutions）
　規定審議会と決議審議会は、以下に述べる投票権を有する議員と投票権を有しない議員によっ
て構成される。 （RI 細則 9.010.）
代表議員（Representatives）

　RI 細則 9.060.（指名委員会手続による代表議員の選出）、9.070.（地区大会における代表議
員の選挙）、および 9.080.（郵便投票による代表議員の選挙）の規定により、地区ごとに 1名
の代表議員が地区内クラブから選挙されるものとする。各無地区クラブは、それぞれ、クラブ
にとって都合のよい地区を選び、その地区の代表議員に、自クラブを代表させるものとする。
代表議員は投票権を有する議員とする。 （RI 細則 9.010.1.）
議長、副議長、議事運営手続の専門家（Chair, Vice-Chair, and Parliamentarian）

　審議会議長、副議長、議事運営手続の専門家は、次期会長が審議会の直前年度に選出し、３
年間または後任者が選出されるまで任務を務めるものとする。議長および副議長は、議長席に
あって可否同数の場合、これを決定する投票を行うことができるが、それ以外の場合には、投
票権を有しない議員とする。 （RI 細則 9.010.2.）
定款細則委員会（Constitution and Bylaws Committee）

　RI 定款細則委員会の委員は、審議会の投票権を有しない議員で、審議会運営委員を務める。
同委員会は、RI 細則 9.140.1.（審議会運営委員会の任務）と 9.140.2.（定款細則委員会委員
の他の任務）に規定する任務と責務を負うものとする。 （RI 細則 9.010.3.）
会長、会長エレクト、理事、および事務総長
　（President, President-elect, Directors, and General Secretary）

　会長、会長エレクト、他の理事会のメンバー、および事務総長は、審議会の投票権を有しな
い議員とする。 （RI 細則 9.010.4.）
元会長（Past Presidents）

　すべての元RI 会長は、審議会の投票権を有しない議員とする。 （RI 細則 9.010.5.）
管理委員（Trustees）

　管理委員会の選んだロータリー財団管理委員 1名は審議会の投票権を有しない議員とする。
 （RI 細則 9.010.6.）
特別議員（Member-at-Large）

　会長が任命した場合、３名まで規定審議会の投票権を有しない特別議員とすることができる。
この特別議員は、RI 細則 9.110.（特別議員）に規定する任務と責務を負い、審議会議長の指
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示の下にその任務を遂行するものとする。 （RI 細則 9.010.7.）

●機能するロータリークラブ（functioning Rotary club）
　RI に人頭分担金を納め、規則正しく例会を開き、会員がロータリー・ワールド・マガジン・
プレスの雑誌を必ず購読し（該当する場合）、奉仕プロジェクトを実施し、ガバナー、ガバナー
補佐、またはRI 役員の訪問を受け入れ、適切な損害賠償保険に加入しているクラブ。

●基本的教育と識字率の向上月間（Basic Education and Literacy Month）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P732）

●基本理念（Guiding Principles）
　職業人が一体となり、スキルと情熱をもって地域社会に変化をもたらしてきたロータリーの
100年以上の実績は、世界中のロータリアンの誇りを高めてきた。こうした価値観は、長年、ロー
タリーの基本理念とその他の声明文の中に表現されてきた。ロータリーの使命を遂行するには、
これらの基本理念と声明文について自覚し、ロータリーが受け継いできた職業人精神と奉仕の
歴史を真に理解することが重要である。

●協議会（Assembly）
　協議会には
　　１．クラブ協議会
　　２．地区研修・協議会
　　３．国際協議会　　　　　がある。

●協力財団（Associate Foundations）
　協力財団を通じてロータリアンが税制上の優遇措置を受けることのできる国々に、限定され
た数の協力財団が存在する。管理委員会は、協力財団が形成される前に満たさなければならな
い基準と指針を設定した。協力財団は、管理委員会の承認を受けなければならず、管理委員会
に報告する義務がある。現在、協力財団が存在する国（オーストラリア、ブラジル、カナダ、
ドイツ、インド、日本、英国）における一部の寄付については、税金控除または優遇措置が受
けられる。

●協力団体（Cooperating Organization）
　専門技術を提供したり、プロジェクトの調整を行うなどして、プロジェクトの実施に直接に
関与する団体（通常は非営利団体だが、政府の機関である場合もある）。
　プロジェクトは、協同提唱者であるロータリークラブまたは地区が管理すべきである。ロー
タリー財団による補助金が協力団体に直接送られることはない。
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●均衡のとれた会員組織（Balanced Membership）
　各クラブは、1種類の事業、専門職務、または社会奉仕活動に偏らない均衡のとれた会員組
織を有すべきである。クラブは、地域の人口統計を検討し、地域社会で一般に認められたすべ
ての事業または専門職務ならびに個人の代表者が集まる会員組織を持つよう努めるべきである。
ただし、RI 定款第 5条（会員）および標準クラブ定款第 7条（会員身分）の原則に従って可
能な範囲でそのような代表を集めるものとする。クラブは専門職務と事業の環境を正確に反映
することを目指すべきである。いかなるクラブもRI 加盟年月日に関係なく、定款その他の規定
によって、性別、人種、皮膚の色、信条、または国籍に基づき会員身分を制約すること、もし
くはRI 定款またはRI 細則に明白に規定されていない会員身分の条件を課すことはできない。

●国の法律、慣習に対する批判（Criticisms of Laws and Customs of a Country）
　ロータリアンの間で、理解と親善を促進するに当たって、ある国においては非合法とされて
いることが他の国においては合法である場合が多数あること、また、ある国において慣習となっ
ていることが他の国においてはそうでない場合もあること、を認めなければならない。従って
ロータリアンは、他国の法律や慣習を批判したり、干渉するようなことを慎まなければならない。

●国別ポリオプラス委員会（National Polio Plus Committee）
　自国のポリオ撲滅の目的を実現するために、ロータリー財団を支援する。委員長の氏名と連
絡先は「公式名簿（Offi  cial Directory）」を参照。

●クラブ委員会（Committee）
　クラブの各種委員会は、クラブの年次目標と長期目標を実行する責務を負う。会長エレクト、
会長、直前会長が協力し、指導の一貫性と計画の継続性を図るべきである。継続性を測るため、
可能であれば、委員会委員は 3年を任期として任命されるべきである。会長エレクトは、任期
が始まる前に、委員会の空席を補填するために委員および委員長を任命し、計画会議を設ける
責務がある。委員長は、同じ委員会の委員としての経験を有していることが推奨される。
　常任委員会は標準クラブ定款の 13条（理事および役員、ならびに委員会）に従って任命され、
クラブの細則に反映されていなければならない。
研修の要件（Training Requirements）

　クラブ委員会委員長は、就任する前に地区研修・協議会に出席すべきである。
地区指導者との関係（Relation to the Disyrict Leardership Team）

　クラブ委員会は、ガバナー補佐および関連する地区委員会と協力すべきである。
報告要件（Reporting Rewquirements）

　クラブ委員会は、その活動についてクラブ理事会に定期的に報告しなければならない。また
適宜クラブ協議会においても報告しなければならない。

●クラブ運営の柔軟性（Club fl exibility）
　2016年の規定審議会は、ロータリークラブの柔軟性をかつてないほど高める変更を採択し
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た。方針へのこれらの変更は、クラブ例会の頻度と方法および会員種類に影響するものである
　◉新しい柔軟性を活用する 5つの方法（5 ways to use the new fl exibility）
　さまざまな新しい選択肢をどのように取り入れるか（または取り入れるかどうか）は、各ク
ラブの裁量に委ねられた。
　柔軟性の適用例を以下の通り示す。
１． 例会スケジュールを変更：例会曜日、時間、頻度を変える（例えば、月の第一火曜日は話

し合いのために従来型の例会、月の最終金曜日は奉仕活動または親睦会、など）。ただし、
クラブは少なくとも月に 2回、例会を開く必要がある。

２． 例会の方法を変更：クラブは、直接顔を合わせる例会、オンライン例会、その組み合わせ
など、例会の形式を自由に選ぶことができる。また、直接出席できない会員がインターネッ
ト（スカイプなど）で遠隔出席することもできる。

３． 出席要件の緩和：クラブは、例会の出席要件を和らげ、ほかの方法を通じて会員の参加を
促すことができる。参加の方法には、クラブの役職に就く、クラブウェブサイトの更新と
管理、例会の企画担当、イベントの企画などがある。クラブに活気があり、会員が充実し
た体験をしていれば、出席は問題にはならないであろう。

４． 複数の会員種類を提供：家族を同伴したい人のための「家族会員」、将来有望な若い職業
人のための「ジュニア会員」、地元クラブとつながりたいと望む企業に勤める人のための「法
人会員」など、クラブは独自の発想でさまざまな会員種類を追加できる。また、各種類に
応じて会費、出席、奉仕への参加などの期待事項を定めることもできる。ロータリーは、
会員がRI 人頭分担金を納入する限り、これらの会員を正会員とみなし、クラブの会員数
に含めることとなる。

５． ローターアクターがクラブに入会：ローターアクターがローターアクトクラブ在籍中で
あっても、ロータリークラブへの入会を認めることができる。ローターアクターの入会を
認めることをクラブが選んだ場合、これらの会員のために出席要件の緩和や会費の減額な
どの特別な待遇を設けることもできる（クラブ細則への記述は必要である）。

（標準クラブ定款第 8、10、12、15条）

●クラブ会員の「職場」の定義（Defi ning “Place of Business” for Membership in Club）
　「職場」とは、推薦された正会員が通常、事業あるいは専門職務の責務や活動を営んでいる建
物を指す。

●クラブ会員の「住居」の定義（Defi ning “Residence” for Membership in Club）
　組織規定文書の中でクラブの所在地域内または周辺地域にロータリアンが「住居」を有する
と述べられている場合、それは、その個人の主たる居住の場所を指している。

●クラブ会長（Club President）
　クラブを統括し、クラブ会合および理事会の会合に於いて議長を務め、各委員会の職権上の
委員となり、付随する任務を行う。
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●クラブ会長エレクトの任務（Duties of Club President-elect）
　クラブ会長エレクトは、3月 31日までにクラブ委員会委員長を全て任命するものとする。
 （ロータリー章典 10.040.1.）
　クラブ会長エレクトは、自らが会長となる年度に実施する年次基金目標について監督する。
 （ロータリー章典 10.040.2.）

●クラブ会長の資格条件（Qualifi cations 0f the Club President）
　標準クラブ定款に記載されている資格に加え、クラブ会長は、以下の資格を持つべきである。
１．指導者としての技能を備えていること
２．クラブの活動を指導し、実施する十分な時間を割くことができること
３．理事あるいは 1つないし複数の主要な委員会の委員長か委員、もしくはクラブ幹事を務

めたことがあること
４．クラブの定款と細則に関して実際的な知識を有すること
５．1回以上の地区大会と国際大会に出席したことがあること。 （ロータリー章典 10.020.）

●クラブ会長の任務（Duties of Club President）
　クラブ会長には以下の任務がある。
１． クラブの諸会合の議長を務める。
２． 各例会を入念に立案し、開会と閉会の時間を厳守するよう配慮する。
３． クラブ理事会の定例会合（少なくとも月 1回）の議長を務める。
４． 任務にふさわしい人をクラブ委員会委員長および委員に任命する。
５．  各委員会がそれぞれ明確な目標を持ち、それぞれの働きが調和するようにする。
６．  地区大会に出席する。
７．  クラブ内および地区内のロータリーの諸問題に関してガバナーおよびガバナー補佐と協

力する。
８．  例年の財務調査はもちろん、クラブ予算の編成および会計事務の完全な履行を監督する。
９．  クラブが包括的な研修プログラムを実施するよう確認し、必要であれば、研修を行うク

ラブ研修リーダーを任命しても良い。
10.  ガバナー月信、その他事務局とガバナーからの通信、刊行物などから得られる重要な情

報が確実にクラブ会員に伝達されるよう確認する。
11.  毎年 6月に、クラブの財政状態および当該年度のクラブの目標達成状況について、総

括的な報告をクラブに提出する。 
12.  任期が終わる前に、会長エレクトと協力して、すべての重要記録、文書、財務事項を含

め、任務の引継ぎが円滑に行われるようにする。
13,  新たな管理体制が成功し、管理運営の継続性を保つため、クラブの新旧理事の合同会合

を開催する。 （ロータリー章典 10.030.）
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●クラブ会報（Club Bulletin）
　毎週、週報として発刊。この主な目的は
　　１．出席への関心を刺激して出席率を高める。
　　２．例会報告をする。
　　３．親睦を図る。
　　４．会員のロータリー情報に寄与する。
　　５．次の例会のプログラムを載せる。
　　６．クラブの記録資料として保存する。
　　７．RI の情報などを載せる。

●クラブ活動の法人化（Incorporation of Club Activity）
　クラブに法的責任が生じる可能性がある特殊な活動に従事することをクラブが提案する場合、
そのような活動はクラブ自体とは別個に法人化すべきである。

●クラブ幹事の任務（Duties of Club Secretary）
　クラブ定款および細則に定められる他の義務に加え、クラブ幹事は、適時に会員身分につき
国際ロータリーに報告する義務を負う。クラブ幹事は、次のロータリー年度に就任予定のクラ
ブ役員につき、2月 1日までに国際ロータリーに報告するものとする。
 （ロータリー章典 10.050.）

●クラブ協議会（Club Assemblies）
　クラブ協議会は、クラブのプログラムと活動もしくは会員教育について協議するために開か
れる、クラブ役員、理事、委員会委員長を含むクラブ会員全員の会合である。すべてのクラブ
会員は、協議会に出席することが強く奨励されている。クラブ会長、もしくは指定された他の
役員が、クラブ協議会の議長を務める。
 （ロータリー章典 7.050.）

●クラブ計画および目標の要約（Summary of Club Plans and Objectives）
　ガバナーの公式訪問に際してクラブが提出する概要報告で、ガバナーおよびRI 事務局宛に当
該年度におけるクラブ計画および目標を簡潔に記載したもの。

●クラブ研修リーダー（Club Trainer）
　クラブ会長エレクトは、次年度中に、クラブの研修プランを監督するクラブ研修リーダーを
1名任命してもよい。クラブ研修リーダーの任期は 1年であり、連続で就任できる任期は３期
までとする。クラブ研修リーダーは、すべての研修ニーズが満たされるようクラブ理事会およ
び各種委員会と協力し、また、支援とアイデアを得るために、地区研修委員会、クラブを担当
するガバナー補佐、地区ガバナーと協力しなければならない。 （ロータリー章典 8.050.1.）
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●クラブ資金の取り扱い（Handling Club Funds）
　各会計年度の初めに、クラブの理事会は、その年度の収支予算を作成し、承認する。詳細は、
「クラブ会計要覧」（220）を参照。
　すべての勘定書は、理事もしくはほかの役員のうち 2名の承認を受けた後ではじめて、会計
あるいはほかの権限のある役員によって支払われるものとする。クラブのすべての財務処理は、
毎年、公認会計士またはほかの有資格者が監査を行わなければならない。
　クラブの例会は、食事または講演（卓話）を伴うことが義務付けられておらず、よって個々
のロータリアンの費用を抑えることができる。
　クラブは、会員の費用を最小限に抑えるために、罰金を課したり、非公式のクラブの賦課金
を設けるといった慣行を見直すべきである。

●クラブ指導者育成セミナー（Club Leadership Development Seminar）
目　的；

　クラブ会員の指導力を育成することで、職業における日々の仕事を充実させ、将来のクラブ
指導者を育成すること。
参加者；

　関心のあるロータリアン
推奨される議題；
◇　コミュニケーション技能
◇　指導方法
◇　ボランティアの指導と意欲喚起
◇　個人指導
◇　時間管理
◇　目標設定と説明責任
◇　戦略計画
◇　倫理（四つのテスト）
◇　統一見解の構築
◇　チームワーク

主催者；
　クラブ研修リーダー、クラブ会長、ガバナー補佐、地区研修委員会。
 （ロータリー章典 8.050.3）

●クラブ提出の決議案を地区で承認（District Endorsement of Club Resolution）
　クラブの決議案は必ず地区大会、地区立法案検討会、またはRIBI 地区審議会において、地区
内のクラブの承認を受けなければならない。事務総長に送達される決議案には、地区大会や地
区立法案検討会やRIBI 地区審議会での審議、または、郵便投票の票決により承認されたことを
明記したガバナーの証明書を添付するものとする。 （RI 細則 8.040.）
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●クラブ提出の立法案を地区で承認（District Endorsement of Club Legislation）
　クラブの制定案は必ず地区大会、地区立法案検討会、またはRIBI 地区審議会において、地区
内のクラブの承認を受けなければならない。地区大会、地区立法案検討会、またはRIBI 地区審
議会に制定案を提出する時間的余裕がない場合、ガバナーの実施する郵便投票を通じて地区内
クラブの票決を求めることもできる。この郵便投票は、RI 細則 14.040（郵便投票の書式）の
手続にできるだけ沿った形で行うものとする。事務総長に送達される制定案には、地区大会や
地区立法案検討会やRIBI 地区審議会での審議、または、郵便投票の票決により承認されたこと
を明記したガバナーの証明書を添付するものとする。いかなる地区も、1回の規定審議会につ
き 5件より多くの制定案を提案もしくは承認すべきでない。 （RI 細則 7.030.）

●クラブ討論会（Club Forum）
　クラブフォーラムのこと。クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の五大
奉仕の中から問題を取り上げ、それの実施、推進について、全会員が討論して進路を見出そう
とする会合である。会員の公式会合。

●クラブと地区の社会奉仕活動への参加
　　（Participation in Community Service Activities by Club and District）
　効果的な社会奉仕をする基礎として、ロータリークラブ会長は、必要に応じて、人間尊重、
地域発展、環境保全、協同奉仕の各社会奉仕小委員会の委員を務めるロータリアンを任命する
よう奨励されている。この小委員会は、次のことを行うよう要請されている。
１．  地元のそれぞれの地域の特定の相対的状況を総合的に調査、分析し、地域社会のニーズ

を確認する。
２．  地域社会のニーズを見出すために個人的、また職業上の立場を生かしてクラブの所在地

域内を探り、社会奉仕委員会の調査、分析を補足、強化するよう個々のクラブ会員に勧
める。

３．  他の地域団体との会合を、所定の方針に従って行うことができる場合、そのような会合
を開き、話し合いと意見交換を行う。

４．  地域社会のニーズに積極的に関心を示し、これに精通していることを会員候補者選考の
一要素に含める。 （ロータリー章典 8.040.3.）

●クラブと地区の名簿（Club and District Directories）
　名簿を発行しているクラブや地区は、その名簿の中にロータリアン以外の人に配布するもの
ではないこと、また営利目的の郵送名簿としても使用してはならない旨の注意書きを明記しな
ければならない。 （ロータリー章典 11.010.7.）

●クラブによる追加指名（Additional Nomination by Clubs）（RI 会長指名委員会）
　指名委員会によって行われる指名のほかに、以下の方法で対抗候補者を指名することができ
る。 （RI 細則 12.070.）
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以前審議され、同意を得た候補者（Candidate Previously Considered and Concurrence）
　クラブは、RI 細則 12.040.3.（指名委員会への氏名の提出）に準拠し対抗候補者として会長
に指名されることを考慮される意思があることを事務総長に正式に通知したロータリアンの氏
名を提案できる。対抗候補者の氏名は、例会に於いて正式に採択されたクラブ決議に従って提
出されるものとする。その決議は、地区大会または郵便投票によって、地区内クラブの少なく
とも過半数の同意を得なければならない。同意は、地区ガバナーが事務総長に対し書式で証さ
なければならない。このような決議には、被推薦ロータリアンがクラブの承認を得るために自
己の氏名がクラブに提出されてもよい旨したためた対抗候補者の書面を添付しなければならな
い。前述の条件は当該年度の 10月 1日までに完了しなければならない。 （RI 細則 12.070.1.）
対抗候補者をクラブに通知（Notifi cation to Clubs of Challenging Candidates）

　事務総長は、このように推薦された対抗候補者の氏名をクラブに通知し、このような対抗候
補者を支持したいクラブが使う公認の書式を用意するものとする。事務総長は、このような通
知と書式を 10月 1日直後に用意するものとする。 （RI 細則 12.070.2.）
対抗候補者がいない場合（Absence of a Challenging Candidate）

　対抗候補者がいない場合、会長は、指名委員会選出のノミニーを会長ノミニーと宣言するも
のとする。 （RI 細則 12.070.3.）
対抗候補者が指示された場合（Endorsement of Challenging Candidate）

　11月 15日の時点において、このような対抗候補者が、直前のクラブ請求書の時点でRI に
加盟しているクラブの少なくとも 1％の支持（支持の少なくとも半分は対抗候補者の所属ゾー
ンのクラブ以外から寄せられなければならない）を受けたなら、このような対抗候補者および
指名委員会選出のノミニーは、RI 細則 12.100.（郵便投票）の規定に従って投票に付されるも
のとする。11月 15日の時点において、対抗候補者が、所定の指示を受けていなければ、会長
は、指名委員会選出のノミニーを会長ノミニーと宣言するものとする。 （RI 細則 21.070.4.）
支持の有効性（Validity of Endorsement）

　RI 細則 12.100.1.（投票委員会）に規定されている投票委員会は、返送されてきた支持書が
正当なものかどうかを調べ、数え、証明し、会長に報告するものとする。この投票委員会は、
対抗候補者に対する支持書が十分集まったものの、その支持書の正当性に疑義を抱く然るべき
理由があると思ったなら、その旨、会長に報告するものとする。会長は、何らかの発表をする
前に、RI 選挙審査委員会を招集し、この支持書の有効性を判定させるものとする。その判定後
に投票委員会が会長に報告するものとする。 （RI 細則 12.070.5.）
RI 細則 12.070.（クラブによる追加指名）に規定されていない不測の事態
　（Contingency Not Provided For in Section 12.070.）

　RI 細則 12.070.（クラブによる追加指名）の規定に定められていないような不測の事態が生
じた場合には、理事会が委員会の取るべき措置を決定するものとする。 （RI 細則 12.080.）

●クラブによる標準クラブ定款の採用
　　（Adoption of Standard Rotary Club Constitution by Clubs）
　すべての加盟クラブは、標準クラブ定款を採用しなければならない。 （RI 細則 2.030.）



－ 111 －－ 111 －

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

ア

カ

標準クラブ定款の改正（Amendments to the Standard Club Constitution）
　標準クラブ定款は、組織規定に述べられている方法で改正することができる。このような改
正は、自動的に、各クラブの定款の一部となるものとする。 （RI 定款細則 2.030.1.）
1922年 6月 6日よりも前に加盟したクラブ（Club Chartered Before 6 June 1929）

　1922年 6月 6日よりも前に加盟したすべてのクラブも、標準クラブ定款を採用するものと
する。しかし、標準クラブ定款と異なる規定を含む定款を持つ、このようなクラブは、その異
なる規定の下に運営する資格を有するものとする。ただし、異なる規定の正確な全文を 1989
年 12月 31日までに理事会に送付し、理事会の確認を受けていなければならない。それぞれ
のクラブ特有の規定は、そのクラブの標準クラブ定款の補遺規定であり、時折、改正される標
準クラブ定款に近づけるため以外にはクラブで改正することはできない。 （RI 細則 2.030.2.）
理事会による標準クラブ定款の例外の承認（Exceptions by the Board to the Standard Clun Constitution）

　理事会は、RI 定款・細則と矛盾しない限り、標準クラブ定款と一致しないクラブ定款の規定
を承認できる。このような承認は、その土地の法令および慣習、または特殊な事情に従うため
に必要な場合に限られ、また出席している理事会メンバーの３分の２の賛成を必要とする。
 （RI 細則 2.030.3.）

●クラブ年次総会（Club Annual Meeting）
（a）  役員を選挙するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年 12月 31日まで

に開催されなければならない。
（b）  衛星クラブ（該当する場合）は、衛星クラブの管理全般を担う役員を選挙するため、12

月 31日までに年次総会を開催するものとする。 （標準クラブ定款第 8条第 2節）

●クラブのRI 加盟の終結（Termination of RI Membership of Club）
　会費またはRI に対するその他の金銭的債務または承認されている地区資金負担金の支払いを
怠った場合、また、期限までに会員の変更を報告しなかった場合、或いは何らかの理由により、
クラブが解体し、または例会を定期的に開かず、その他機能を遂行することができなくなった
場合、ロータリー財団の資金を不正に使用した会員、またはロータリー財団の資金管理の方針
に違反した会員を保有しているクラブ、ロータリーに関係の青少年プログラムと関連して、青
少年保護に関する法に違反した会員に対するいかなる申し立てにも適切に対処することを怠っ
たクラブ、または、然るべき理由がある場合、RI 理事会はそのクラブの加盟を終結させること
ができる。

●クラブのRI 脱会（Club Resignation from RI）
　いずれのクラブも、RI に対する金銭上およびその他の義務を果たしている限り、加盟から離
脱することができる。理事会が脱会通告を受理したときは、その脱会は直ちに効力を生ずるも
のとし、そのクラブの加盟認証状は事務総長に返還されなければならない。 （RI 細則 3.010.）
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●クラブの覚書（MOU）（Club Memorandum Of Understanding）
　ロータリー財団補助金の活動実施および資金管理を適切に行うためにクラブが取るべき対策
を説明したクラブと地区の間の同意書。この文書を承認することにより、クラブはすべての財
団の要件を遵守することに同意することになる。

●クラブの会員身分（Membership in Clubs ）
クラブ会員の種類（Types of Membership in a Club）

　クラブ会員の種類は、正会員と名誉会員の 2種類とする。 （RI 細則 4.010.）
正会員（Active Membership）

　RI 定款第 5条第 2節（クラブの構成）に定められた資格条件を有する者は、これをクラブ
の正会員に選ぶことができる。 （RI 細則 4.020.）
移籍ロータリアンまたは元ロータリアン（Transferring or Former Rotarian）

　会員は、移籍会員または元クラブ会員を正会員に推薦することができる。正会員として推薦
された移籍会員または元クラブ会員は、元クラブによって推薦されることもできる。選出によっ
てクラブ会員数が職業分類の制限を一時的に超えることになっても、クラブの移籍会員または
元クラブ会員の職業分類は、正会員に選ばれることを妨げるものであってはならない。他のク
ラブに対して負債がある場合、この候補者はクラブへの入会資格がない。元会員を入会させた
いと望むクラブには、未納金が一切ない旨記したその会員候補者の元クラブからの書面による
証拠を提出するよう、本人に要求するものとする。移籍ロータリアンおよび元ロータリアンの
正会員としての入会には、転入先のクラブが、当該会員がかつて所属していたクラブの理事会
から、同会員がそのクラブの会員であったとの証明を受理することを条件とするものである。
クラブは、ほかのクラブから要請があった場合、ほかのクラブの会員候補者として考慮されて
いる現会員または元会員が、未納金 /金銭的債務を負っているかどうかを記した文書を提供す
るものとする。要請から 30日以内にそのような文書が提供されなかった場合、当該会員はそ
のクラブに対して金銭的債務がないと見なされるものとする。 （RI 細則 4.030.）
二重会員（Dual Membership）

　当該クラブが設ける衛星クラブを除き、複数のクラブにおいて同時に正会員になることはで
きない。さらに、いかなる人も同一のクラブにおいて正会員であると同時に名誉会員の資格を
保持することはできない。 （RI 細則 4.040.）
名誉会員（Honorary Membership）
名誉会員の資格条件（Eligibility for Honorary Membership）

　ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの目的を支援
したことでロータリーの友人であるとみなされた人を名誉会員に 選ぶことができる。その人に
は、二つ以上のクラブで名誉会員の身分を保持できる。このような会員身分の存続期間は、会
員となっているクラブの理事会によって決定されるものとする。 （RI 細則 4.050.1.）
権利および特典（Rights and Privileges for Honorary Membership）

　名誉会員は、会費の納入を免除されるが、投票権を持たず、クラブのいかなる役職にも就く
ことができない。名誉会員は、職業分類を持たない。しかし、本人が会員となっているクラブ
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のあらゆる会合に出席でき、クラブのその他のあらゆる得点を享受できる。名誉会員は、他の
クラブにおいては、いかなる権利または特典も認められないものとする。ただし、例外として、
ロータリアンの来賓としてではなく他のクラブを訪問する権利がある。 （RI 細則 4.050.2.）
公職（Holder of Public Offi  ce）

　一定の任期の間選挙または任命によって公職にある者は、当該公職の職業分類の下にクラブ
の正会員となる資格を有しないものとする。この制約は、学校、大学その他の教育施設に奉職
する者、または裁判官に選出もしくは任命された者には適用されない。会員で一定の任期を持っ
た公職に選出もしくは任命された者は、その公職に在任中、以前の職業分類の下に、引き続き
会員としての身分を保持することができる。 （RI 細則 4.060.）
会員身分の制約（Limitations on Membership）

　RI 細則 2.030.（クラブによる標準クラブ定款の採用）の規定にかかわらず、いかなるクラ
ブも、RI 加盟年月日に関係なく、定款その他の規定によって、性別、人種、皮膚の色、信条、
国籍、または性的指向に基づき会員身分を制約すること、もしくはRI 定款または細則に明白に
規定されていない会員身分の条件を課すことはできない。この規定に反するクラブ定款のいか
なる規定、あるいは、その他のいかなる条件も無効とし、効力は無いものとする。
 （RI 細則 4.070.）
RI の職員（RI Employment）

　クラブは、RI に雇用されている人を会員として保持できる。 （RI 細則 4.080.）
出席報告（Attendance Reports）

　各クラブは、各月の最終例会後 15日以内に、そのクラブの例会における月次出席報告をガ
バナーに提出するものとする。無地区クラブの場合には事務総長に提出しなければならない。
 （RI 細則 4.090.）
他クラブへの出席（Attendance at Other Clubs）

　各会員は、いつでも他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席する特典を持つもの
とする。ただし、以前に当該会員の会員身分を正当な理由で終結したクラブを除く。
 （RI 細則 4.100.）
会員身分に関する規定の例外（Exceptions to Provisions on Membership）

　クラブは、RI 細則 4.010.（クラブ会員の種類）および 4.030.（移籍ロータリアンまたは元ロー
タリアン）4.040.（二重会員）4.050.（名誉会員）4.060.（公職）に従わない規定または要
件を採択できる。そのような規定または要件は、RI 細則の上記の節の規定または要件に優先す
るものとする。 （標準クラブ定款第９条、第 10条）
   
●クラブの各種委員会（Club Committees）
　クラブの各委員会は、クラブの年次目標と長期目標の達成に向けた取り組みをまとめる。会
長エレクト、会長、直前会長は、リーダーシップの継続性と後継者育成のために協力する。一
貫性を保つため、可能であれば、委員は同じ委員会を 3年間務めるべきである。会長エレクトは、
就任年度に先立って、委員会の空席を埋めるために委員と委員長を任命し、計画会議を開く責
務がある。各委員長は、その委員会の委員を務めた経験を有していることが推奨される。RI 理
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事会は、各クラブが以下の委員会を設置することを推奨している。
・ 管理運営委員会（Club Administration）：クラブの効果的な運営を支える
・ 会員増強委員会（Membership）：新会員を惹きつけ、現会員の積極的な参加を促すため
の包括的な計画を立て、実施する

・ 公共イメージ委員会（Public Image）：一般の人々にロータリーについての情報を提供し、
クラブの奉仕プロジェクトと奉仕活動を広報する計画を立て、これを実施する

・ ロータリー財団委員会（Rotary Foundation）：寄付および補助金の活用を通じてロータ
リー財団を支援する計画を立て、これを実施する。

・ 奉仕プロジェクト委員会（Service Projects）：地元地域および海外の地域社会における
ニーズに取り組む教育的、人道的、職業的プロジェクトを立案し、これを実施する

　必要に応じて、クラブはこのほかの委員会を設けることができる。
 （標準クラブ定款第 13条第 7節）

●クラブの合併（Merger of Clubs）
　合併を求める同一地区内の２つ以上のクラブは、それぞれのクラブがRI に対する金銭上およ
びその他の義務を果たしていることを前提に、理事会にその旨申請するものとする。そのうち
の１つまたは複数のクラブと同じ所在地域内に、合併したクラブを結成することができる。合
併の申請には、それぞれのクラブが合併することに合意した証明書を添付しなければならない。
理事会は、合併したクラブが、その記録史料の一部として、元の１クラブあるいは全クラブの
名称、加盟日、RI の徽章およびその他の記章を保持することを許可することができる。
 （RI 細則 2.050.）

●クラブの監督（Supervision of Clubs）
　クラブの管理は、次のいくつかの直接監督に加えて、RI 理事会の総括的監督下にある。これ
らの直接管理の諸形式は常に定款・細則の規定に適合するものでなければならない。
１． 理事会によるクラブの管理。
２． 正式に設立された地区における、ガバナーによるクラブの監督。
３． 理事会が適切と考えかつ規定審議会が承認した方式による管理。
４．  グレートブリテンおよびアイルランド内RI による、グレートブリテン、アイルランド、

チヤンネル諸島およびマン島にあるクラブの監督。

●クラブの管理主体（Governing Body）
　本クラブの管理主体は、細則の定めるところによって構成される理事会とする。
 （標準クラブ定款第 13条第 1節）

●クラブの「機能喪失」（Failure to Function）
　RI 細則に従い、RI 理事会は、当組織のすべての加盟クラブが確実に機能しているよう配慮す
る責任があり、機能しているクラブを次のように定義する。
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１．  国際ロータリーに人頭分担金を納めていること
２．  RI 組織規定文書に沿って定期的に会合を開くこと
３．  その会員が、ロータリー・ワールド・マガジン・プレスの雑誌を購読していること
４．  地元や他国の地域社会のニーズに取り組む奉仕プロジェクトを実施すること
５．  ガバナー、ガバナー補佐、またはRI 役員の訪問を受け入れること
６．  ロータリー章典 72.050.（クラブと地区の賠償責任保険）の規定する通り、適切な一

般責任保険そして理事および役員／雇用慣行賠償責任保険に加入していること
７．  RI 定款・細則、そしてロータリー章典に矛盾しない方法で行動すること
８．  他からの援助なしにRI の会費および地区会費を支払うこと
９．  正確な会員リストを適時に事務総長に提出すること。少なくとも、クラブは、会員身分

の変更につき事務総長に 7月 1日および 1月 1日必着で報告を行うこと
10．  クラブ内部の論争を友好的な方法で解決すること
11．  地区との協力的な関係を維持すること
12．  RI 定款・細則等に定める救済措置を尽くす前に、国際ロータリー、ロータリー財団、

RI 職員、協力財団および国際ロータリーの各国際事務局に対する訴訟を提起もしくは
維持しないようにRI に協力すること。さらにまたクラブ会員が当該訴訟を提起もしく
は維持しないようにRI に協力すること

13．  RI 細則に明記されている、選挙審査手続に従い、そして実施すること。
　各ガバナーは、上記の基準に基づき、機能を喪失している地区内のクラブを特定する。ロー
タリーのシニアリーダーもまた、観察によってクラブが機能を喪失していることに気付いた場
合には、それを報告するよう奨励されている。 （2014年 12月理事会決定 121号）

●クラブのゲストとしての学生
　クラブは、クラブ例会にゲストとして学生を招待するよう奨励されている。クラブは、大学
やその他の学校の学生に積極的に働きかけ、ロータリーの理念や基本原則を理解してもらうよ
う奨励されている。

●クラブの研修プラン（Club Training Plan）
　クラブは以下を確実にするための包括的研修プランを作成すべきである。
　　１．クラブ指導者が、適宜、地区研修会合に出席する。
　　２．新会員のために一貫したオリエンテーションを定期的に実施する。
　　３．現会員のために継続的教育の機会を提供する。
　　４．会員が指導力養成プログラムを受けることができるようにする。
 （ロータリー章典 8.050.2.）

●クラブの広報（Club Public Relations）
　クラブは、建設的な公共メディア機関および報道機関との関係を維持するものと期待されて
いる。クラブは、一般の人々を招いての会合を開くよう奨励されるべきである。広報は、いく
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つかの異なった聴衆に向けて行われるべきである。これらはすなわち、報道機関（メディア）、
地方の政府や自治体役員、事業界、市民リーダーや市民団体、および資格のある会員候補者な
らびにロータリー奉仕プロジェクトの影響を直接に受ける人々である。
 （ロータリー章典 9.050.）

●クラブの再結成（Reorganization of Club）
　　加盟を終結させられたクラブが再結成を求めた場合、または同じ所在地域に新クラブが結
成される場合、理事会は、加盟の条件として、このような元クラブに加盟金の支払いを求める
か否か、または、RI に対する元のクラブの負債の支払を求めるか否かを決定することができる。
 （RI 細則 3.020.）

●クラブの財務（Club Finances）
　各会計年度の初めにクラブの理事会はその年度の収支予算を作成するか、または作成せしめ
なければならない。その予算は、理事会によって承認された後、費目ごとに支出の限度となる
ものとする。ただし、理事会の決定措置によって別段の指示がなされた場合はこの限りでない。
　すべての勘定書きは、2名の理事もしくは他の役員の承認を受けた後ではじめて、会計ある
いは他の権限ある役員によって支払われるものとする。クラブのすべての財務処理については、
毎年有資格者による財務監査が行われるものとする。 （ロータリー章典 9.010.）

●クラブの出席規則の堅持（Club Adherence to Attendance Rules）
　クラブ指導者は、クラブ会員や会員候補者に次のことを強調すべきである。
１．規則正しい出席の価値と意義
２．標準クラブ定款第 12条第１節（出席－一般規定）で定められている 60％の出席義務
３．100％の出席を強調しすぎることなく、クラブの全活動に各会員が積極的に参加するこ

とが、クラブと地域社会にとって重要であること。

●クラブの出席報告（Reporting Club Attendance）
　クラブ幹事は、月次会員報告書／出席報告書を、各月の最後のクラブ例会から 15日以内に、
それぞれの地区ガバナーへ送付するものとする。

●クラブの所在地域（Locality（Geographical Boundaries）of a Club）
　新クラブの結成に必要な最低数の職業分類が存在する地域がある場合、そこに 1つのクラブ
を結成することができる。1つ以上のクラブが既に存在するその同じ地域にも、クラブを結成
することができる。参加型の活動をするクラブの所在地域は、全世界とするか、または、クラ
ブ理事会の決定通りとするものとする。 （RI 細則 2.020.）
　各ロータリークラブは、一定の場所（地域）に結成されなければならない。所在地域は、社
会的に貢献する仕事に活発に従事している、事業および専門職務に携わる人が十分な人数いて、
職場や住居と互いに近接しており、クラブとして活動できるのであれば、どのような地域であっ



－ 117 －－ 117 －

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

ア

カ

てもよい。クラブは、クラブ定款の中でその所在地域を定めるものとする。
 （ロータリー章典 3.020.）

●クラブの提案（Club Proposals）
　クラブの提出する立法案は、クラブの理事会から会員に提示され、正式に採択されたもので
なければならない。それから、その案件は採択されたことを証明するクラブの会長と幹事の署
名した書簡を添えてガバナーに送付しなければならない。クラブの立法案は必ず地区大会に提
出の上、この立法案に対する賛否について票決を受けなければならない。

●クラブの票数（Voting Strength）
　地区ガバナーは、少なくとも投票の 15日前までに地区内の各クラブに、各クラブの投票数
を通知する。クラブの票数は 1月 1日または 7月 1日、どちらか近い方の時点のRIデータベー
スに元づいた会員リストを用いて決定される。この期日以降に入会した会員は、クラブが投票
権を持つ選挙においてクラブの票数を決定するための会員数としてカウントされない。
 （ロータリー章典 17.040.4.）

●クラブの法人化（Incorporation of Clubs）
　クラブは、その法人設立定款の中に、今後の改正も含め、現行のRI 定款・細則に忠実に従う
という文章を加えるなら、法人化することができる。
　クラブは、クラブの法人化あるいはその活動によって、クラブのプロジェクトおよび活動か
ら生ずる法的責任に対する保護が必要な場合、弁護士および損害賠償保険専門家の助言を得る
ものとする。本項の目的のために、以下の語句は次の通りの意味を持つものとする。
１）  「法人」という語は、法人、協会、有限責任会社、あるいは地元の法務当局により認め

られているその他の類似した組織体を意味するものとする。
２） 「法人化」と言う語は、法人を設立する手続を意味するものとする。
３）  「法人規約文書」とは、法人設立定款または組織設立定款、細則および類似した文書を

含め、その管理および運営のための手続きを行った法人により正式に採択された文書を
意味するもの。 （ロータリー章典 2.060.）

●クラブの募金活動の法的要件（Legal Requirement for Club Fundraising）
　国内法によりクラブ定款に募金活動に関する規定を設けることが義務付けられている場合、
このような権限を求めるクラブは、RI 細則 2.030.3.（理事会による標準クラブ定款の例外の
承認）の規定に沿って行動し、地元の要件を満たすようクラブ定款を改正するために理事会の
承認を求めるものとする。このような要請が法律により義務付けられたものである場合、これ
らの要請は有利に検討されるものとする。 （ロータリー章典 9.040.1.）

●クラブのポリオプラス委員会（Club Polio Plus Committee）
　クラブレベルにおけるポリオ撲滅活動を推進、支援する為、クラブ会長により任命される。
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クラブ・ポリオプラス委員会の活動の焦点は、クラブの所在地域でポリオが発生しているか否か、
またその地区や国がポリオ撲滅のどの段階にあるかによって異なる。

●クラブの未納金の徴収手続
　　（Procedures for Collection of Club Past Due Financial Obligations）
　RI は、未納となっているクラブの納入義務金の徴収手続を採択し、これには次の項目が含ま
れている。
１）  米貨 250ドルを超える未納金のあるクラブには、支払期日を 60日（2カ月）超過する

と、督促通知が送付される。支払期日を 90日（3ヶ月）超過すると別の督促通知が付
される。

２）  米貨 250ドルを超える未納金のあるクラブは、支払期日を 120日（4カ月）超過すると、
加盟が終結される。

３）  米貨 250ドル以下の未納金のあるクラブには、支払いを督促する書簡が送付されるが、
加盟終結という文言はない。

４）  未納となっている納入義務が米貨 50ドル以下である場合は納入期限から 180日経過
した時点で帳簿から抹消することができる。

５）  クラブの財政義務に関する抹消記録は維持しておき、理事会がいつでも閲覧できるよう
にしておく。 （ロータリー章典 9.020.1.）

●クラブの名称（Club Name）
　ロータリークラブの名称は、クラブの所在地域を示すものでなければならない。その名称は、
その地域の地図を見れば容易に所在地が分かるようなもの、あるいは何らかの関連情報を含む
ものとし、その地域をよく知らない人でも、大体の位置が把握できるようにしなければならない。
 （ロータリー章典 3.010.）
同じ所在地域の追加クラブの名称（Name of Additional Club in Same Locality）

　既存のクラブと所在地域を同じくする新クラブがアディショナルクラブとして設立される場
合、アディショナルクラブは、その名称として所在地域を明確にする語句そしてさらなる識別
語句、あるいはその他の適切な指示語句を採用しなければならない。
 （ロータリー章典 3.010.1.）

●クラブの目的（Purposes）
　本クラブの目的は、「ロータリーの目的」の達成を目指し、五大奉仕部門に基づいて成果あふ
れる奉仕プロジェクトを実施し、会員増強を通じてロータリーの発展に寄与し、ロータリー財
団を支援し、クラブレベルを超えたリーダーを育成することである。 （標準クラブ定款第 3条）

●クラブのリストおよび会員名簿を他団体に提供しないこと
　　（Club List and Membership List Not to Be Furnished to Other Organizations）
　クラブのリスト、役員リスト、および委員会委員あるいはロータリアンのリストは、以下の
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例外を除き、他団体に提供しないものとする。
ａ）  政府機関の法的条件を適えるため
ｂ）  理事会あるいはその執行委員会の同意がある場合、ただし、理事会あるいはその執行委

員会が準拠法に違反してこのようなリストを提供しないことが条件である。
 （ロータリー章典 11.020.1.）

●クラブ・ビルダー賞（Club Builder Award）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P738）

●クラブフォーラム（Club Forum）
　「クラブ討論会」を参照。

●クラブ・プロジェクトおよび活動の広報（Publicity for Club Projects and Activities）
　クラブは、ロータリーの意図と業績を明らかに示すような、成功を収めた奉仕プロジェクト
や活動を広報するよう努めるものと期待されている。過去の経験から、以下のようなロータリー
の話題が広報において最も効果的であることが示されている。
１．卓越したボランティア
２．先進国と開発途上国の人々の交流
３．地元地域で実施されているロータリーもしくはロータリー財団プロジェクト
４．青少年交換学生、財団奨学生、あるいはロータリーの交換プログラムの参加者
５．ロータリーの奉仕から恩恵を受けている人々に関する人道的な話題
６．ポリオプラス活動――特にポリオ感染地域における活動 （ロータリー章典 9.050.2.）

●クラブ報告（Club Reports）
　毎年 7月 1日および 1月 1日、または理事会により定められたほかの期日に、各クラブは、
同日におけるそのクラブの会員数を理事会により指定された方法で理事会に証明しなければな
らない。 （RI 細則 18.020.）

●クラブ奉仕（Club Service）
　クラブ奉仕は、クラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動に関わる
ものである。クラブ奉仕に関する詳細は、「クラブ奉仕プロジェクト委員会の手引き」（226D）
を参照。

●クラブ訪問報告用紙（Memo of Club Visit）
　ガバナー補佐あるいはガバナーがクラブ訪問中に記入する書式。クラブの目標への進捗状況
を見極め、クラブのための適切な支援方法を判断するために役立てられる。また報告用紙は、
クラブの進捗状況に関しての年次記録となり、機能していないクラブを特定する際に利用され、
地区およびRI によって使用される。



－ 120 －－ 120 －

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

ア

カ

●クラブ役員および理事の資格要件（Qualifi cations for Each Club Offi  cer and Director）
　各役員および各理事は、いずれも、本クラブの瑕疵無き会員でなければならない。クラブ会
長の候補者は、指名に先立つ少なくとも 1年間、本クラブの会員であるものとする。ただし、
1年未満であっても、当該会員の奉仕がこの要件の趣旨を満たしていると地区ガバナーが判断
した場合は例外となる。会長エレクトは、ガバナーエレクトから特に免除されない限り、会長
エレクト研修セミナーと地区研修・協議会に必ず出席しなければならない。免除された場合は、
所属クラブによって指名された代理を必ず派遣しなければならない。この代理人は会長エレク
ト本人に対し結果報告するものとする。会長エレクトが、ガバナーエレクトからの免除を受け
ずに、会長エレクト研修セミナーおよび地区研修・協議会に出席しない場合、あるいは、免除
されても指定の代理をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレクトはクラブ会長
に就任できないものとする。このようなことが起こった場合、会長エレクト研修セミナーおよ
び地区研修・協議会、もしくはガバナーエレクトが十分であるとみなした研修に出席した後任
者が正式の手続によって選挙されるまで、現会長が継続してクラブ会長を務めるものとする。

●クラブ役員についての意見の相反（Club Offi  cer Disputes）
　クラブ役員として正規に選出されたのはどの会員であるかについてクラブ内で意見の衝突が
生じた場合、事務総長は地区ガバナーにこの衝突について調査するよう要請するものとする。
ガバナーは、クラブ役員として適切に認められるのはどの会員であるかを事務総長に通知する。
事務総長は、RI の管理運営の都合上、意見の衝突が解決されるまで、クラブ役員と認められる
のはどの会員であるかについてのガバナーの調査結果報告に頼るものとする。
 （ロータリー章典 10.060.）

●クラブ役員の交替（Rotation of Club Offi  cers）
　役職が交替で就任するという原則を守ることが、クラブにとって得策である。これには、理
事会メンバー、委員会委員長、および会長、幹事と会計の職務も含まれる。クラブ役員が 2年
連続して同一役職に就くことは奨励されておらず、また期待もされていない。しかし、引き続
き 2年目に同一役員を選んだり、元役員を再選することが有益であるとクラブがみなす場合も
ある。 （ロータリー章典 10.010.1.）

●クラブ役員のための広報の研修（Public Relations Training for Club Offi  cers）
　クラブは、報道機関からの問い合わせやインタビューに対応する際に使う効果的なテクニッ
クについて役員を研修できる人材を会員の中から探すよう奨励されている。クラブは、また、
すべてのクラブ指導者研修にロータリー広報に関する内容を含めるものと期待されている。
 （ロータリー章典 9.050.4.）

●クラブ役員の任務（Club Offi  cer Duties）
　各クラブ役員には、具体的な責務がある。詳しくは「クラブ役員キット」（225）に含まれて
いる以下の資料を参照。



－ 121 －－ 121 －

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

ア

カ

クラブ会長要覧（222）
クラブ幹事要覧（229）
クラブ会計要覧（220）
クラブ管理運営委員会の手引き（226A）
クラブ会員増強委員会の手引き（226B）
クラブ広報委員会の手引き（226C）
クラブ奉仕プロジェクト委員会の手引き（226C）
クラブ・ロータリー財団委員会の手引き（226E）

●クラブ役員の年次認証（Annual Recognition of Club Offi  cers）
　各クラブは、会長およびその他の役員の就任の為に、各ロータリー年度の初めに会合を開く
よう奨励されている。このような会合は、クラブ役員と会員がRI の目的に対する意を新たにし、
再確認する機会であると認識すべきである。このような会合は、地域社会にロータリーの目的
と目標を知らせる広報の機会にもなる。 （ロータリー章典 10.010.2.）

●クラブ理事会（Board of Directors, Club）
管理主体（Governing Body）

　クラブの管理主体はクラブの細則の定めるところによって構成される理事会とする。
 （標準クラブ定款第 13条第 1節）
権限（Authority）

　理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持つものとし、正当な理由がある場
合は、そのいずれをも罷免することができる。 （標準クラブ定款第 13条第 2節）
理事会による最終決定（Board Action Final ）

　クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は最終的なものであって、クラブに対して提訴
する以外にはこれを覆す余地はない。しかしながら、会員身分の終結の決定に関しては、会員
は標準クラブ定款第 15条第 6節（会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める権利）の
規定に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁に訴えることができる。このような提訴
の場合、提訴の対象となった決定は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、
その出席会員の 3分の 2の投票によってのみ覆すことができるものとする。そして、当該例会
の少なくとも 5日前に当該提訴の予告が、幹事により、各会員に対して与えられていなければ
ならない。もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終決定となる。
 （標準クラブ定款第 13条第３節）

●クラブ理事会および役員（Club Board of Directors and offi  cers）
　理事会は、クラブの意思決定機関であり、クラブの役員で構成される。理事会は、少なくと
も月 1回会合を開く。会長、直前会長、会長エレクト、副会長、幹事、会計および選出された
理事は、全員理事会のメンバーとする。また会場監督は、クラブ細則の定めるところに従って、
理事会のメンバーとすることができる。クラブ役員は、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、
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会計とし、副会長および会場監督を役員に含めることができる。
 （標準クラブ定款第 13条第 4節）
　クラブの理事会と役員の任務については、クラブ細則に詳細が定められている。

●クラブ理事会および役員の選出（Selection of Club Board of Directors And Offi  cers）
　クラブの理事と役員の選出手続は、各クラブの細則に説明されている。クラブは、より多く
の会員に指導力養成の機会を提供し、かつ、さまざまなアイデアを取り入れるために、毎年役
員を交代すべきである。このベストプラクティスは、会長と幹事の職はもとより、理事会メンバー
や委員長の職にも適用すべきである。
　場合によっては、2年目に同じ役員を選ぶことがクラブにとって最善なこともある。しかし、
避けられる場合には、役員が 2年続けて同じ役職に就くべきではない。
 （ロータリー章典 10.010.、標準クラブ定款第 13条第 5節）

●クラブ理事会と役員の資格（Qualifi cations）
　クラブ理事会と役員の資格は、標準クラブ定款に説明されている。各役員と各理事は、いず
れもそのクラブの正会員でなければならない。理事会メンバーは、現在リーダー職にある（ま
たは直前にリーダー職にあった）ロータリアンであるべきであり、活気あるクラブづくりに情
熱と力を注いでいる人であるべきである。
　クラブ会長は、会長エレクトである間に、会長エレクト研修セミナーと地区研修・協議会に
必ず出席しなければならない。 （標準クラブ定款第 13条第 5節）
　さらに、会長は以下の条件を備えているべきである。
１）  クラブ全体を指揮し、会員からの支援を集めるのに必要なスキルを備えている
２）  クラブの活動を遂行し、会員を指揮するのに必要な時間と労力を捧げることができる
３）  会長への指名に先立つ少なくとも 1年間、そのクラブの会員である（ガバナーにより例

外が認められた場合を除く）、および、クラブの理事、主要な委員会の委員、幹事のい
ずれかを務めた経験がある

４）  少なくとも 1回の地区大会または国際大会に出席した経験がある
５）  クラブの定款と細則を理解している。 （ロータリー章典 10.020.）

●クラブ理事会の会合
　理事会のすべての会合について書面による議事録が提供されるべきである。この議事録は、
当該会合後 60日以内に全会員が入手できるようにすべきである。

●クラブリーダーシップ・プラン（Club Leadership Plan）（CLP）
　CLPの目的は、効果的なクラブの管理に枠組みを提供することにより、ロータリークラブの
強化を図ることである。クラブリーダーは地区リーダーシップ・プランで説明されている地区
リーダーと協議を行った上で、クラブリーダーシップ・プランを実行する。クラブリーダーシッ
プ・プランは毎年見直しする。
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　効果的なクラブとは
ａ） 会員基盤を維持、拡大する。
ｂ）  地元地域社会ならびに他の国々の地域社会のニーズを取り上げたプロジェクトを実施

し、成功させる。
ｃ） 財政的な貢献およびプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する。
ｄ）  クラブの枠を超えてロータリーにおいて奉仕できるリーダーを育成する。

　クラブリーダーシップ・プランを実施するために、現任、次期、元クラブ指導者は以下を行
うべきである。
・効果的なクラブの要素に取り組む戦略計画を立案する
・年次目標を設定し、そしてロータリークラブ・セントラルに登録する。
・ 会員を計画過程に参加させ、ロータリーの活動に関する情報を伝えるためのクラブ協議会
を実施する

・ クラブ会長、理事会、委員会委員長、クラブ会員、地区ガバナー、ガバナー補佐、および
地区委員会の間で明確なコミュニケーションが確実に図られるようにする。

・ 将来の指導者育成を図るための一貫した引継ぎ計画の概念を含め、指導者の継続性を確保
する

・ クラブ委員会構成とクラブ指導者の役割と責務を反映させるために、細則に修正を加える
・ クラブ会員間の親睦をさらに深めるような機会を提供する
・ 会員全員がクラブのプロジェクトや運営に活発に関与するようにする
・ 以下を確実にするための包括的な研修を立案し、実施する

　　　１．クラブ指導者が、適宜、地区研修会合に出席する
　　　２．新会員のために一貫したオリエンテーションを定期的に実施する
　　　３．現会員のために継続的教育の機会を提供する
　　　４．全会員が指導力養成プログラムを受けることができるようにする。
 （ロータリー章典 2.020.）

●クラブ例会（Club Regular Meeting）
日および時間（Day and Time）

　本クラブは、毎週 1回、細則に定められた日および時間に、定期の会合を開かなければなら
ない。この会合には、直接顔を合わせて、または、その方法では出席できない会員のために、
オンライン例会、またはオンラインで接続する方法を活用して出席することができる。その代
わりに、クラブは、クラブのウェブサイトに参加型の活動を掲載することによって、毎週１回
または事前に決められた週に例会を開くものとする。後者の種類の例会は、参加型の活動がウェ
ブサイトに掲載される日に開かれると見なされるものとする。
会合の変更（Change of Meeting）

　正当な理由がある場合は、理事会は、例会を、前回の例会の翌日から次の例会の前日までの
間のいずれかの日または定例日の他の時間または他の場所に変更することができる。
取消（Cancellation）
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　例会日が一般に認められた祝日を含む国民の祝日に当たる場合、またはその週に一般に認め
られた祝日を含む国民の祝日が含まれる場合、またはクラブ会員が死亡した場合、または全地
域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合、または地域社会での武力紛争がクラブ
会員の生命を脅かす場合、理事会は、例会を取りやめることができる。理事会は標準クラブ定
款第 8条第 1節に明記されていない理由であっても、1年に 4回まで例会を取りやめることが
できるただし、本クラブが 3回を超えて続けて例会を開かないようなことがあってはならない。
衛星クラブの例会（該当する場合）（Satellite Club Meeting）（When Applicable）

　細則により定められている場合、衛星クラブは、会員により定められた場所と日時において、
毎週 1回、定期の会合を開くものとする。例会の日、時間、場所は、標準クラブ定款第 8条第
1節（b）（会合の変更）と同様の方法で変更できる。衛星クラブの各会合は、標準クラブ定款
第 8条第 1節（c）（取消）に列記されたいずれの理由によっても取りやめることができる。投
票手続は細則の規定通りである。 （標準クラブ定款第 8条）

●クラブ例会における礼儀作法（Decorum of Club Meeting）
　ロータリアンがそれぞれ両親、配偶者、あるいは子供を伴っている場合、そうしたロータリ
アンの前での話や奇を衒う冗談および余興は適正でも適切でもなく、また適切性を欠いたりそ
の場にそぐわないロータリアンの集まりも実施すべきではない。そうしたロータリアン家族の
前でのそのような冗談や話が適切に行われることがないならば、個々のロータリアンによる話
や冗談をいつも披露したりするのは適切ではない。 （ロータリー章典 7.020.1.）

●クラブ例会の運営（Conduct of Club Regular Meeting）
　世界中のロータリークラブには、色々な宗教的信仰あるいは価値観をもち、人類への奉仕に
結束している会員がいる。各ロータリークラブは自治的なものであるから、寛容というロータ
リーの基本原則を汲み、人道的奉仕プロジェクトへのロータリアンの参加を奨励するような方
式で良識を働かせて例会を行うべきである。

●クラブ例会の欠席（Absence from Club Meeting）
　以下の理由によりクラブ例会を欠席した会員を出席扱いにできる規定はない。
　　１．陪審員としての任務
　　２．義務づけられている議会への出席
　　３．船上で開かれる非公式なロータリアンの会合
　　４．他の奉仕クラブでの演説
　　５．兵役または国家警備隊に徴兵された場合。

●クラブ例会の実施（Conducting Club Meetings）
　クラブにはいろいろな宗教的信仰あるいは価値観を持つ会員がいることを認識し、各クラブ
は、寛容および人道的奉仕プロジェクトへの参加というロータリーの基本原則を汲むような方
法で、良識を働かせて例会を行うべきである。 （ロータリー章典 7.020.）
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●クラブ例会の場所（Club Meeting Location）
　クラブは、その所在地域内において例会を開くべきである。各クラブは、自己の権限で例会
場を決定できる。ただし、クラブの各会員は、いずれも他のロータリークラブの例会に出席す
る権利があるため、クラブは、世界中のクラブのどの会員でも出席できるような場所で例会を
開くものと期待されている。 （ロータリー章典 7.010.）

●クラブ例会のプログラム（Programs for Club Meeting）
　クラブは、クラブ用務と活動の討議のためだけの例会を開くべきである。
１．ロータリー教育：クラブは会員に対し、ロータリー情報、ロータリー教育、リーダーシッ

プ研修を提供するためだけの例会を開くべきである。
２．公共問題：クラブは、会員が関心を持つ公共問題を適切に討議することができるが、こ

のような問題が論議を呼ぶものである場合には、両方の意見が十分に代表されることが
条件である。意見の分かれている公共問題に対しては、いかなる団体行動もとらないも
のとする。

３．文化、経済、および地理的な状況：クラブは、言葉の障壁や文化的、社会的背景の相違
から生じる可能性のある困難を克服するのに役立つ手段として、自国以外の国の文化、
経済、地理的な状況に関するプログラムを設けるべきである。

４．ロータリー財団：クラブは、各ロータリー年度に少なくとも 2回、そのうち 1回はロー
タリー財団月間に指定されている 11月に、ロータリー財団の目的、プログラム、およ
び寄付増進活動に関するプログラムを取り上げた例会を設けるべきである。

 （ロータリー章典 7.030.）

●クラブレベルを超えたインターアクトの組織
ａ）  二つ以上のインターアクトクラブがある地区は、会員の中からインターアクト代表を選

出することができる。選挙方法は選挙の前に、地区のインターアクト委員会と地区ガバ
ナーによって決定するものとする。

ｂ）  選挙に関する異議申し立ては地区インターアクト委員長と相談のうえ、地区の方針に基
づき地区ガバナーによって解決することとし、RI は一切関与しないものとする。

ｃ）  地区インターアクト代表は、地区ガバナー、地区インターアクト委員会あるいは他の適
切な地区委員会によって指導と助言を受ける。また、地区インターアクト代表は、地区
内インターアクトに対して、特に地区内のインターアクトプログラムの拡大と充実につ
いて助言し、激励や示唆を提供しなければならない。さらに、地区インターアクト代表は、
国際理解を推進するプログラムの可能性と達成に焦点を当てるよう支援しなければなら
ない。 （ロータリー章典 41.010. の 18.）

●クラブレベルを超えたローターアクトの組織
１）  二つまたはそれ以上のローターアクトクラブを有する地区は、その会員の中から地区

ローターアクト代表 1名を選挙しなければならない。選挙の方法は、選挙に先立って、
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ローターアクト会員が決定するものとし、地区ローターアクト委員会と地区ガバナーが
承認する。地区ローターアクト代表として就任する前に、1年間ローターアクトクラブ
会長またはローターアクト地区委員会委員を務めた経験がなければならない。

２）  地区内に一つしかローターアクトクラブがない場合、地区ローターアクト代表は、就任
が可能な最も新しい元ローターアクトクラブ会長が務めるものとする。

３）  地区ローターアクト代表は、ロータリー地区ガバナーの助言と指導を受ける。そしてロー
タリー地区ローターアクト委員会、他の適切なロータリー地区委員会とともに活躍すべ
きである。

４）  地区ローターアクト代表は他の地区リーダーと協同して以下の事を実行すべきである。
ａ）  地区ローターアクトニュースレターを作成、配布すること。
ｂ）  リーダーシップ研修を支援し、実行すること。
ｃ）  地区ローターアクト委員長と調整を図りながら、地区内いたるところでローター

アクトの推進と拡大活動を実施すること。
ｄ）  奉仕活動を計画、実施すること（地区内のローターアクトクラブの 4分の 3の承

認を得た場合）。
ｅ）  ローターアクトクラブがプロジェクトを実施する際、助言と援助をすること。
ｆ）  地区内のロータリーとローターアクトの協同活動を調整することを支援するこ

と。
ｇ）  地区レベルにおけるローターアクトの広報活動を調整すること。
ｈ）  地区内のローターアクトクラブ役員の研修会を計画、実施すること。

５）  選挙に関する異議申し立ては、地区ローターアクト委員長との協議を行った上で、地区
方針に基づき地区ガバナーが解決しなければならない。RIは一切関与しないものとする。
 （ロータリー章典 41.020. の 15）

●クラブレベルでのバナー認証（Club Banner Recognition）
年次基金の一人当たりの寄付上位 3クラブ

　この表彰は、各地区内で一人当たりの寄付額が上位 3位内のクラブ（ただし少なくとも一人
当たり米貨 50ドル）に対して、ロータリー年度末に行われる。
EREYクラブ

　この表彰は、1ロータリー年度中に、一人当たりの平均寄付額が少なくとも米貨 100ドルに
達し、正会員全員が年次基金にいくらかの金額を寄付することで 100％の参加率を達成したク
ラブに対して行われる。これは、6月 30日現在の正会員数に基づいてロータリー年度末に行
われる。
100％財団の友クラブ

　この表彰は、1ロータリー年度中に、一人当たりの平均寄付額が少なくとも米貨 100ドルに
達し、正会員全員が年次プログラム基金に米貨 100ドル以上を寄付することで 100％の参加
率を達成したクラブに対して行われる。これは6月30日現在の正会員数に基づいてロータリー
年度末に行われる。
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100％・ポール・ハリス・フェロー・クラブ
　この一度限りの表彰は、クラブの正会員全員がポール・ハリス・フェローとなったクラブに
対して、ロータリー年度を通じて行われる。また、クラブ名は、ロータリーのウェブサイトに
掲載されている 100％ポール・ハリス・フェロークラブのリストに掲載される。

●クラブレベルの研修に対するガバナーの責務
　　（Governor's Responsivities to Club-level Training）
　ガバナーは、ロータリークラブが以下を含む包括的な研修計画を備えていることを確認すべ
きである。
　１．クラブ指導者が、適宜、地区研修・協議会に出席する。
　２．新会員のために一貫したオリエンテーションを定期的に実施する。
　３．現会員の為に継続的教育の機会を提供する。
　４．指導力育成プログラムを全会員が利用可能とする。 （ロータリー章典 19.010.3.）

●クラブを懲戒、加盟停止、または終結とする理事会の権限
　　（Board Authority to Discipline, Suspend, or Terminate a Club）
不払いあるいは会員報告不履行による停止または終結
　（Suspension or Termination for Failure to Pay Dues or Report Members）

　会費またはRI に対するその他の金銭的債務または承認されている地区資金への賦課金の支払
いを怠ったクラブの加盟は、理事会においてこれを停止または終結させることができる。また、
期限までに会員の変更を報告しなかったクラブの加盟も、理事会においてこれを停止させるこ
とができる。 （RI 細則 3.030.1.）
機能の喪失による終結（Termination for Failure to Function）

　何らかの理由により、クラブが解体し、または例会を定期的に開かず、その他機能を遂行で
きなくなった場合は、理事会が、そのクラブの加盟を終結させることができる。機能が遂行で
きなくなったことを理由として終結に踏み切る前に、理事会は、ガバナーに終結の事情に関す
る報告書の提出を要請するものとする。 （RI 細則 3.030.2.）
財団の資金管理に関する方針の順守を怠ったことによる加盟の停止または終結
　（Suspension or Termination for Failure to Comply with Foundation Stewardship Policies）

　理事会は、ロータリー財団の資金を不正に使用した会員、またはロータリー財団の資金管理
の方針に違反した会員を保有しているクラブについて、その加盟を停止または終結させること
ができる。 （RI 細則 3.030.3.）
法的訴訟による終結（Termination for Legal Action）

　組織規程文書に定められたあらゆる改善措置を講じる前に、クラブがRI またはロータリー財
団（理事、管理委員、役員、職員を含む）を相手に訴訟を起こしたり、訴訟を継続したりした
場合、またはそのような訴訟を起こしたり、訴訟を継続したりする会員がクラブにいる場合、
理事会はそのクラブの加盟を停止または終結させることができる。 （RI 細則 3.030.4.）
青少年保護に関する法の順守を怠ったことによる加盟の停止または終結
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　（Suspension or Termination for Failure to Comply with Youth Protection Laws）
　理事会は、ロータリー関係の青少年プログラムと関連して、青少年保護に関する法に違反し
た会員に対するいかなる申し立てにも適切に対処することを怠ったクラブについて、その加盟
を停止または終結させることができる。 （RI 細則 3.030.5.）
然るべき理由による懲戒（Discipline for Cause）

　理事会は、然るべき理由がある場合には、クラブを懲戒処分にすることができる。ただし、
問責書およびこれに関する聴聞の時と場所の通知が、聴聞の行われる少なくとも 30日前まで
に、そのクラブの会長および幹事に郵送されていなければならない。聴聞会には、当該地区の
ガバナー、またはそのガバナーにより選ばれたパストガバナーが、地区が費用を負担して出席
することができる。そのクラブには、弁護士をその聴聞における自己の代理人とする権利が与
えられるものとする。聴聞を行った後、理事会全員の多数決をもって、クラブを懲戒もしくは
加盟停止処分に付すか、または、全会一致をもって、クラブを除名することができる。
 （RI 細則 3.030.6.）
加盟停止期間（Period of Suspension）

　理事会は、会費またはRI に対するその他の金銭的債務、または承認された地区資金への賦課
金が全額支払われたと判断した時点で、または、ロータリー財団から支給された資金を不正に
使用したり、ロータリー財団の資金管理方針に違反した会員の会員身分を終結したと判断した
時点で、または、ロータリー関係の青少年プログラムと関連して、青少年保護に関する法に違
反した会員に対するすべての申し立てに、クラブが適切に対処したという証拠があると判断し
た時点で、または、然るべき理由による懲戒に至った問題が解決されたと判断した時点で、加
盟停止となっていたクラブの加盟会員としての権利を復帰させるものとする。その外のあらゆ
る事態にも、加盟停止の原因が 6カ月以内に改善されなかった場合には、理事会はそのクラブ
を終結させるものとする。 （RI 細則 3.030.7.）

●グレートブリテンおよびアイルランド内国際ロータリー（RIBI）
　　（Rotary International in Great Britain, and Ireland, the Channel Islands）
　グレートブリテン、アイルランド、チャンネル諸島およびマン島におけるロータリークラブ
連合会の呼称。1914年 5月 4日、当時英国の 8つのクラブは自治的ロータリー組織「イギリ
ス・ロータリークラブ連合会」British Association of Rotary Club （BARC）を結成した。
1922年 6月ロサンゼルス国際大会においてRI 定款・細則は大改正されたが、それ以前の結
成であるため、RI の管理上の地域単位と認められ、「グレートブリテンおよびアイルランド内
国際ロータリー」Rotary International in Great Britain and Ireland（RIBI）と改称した。
しかし、その権限・目的・職務はRI によって承認された定款ならびにRI の定款・細則に従う
ものとされている。
　選挙されるRIBI の役員は、会長、直前会長、副会長、名誉会計である。RIBI の会長、副会長、
名誉会計のノミニーは、RIBI 細則に従って選ばれ、推薦され、指名されるものとする。
　RIBI におけるガバナーは、その地区のクラブによって選ばれ、RIBI 年次大会において指名さ
れ、RI 国際大会において出席する選挙人によって選挙される。
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●経済と地域社会の発展月間（Economic and Community Development Month）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P732）

● GETS研修チーム（GETS Training Team）
　ガバナーエレクト研修セミナーで研修を実施するロータリアンは、GETS研修チームと称さ
れる。
　GETS研修チームリーダーは、次の項目を満たすべきである。
１．最近（望ましくは３年から５年以内）RI 研修リーダーを務めた者であること。
２．GETSチームメンバーの調整を図ること。
３．GETS開催前に、GETSチームメンバーを対象とした研修を実施すること。
４．必要であればGETSの研修資料をガバナーエレクトに配布すること。
５．ガバナーエレクトの出席を確認し、RI に報告すること。

　GETSトレーニングチームは、以下のゾーンから選出された最低５人の中核メンバーで構成
する。
１．GETS研修チーム
２．GETSチームメンバー
３．ロータリー財団地域コーディネーター
４．ロータリーコーディネーター
５．ロータリー公共イメージコーディネーター

　研修を受けるガバナーエレクトたちのために、委員会招集者による推薦を受けて、RI 会長に
よりGETS研修チームリーダーと指導者が選出されなければならない。対象のゾーンに国際
ロータリー研修リーダーがいない場合は例外を認める。
１．委員会招集者は必要に応じて追加チームメンバーを指名することができる。追加チーム

メンバーには資金提供されない。
２．選出された地区ロータリー財団コーディネーター、ロータリーコーディネーター、ロー

タリー公共イメージコーディネーターはGETS研修チームリーダーの指示に従いプレ
ゼンテーションを行うこととする。

３．チームのすべてのメンバーは、研修においてかなりの経験を有しているべきである。
 （ロータリー章典 19.040.5.）

● GETS研修チームメンバーの経費の支払い
　　（Reimbursement of Expenses for GETS Training Team Members）
　GETSチームリーダーとゼネラルトレーナーにはGETSに参加する費用が払い戻される。払
い戻しの対象は３泊分の宿泊代、３日分の食事代、GETS登録費用、往復の交通費、最高 50
ドルのGETSワークシートのコピー代。
　ロータリー財団地域コーディネーターに対しては、ロータリー財団での割り当てから払い戻
される。ロータリーコーディネーター１人およびロータリー公共イメージコーディネーター１
人に対しては国際ロータリーでの割り当てから払い戻しがされる。追加のチームメンバーには
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資金は拠出されない。
　国際ロータリーは、選出されたガバナーの数や使用言語において、正当な理由がある場合は
追加メンバーのための費用を負担することを考慮する。 （ロータリー章典 19.040.6.）

● GETSにおけるガバナーエレクト配偶者の研修
　　（Governor-elect Spouse Training at GETS）
　ロータリー研究会の招集者は、適切であればGETSにおける配偶者の研修を計画するため、
ガバナーエレクト配偶者のニーズ調査を実施するよう奨励されている。
 （ロータリー章典 19.040.7.）

● GETSの評価（Evaluation of GETS）
　事務総長は、全ガバナーエレクトに、GETS出席の少なくとも 60日前までに、研修の期待
事項などを効果的に知らせるものとする。ガバナーエレクトは、GETSの終了時に引き続いて
すぐに評価書を記入すべきである。GETS研修チームは、研修セッションの成功の度合い、RI
からの支援、諸手配、並びに今後の研修の改善点に関して評価書を記入するよう求められるも
のとする。 （ロータリー章典 19.040.8.）

●経口ポリオワクチン（Oral Polio Vaccine）（OPV）
　アルバート・サービン博士によって開発されたワクチンで、口から投与し、3種すべてのポ
リオウイルスに効くものである。OPVは、比較的安価で、訓練を受ければボランティアの人
でも簡単に投与できることから、ポリオ撲滅活動で使うワクチンとして選ばれた、ワクチン接
種を受けた人の糞便中に、短期間、ワクチンによるウイルスが排出されるため、地域単位での「集
団予防接種」が必要とされている。

●警告書（Warning Letter）
　補助金プログラムを申請し、補助金を受け取って 1年経過しても、中間報告も最終報告も提
出していない場合、Warning Letter が送付される。申請書を提出し、不備が指摘されたにも
かかわらず何の対応もしない場合もWarning Letter が送付される。前者の場合、最悪の事態
だと、クラブ名の公表、クラブの除名に至る。後者の場合、その申請書がキャンセルされる。

●ゲストとしてのロータリー財団学友（TRF Alumni as Guests）
　クラブは、ロータリー財団の学友、特にクラブの所在地に最近転居してきた学友をゲストと
して例会に招くよう奨励されている。学友は、来訪ロータリアンが払うのと同じ金額の出席費
用を払うものと期待される。

●決議（Resolution）（Club）
　事の如何を問わず、クラブを拘束する決議または提案は、理事会にて審議された後でなけれ
ばクラブで審議してはならない。もし、クラブ会合で提起されたときは、討議することなく理
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事会に付託しなければならない。

●決議案（Resolutions）
　決議審議会の意見の表明である案件は、決議案と称するものとする。 （RI 細則 8.020.）

●決議案の締切日（Deadline for Proposed Resolutions）
　決議案は、その案件が審議される決議審議会の開催年度の前年度 6月 30日までに、事務総
長に書面で提出されなければならない。理事会の提出する決議案については、決議審議会が閉
会するまでこれを受理し、その票決を行うことができる。 （RI 細則 8.050.）

●決議案の審査（Review of Proposed Resolution）
　定款細則委員会は、事務総長に提出されたすべての決議案を点検し、決議審議会に回付する
ものとする。また、以下に関する判断を理事会に推奨できる。 （RI 細則 8.070.）
１．正規の手続きで提出された決議案か否か、および （RI 細則 8.070.1.）
２．委員会が欠陥があると決定した決議案を、事務総長が決議審議会に回付しないか否か。
 （RI 細則 8.070.2.）

●決議案の提出者（Who May Propose Resolutions）
　決議は、クラブ、地区大会、RIBI 審議会または大会、および理事会が提案できる。
 （RI 細則 8.030.）

●決議審議会の会合（Meeting of the Council on Resolutions）
　決議審議会は、毎年開催されるものとする。決議審議会は電子的コミュニケーションを通じ
て招集されるものとする。 （RI 細則 8.010.）

●決議 23－ 34（Resolution 23－ 34）
　ロータリー資料 1・歴史的文書・「社会奉仕に関する 1923年の声明」を参照。（P551-553）

●決議 92－ 286（Resolution 92－ 286 ）
　ロータリー資料 1・歴史的文書・「社会奉仕に関する 1992年の声明」を参照。（P565-570）

●月次寄付レポート（Monthly Contribution Report）（MCR）
　地区内各クラブの寄付一覧表。My Rotary からみることができる。

●欠席（Non-attendance）
　「出席（Attendance）」を参照。
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●欠席補填（Make-up for Absence）
　「メークアップ」（Make-up）を参照。

●権限（Authority）（国際ロータリー・委員会）
　すべての委員会の運営および活動は、RI 細則 5.040.2.（役員および委員会に対する総括的
管理・監督）に準じて、理事会の管理と監督に従うものとする。会長指名委員会の会長ノミニー
の選出に関する決定を除き、すべての委員会による措置および決定は理事会の承認によっては
じめて効力を生じるものとする。ただし、RI 細則 11.060.（選挙運動、投票依頼、当選を図る
ための活動）および 11.070．（選挙審査手続）に抵触するすべての措置および決定は、理事会
がこれを管轄するものとする。 （RI 細則 17.090.）

●研修委員会（Training Committees）
１．目的
　　地区研修委員会は、ガバナー、ガバナーエレクトがクラブと地区の指導者に研修を行い、

地区の研修計画全般を監督する上で、支援する責務がある。
２．委員のその他の資格
　　研修、教育、または討論進行の経験を有する者を優先すべきである。
３．任務および責務
ａ）  委員会は、各会合の招集者に対して責任を負うという点を明確に理解していなければ

ならない。
ｂ）  委員会は、以下の研修ニーズについて、ガバナーエレクトと協力すべきである。

　　　　１）会長エレクト研修セミナー（PETS）
　　　　２）地区研修・協議会
　　　　３）地区チーム研修セミナー
　　　　４）ガバナー補佐の研修
ｃ） 委員会は、以下の研修ニーズについて、ガバナーと協力すべきである。

　　　　１）地区指導者育成セミナー
　　　　２）ローターアクト指導者育成研修
　　　　３）クラブレベルの研修
　　　　４）適宜、地区内におけるその他の研修行事
ｄ）  委員会はまた、地区ロータリー財団セミナーと地区会員増強セミナーの第二の責任を

負うことがある。これらの会合の第一責任は、他の地区委員会が負う。研修委員会は
研修に関連した事柄について助言をすることもできる。

ｅ）  会合の招集者の支持の下、委員会は以下に挙げる事項の 1つもしくはそれ以上に責
任を持つ。

　　　　１）プログラムの内容（理事会推奨のカリキュラムに準拠）
　　　　２）研修の実績
　　　　３）講演者やその他のボランティア探し
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　　　　４）研修リーダーの準備・研修
　　　　５）プログラムの評価
　　　　６）諸準備
　　　　７）新会員候補者に対するマーケティング
ｆ）  地区が多地区合同PETSの一員として参加する場合、ガバナーエレクトは、多地区

合同PETSの指針と手続きに従い、PETSにおける研修を立案し実施する者を選ぶ。
この人物は、本委員会の委員であるべきである。

●コーディネーターチームの協力（Working Together）
　地域コーディネーターはチームとなって互いに協力し、地区ガバナー、ガバナーエレクト、
その他の地区のリーダー、クラブ役員を援助し、リソースを紹介する。チームはさらに、ロー
タリーの戦略計画における以下の優先事項を支援する。
・クラブの支援と強化
・人道的奉仕の重点化と増加
・公共イメージと認知度の向上

　また、地域セミナーの開催においてもお互いに協力し、クラブの強化、ロータリーの公共イメー
ジの向上、成果をもたらす奉仕プロジェクトの増加、ロータリー財団推進のための計画を立案
する。

●コーポレイト・プログラム（Corporate Program）
　ロータリーという組織あげて取り組むプログラム。現在はポリオプラス・プログラム。

●コーポレイト・プロジェクト（Corporate Project）
　ロータリーが組織をあげて実施するようなプロジェクト。代表的な例がポリオプラス。

●コールドチェーン（Cold Chain）
　経口ポリオワクチンを適切な温度に保つための、ワクチンの保管と運搬方式およびその関連
設備（冷蔵庫、断熱ボックスなど）。

●公益財団法人ロータリー日本財団
　　（Public Interest Incorporated Foundation, Rotary Foundation Japan）
　新公益法人関連 3法（法人法、認定法、整備法）が、2008年 12月 1日より施行されるの
を受けて、これまでの特定非営利活動法人ロータリー日本財団を 2008年 9月 10日をもって
解散し、2009年6月に一般財団法人ロータリー日本財団を登記した。さらに、一般財団法人ロー
タリー日本財団は、2010年 12月 24日に公益認定を受け、「公益財団法人ロータリー日本財団」
となった。
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●講演者の斡旋（Speakers Services）
　ロータリークラブは、効果的な講演者を地元のグループに紹介すべきである。

●講演者の費用（Expenses of Speakers）
　RI 役員、元RI 役員、あるいはその他のロータリアンを招待するクラブは、その費用を支払
うものと期待されている。 （ロータリー章典 7.040.1.）

●効果的な奉仕プロジェクト（Eff ective Service Projects）
　効果的な奉仕プロジェクトは、問題の応急処置だけでなく、以下の要素を含んでいる。
・支援を本当に必要としている問題に取り組む
・地域の人々の生活を向上させる
・恩恵を受ける側の人々の技能や知識を生かす
・すべての参加者の貢献を、重要かつ必要なものとして認め、感謝する
・利用可能なリソースを調べた上で実施する
・測定可能な目標を定める
・効果的なネットワークを築く
・人々と地域社会の能力を高める

●効果的なロータリークラブ（Eff ective Rotary Clubs）
　効果的なロータリークラブは、
１） 会員基盤を維持、拡大する。
２）  地元地域ならびにほかの国々の地域社会において奉仕プロジェクトを実施し、成果をも

たらす。
３）  資金面およびプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する。
４）  クラブレベルを超えてロータリーにおいて奉仕できるリーダーを育成する。

●交換の種類（Types of Exchanges）
　青少年交換プログラムには 2つの異なる種類のプログラムがある。
Ａ．長期交換プログラム（Long-term Exchange Program）
　この交換には、年齢 15～ 19歳の学生が参加できる。19歳以上でも地元の法律に基づ
き、相手地区やクラブの同意書の提示によって許可される場合もある。長期交換学生は、
1学年度とするが、学年度の直前あるいは直後の休暇期間の一部またはすべてを含め、延
長することができる。この期間中に。学生は、受入国で 2つ以上のホストファミリーと生
活を共にし、学校に通学することが義務付けられる。
　学生は２つ以上の家庭でホームステイをしなければならず、継続して 3つの家庭に滞在
することが望ましい。
　派遣学生の両親は、受入学生のホストファミリーとなる義務は決してないものとする。
ただし、派遣学生の両親は、ホストファミリーとなることを申し出ることができるほか、
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適切なホストファミリーを探すのを支援することができる。
　派遣クラブと受入クラブは、学生 1人につきロータリアンのカウンセラーを 1名ずつ選
ばなければならない。このカウンセラーは学生と定期的に連絡を取り、学生とクラブ、学
生の両親または保護者、ホストファミリー、地域社会全体との連絡役を果たす。カウンセラー
は、交換学生を受け入れるホストファミリーの一員から選ばれてはならず、肉体的、性的、
精神的虐待を含め、交換中に生じる可能性がすべての問題や懸念事項に対処できるための
研修を受けなくてはならない。
　受入クラブは、一切の教育費を支給し、適切な学業プログラムを準備し、オリエンテー
ションプログラムを提供し、学生を受入先地域に馴染ませるために連絡を絶やさないよ
うにするべきである。
　受入クラブまたは地区は、関係者が合意の下に定めた少額の小遣いを学生に提供すべ
きである。一方、学校で食事が提供されない場合は、毎月の小遣いはそのような食費を
含めて十分な額とするべきである。
　派遣および受入をするクラブあるいは地区は、学生が少なくとも四半期ごとに報告書
を提出すべきである。この報告書には、現状の交換について、受入状況、精神面、懸念、
意見、提案などの情報を含むことが望ましい。指名を受けた青少年交換役員は、報告書
を慎重に検討し、必要があれば、交換学生から報告された不正行為に適切に対処すべき
である。

Ｂ．短期交換プログラム（Short-term Exchange Program）
　この交換には、年齢 15～ 19歳の学生が参加できるが、19歳以上でも地元の法律に基
づき提携地区やクラブの同意書の提示によって許可される場合もある。期間は数日間から
数週間までとさまざまである。学校の休暇中に行われることが多く、通常、学業プログラ
ムは含まない。短期交換は、受入国の一つの家庭にホームステイをするのが一般的だが、
多くの国の学生が集まる国際青少年キャンプまたは旅行として実施することもできる。
　成功を収めている交換プログラムの多くの期間が 1学年度未満であり、また、国際理解
と親善を育むという点において、必ずしも、すべてのプログラムが相互交換である必要は
ないということが認められている。
　短期交換ホームステイプログラムでは、通常、1家族で十分である。

　派遣クラブと受入クラブは、学生 1人につきロータリアンのカウンセラーを 1名ずつ選任し
なければならない。このカウンセラーは学生と定期的に連絡を取り、学生とクラブ、学生の両
親または保護者、ホストファミリー、地域社会全体との連絡役を果たす。クラブカウンセラーは、
交換学生を受け入れるホストファミリーの中から選出してはならず、肉体的、性的、精神的虐
待を含め、交換中に生じる可能性のあるすべての問題や懸念事項にも対処するための研修を受
けなくてはならない。
　また、受入クラブは、オリエンテーションプログラムを提供し、学生を受け入れ先地域に馴
染ませるために連絡を絶やさないようにすべきである。 （ロータリー章典 41.070.8.）
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●恒久基金（Endowment Fund）
　「ロータリー財団」を参照。（P368， 370）

●公共イメージ委員会（クラブ）（Public Image Committee）（Club）
　クラブ奉仕部門の一つの委員会で、ロータリーの歴史、目的および規模を一般に知らせる宣
伝方法を考案し、実施することを任務とする。会員の中の新聞関係者や放送関係者の協力を得
て十分なロータリーの広報に努めなければならない。

●公共イメージ委員会（地区）（Public Image Committee）（District）
目　的

　地区公共イメージ委員会は、ロータリーを一般市民に広め、ロータリーのプログラムへの理解、
評価、支援を推進すべきである。同委員会は、一般社会に向けての効果的な広報活動や好まし
いイメージがロータリーにとって望ましく不可欠な目標であることをロータリアンに広く認識
してもらうよう推進する。
委員のその他の資格

　クラブ公共イメージ委員会委員長としての経験を持ち、報道関係のロータリアンや、公共イ
メージまたはマーケティングスキルを持ったロータリアンを優先すべきである。
任務および責務
ａ） 公共イメージを優先させるよう地区内ロータリークラブに奨励する。
ｂ）  報道関係、地域社会のリーダー、ロータリープログラムの受益者にロータリーを推進

する。
ｃ）  ロータリーのビジュアルアイデンティティやボイスの利用を促進する。
ｄ）  地区ガバナーや他に重要な委員会委員長とコミュニケーションを図り、地区プロジェ

クトや活動の事情を常に把握しておく。
ｅ）  ロータリー公共イメージコーディネーターと連携し、協力し合う。
ｆ）  RI の公共イメージ資料をクラブと共有する。
ｇ）  クラブの公共イメージの重要性について個々のクラブに話す機会を得るよう努める。

その他の研修要件
　必要に応じてロータリー公共イメージコーディネーターが開催する研修会には委員長だけで
はなく、できるだけ多くの委員会メンバーが出席すべきである。
 （ロータリー章典 17.030.2. の E.）

●公共イメージ補助金（Public Image Grants）
　公共イメージ補助金は、あなたの地域社会でロータリーを広報し、あなたのプロジェクトを
広く地域に知ってもらうのに役立つ。この補助金は、テレビ、ラジオ、印刷媒体、屋外看板、
PSA（公共奉仕広告 public service announcements）を使った広報に利用でき、プロジェ
クトが完了した後で経費が地区に支払われる。単一地区でも、複数の地区でも、申請できる。
　「ロータリー公共イメージコーディネーター」を参照。
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●公式雑誌（Offi  cial Magazines）
　機関雑誌（ザ・ロータリアン）と地域雑誌（ロータリーの友など）の両方を含んで公式雑誌
と呼ぶ。
　機関雑誌：「ザ・ロータリアン誌」と「ロータリー・ワールド・マガジン・プレス」を参照。

●公式の色（Offi  cial Colors）
　RI の公式の色はロイヤルブルーおよび金色である。金色は、黄色のメタリック色で代用する
ことができる。RI 徽章および財団ロゴの印刷には、次の特定のPMS色を使用する。PMS871
メタリック・ゴールド、PMS123Cまたは 115Uゴールド（黄色）

●公式の旗（Offi  cial Flag）
　ロータリーの公式旗は、白地でその中心に組織の公式徽章を飾ったものである。輪全体は、
金色、輪縁の四つの窪みの部分はロイヤルブルーでなければならない。窪みの“Rotary”およ
び“International”の文字は金色、中心と楔穴は白色である。
クラブ旗としてこの旗を掲げるクラブは、大きな青色の文字で輪の上部に“Rotary Club”の
文字をまた、輪の下部に都市、州、省あるいは国家の名称を記入することができる。

●公式名簿（Offi  cial Directory）
　RI および財団の役員、委員会、支援グループ、および事務局職員の連絡先、世界中の地区お
よびガバナーの一覧、アルファベット順に記載された地区内のクラブとその連絡先の一覧。

●公式名簿におけるロータリー学友会の情報
　　（Rotary Alumni Association Information in The Offi  cial Directory）
　設立を認められたロータリー学友会の名称や住所、学友会の議長（会長または管理上のトップ）
の氏名や連絡先は事務総長が設定した期日までに提出されることを条件として毎年公式名簿に
記載される。それ以上の記述情報は名簿には記載されない。 （ロータリー章典 40.070.4.）

●行動する権限（地区）（Authority to Act）（District）
　夫々の地区は、地区を代表して行動する権限がある。ただし、地区は、国際ロータリーおよ
び /またはロータリー財団を代表して行動、交渉、または契約する権限を有することを表明し
てはならない。 （ロータリー章典 17.010.2.）

●広報とクラブ・プロジェクト（Public Relations and Club Projects）
　いずれのロータリークラブも毎年主要な社会奉仕活動を一つ提唱することが望まれる。成功
裡に完了した奉仕プロジェクトは、ロータリーに対する一般の人々の認識、理解を普及徹底さ
せるのに非常に効果的な方法の一つと考えられている。従って、見事に遂行されたプロジェク
トについてこれを一般の人々に広く知らせる活動はロータリー広報にとって不可欠である。
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●広報における国際ロータリーの責務
　　（Responsibility of Rotary International in Public Relations）
　ロータリーの国際事務局には、次のような責務がある。
１）  報道機関および外部との関係を通じて、世界的にロータリーのプログラム、活動、業績

について、一般社会に定期的に伝えられていることを確認すること。
２）  会長、RI 理事会、事務総長が効果的な広報プログラムを立案、実施するのを援助すること。
３）  効果的な広報プログラムを立案し、実行するために、ロータリー地区およびクラブの意

欲を高め、手法を示し、指導すること。

●広報における個々のロータリアンの責務
　　（Responsibility of the Individual Rotarian in Public Relations）
　各ロータリアンは、ロータリーの目的、プログラム、活動に十分精通し、その交友および職
業上の知己を通じてロータリーの意図と業績を推進する機会を求めるものと期待されている。
ロータリアンは、ロータリーの発展と奉仕活動を改善、拡張する為に、ロータリーとは何か、ロー
タリーが何をしているのかについて、直接他の人に知らせて、自分たちのクラブが地域社会に
おいてその存在を一層際立たせる力になるよう要請されている。

●広報におけるロータリークラブの責務
　　（Responsibility of the Rotary Club in Public Relations）
　各クラブは次のことを期待されている。
１）  建設的な対報道機関関係を維持する。
２）  成功を収めた奉仕プロジェクトや活動でロータリーの意図と業績を明らかに示すものを

報道機関を通じて広報する。
３）  ロータリアン誌、ロータリーの地域雑誌および他の推進方法を利用して、ロータリーの

意図と業績を地域社会内に広める。
４）  ロータリーの意図と業績を家族、友人、知人に知らせるようロータリアンに勧める。
５）  ロータリアンとその使命、規模、プログラム、活動を認識してほしい地域社会の指導者、

青少年、関係団体の理解を助長する。
６）  ロータリーの声価を損ねない、その効果を制約しかねない地域社会内もしくはクラブ内

の状態を防止、矯正するため積極的措置を講じる。
７）  報道関係者をできる限り会員に迎える。

●高齢者への心づかい（Concern for the Aging）
　ロータリークラブは、地元のニーズをくみ取った後、高齢者のための次のような活動を一つ
またはいくつか実施することに考慮を払うよう奨励されている
１）  引退についての研修または立案プログラム
２）  引退後の雇用の機会を見つけること（ボランティアおよびパートタイム）
３）  プロバスクラブまたは同種の団体の奨励
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４）  健康管理のサービスの手配
５）  精神衛生に関するプロジェクト
６）  交通の便などの提供
７）  住居のニーズに取り組むプロジェクト
８）  生涯教育の機会の提供
９）  財務についての相談
10）  世代間のずれに橋をかける活動
11）  レジャーの機会の提供。

●5カ年財務見通し（Five-Year Financial Forecast）
5カ年財務見通しを毎年見直す（Annual Review of Five-Year Forecast）

　毎年、理事会は、5カ年財務見通しを審議するものとする。その見通しには、RI の総収入と
総支出の予測を記載するものとする。その見通しには、RI の資産と負債と残高の予測をも記載
するものとする。 （RI 細則 18.060.1.）
5カ年財務見通しを規定審議会に提出
　（Presentation of Five-Year Forecast at the Council on Legislation）

　5カ年財務見通しは、財務に関する立法案の背景情報として理事会から規定審議会に提出さ
れるものとする。 （RI 細則 18.060.2.）
5カ年財務見通しの最初の年は規定審議会開催中
　（Year of Forecast Coincides with Council on Legislation）

　5カ年財務見通しの第 1年目は、規定審議会が開かれている年度とする。 （RI 細則 18.060.3.）
ロータリー研究会における 5カ年財務見通しに関する説明発表
（Presentation of Five-Year Forecast at Rotary Institutes）
　5カ年財務見通しは、討議に付すために各ロータリー研究会において理事または他の理事会
の代理が説明発表するものとする。 （RI 細則 18.060.4.）

●語学力強化研修講座（Concentrated Language Encounter）（CKE）
　CLE（語学力集中研修講座）は最初、タイの学校向けに開発された教授方法で、読み書きを
中心とした識字教育を目的としている。現地で教育プログラムの内容が決められるので、自分
たちの文化遺産に対する理解を深めたり、さらに保健、環境その他の問題への認識を高めるの
に役立っている。RI のライトハウス・プロジェクトは、オーストラリアの言語学者ウォーカー
博士（1997-'98年度RI 識字・計算能力向上グループ、ゼネラル・コーディネーター）の提唱
するこの手法によって、顕著な成果を上げている。現在、タイの全ての国立学校で採用されて
いるほか多くの発展途上国で取り入れられている。

●国際RYLA大会（International RYLA）
　RI 青少年指導者養成プログラム（RYLA）大会は、毎年国際大会に付随して開催される。参
加は招待制とし、参加を申し込む人は、地区レベルのRYLA行事にすでに参加したことがあり
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成果を収めた年齢 18歳から 30歳までの青少年参加者か、ロータリアンのカウンセラーでな
ければならない。議題は、RYLAの中心的カリキュラムに基づき、地区レベルのRYLA行事で
参加者に紹介されたリーダーシップの原則を国際的な場でさらに高めることを目的としている。

●国際協議会（International Assembly）
目的（Purpose）

　毎年国際協議会を開催するものとする。その目的は、ガバナーエレクトに、ロータリー教育
を行い、運営上の任務を指導し、鼓舞激励し、さらに、出席しているエレクトや他の人に、次
年度のロータリープログラムや活動の実施方法を討議・計画する機会を与えることである。
 （RI 細則 20.010.1.）
時と場所（Time and Place）

　理事会は国際協議会の会合する時と場所を決定するものとする。会長エレクトは、プログラ
ム決定の責務を負うものとし、国際協議会の手配を監督するために設置された委員会の委員長
を務めるものとする。国際協議会は 2月 15日前に開催されなければならない。理事会は、国
際協議会開催地を選ぶに当たり、ロータリアンが国籍だけを理由として参加できないことのな
いようあらゆる努力を払わなければならない。 （RI 細則 20.010.2.）
参加者（Participants）

　国際協議会に出席する権限のある参加者には次の人が含まれる：会長、理事、会長ノミニー、
理事エレクト、理事ノミニー、事務総長、ガバナーエレクト、RIBI 役員ノミニー、RI 各種委員
会委員長、およびその他の理事会の指定する者。 （RI 細則 20.010.3.）
特別、または局地的、協議会（Special or Sectional Assemblies）

　非常事態または特別の事情に対応するために、理事会は二つまたはそれ以上のこのような特
別協議会もしくは局地的協議会を開催する手配をすることができる。 （RI 細則 20.010.4.）

●国際協議会への出席（Attendance at International Assembly）
　ガバナーエレクトは国際協議会に出席することが義務とされる。各ガバナーが、その地区に
おけるRI の役員として効果的に行動し、かつRI 役員としてガバナーに期待されているクラブ
の指導、指揮、および助言を行うためには、この基本的経験と研修が不可欠である。
　各ガバナーは、ガバナー候補者全員および地区内の全クラブに対し、次のことを強調すべき
である。ガバナーエレクトはガバナーとして必要な準備をするためガバナーエレクト研修セミ
ナーと国際協議会に出席しなければならない。また、候補者が両会合にその全期間出席でき、
かつ実際出席するのでなければ指名は承認されない。RI 会長エレクトは、理事会に代わり、や
むを得ない事情を考慮した上で出席を免除することができる。この場合、ガバナーエレクトは
事務総長が提供する代替研修に出席することが条件とされる。

●国際共同委員会（Intercountry Committees）
　国際共同委員会（ICC）は、2か国以上の地区またはクラブ間の交流を推進し、さまざまな
国の人々の親睦と異文化理解を深めるものである。ロータリアンは、他国のロータリアン、ク
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ラブ、地区とのより深い結びつきを育み、国際的なネットワークを築くため、新しい国際共同
委員会を設置するよう奨励されている。国際共同委員会は、すべてのロータリー会合で推進さ
れるべきである。
　国際共同委員会の使命は、以下の通りである。
１）  ロータリアンに対して、互いの国と家庭を訪問し合うよう奨励する推進力となる。
２）  クラブと地区に対して、他国のクラブと地区とのつながりを築くよう奨励することに

よって、友情を深め、プロジェクトを充実させる。
３）  世界平和に貢献する。

　奨励される国際共同委員会の活動は、以下の通りである。
　・新ロータリークラブの結成を援助する。
　・参加国同士で姉妹クラブまたは双子クラブのネットワークを築く。
　・参加国同士でロータリー友情交換を実施する。
　・国際奉仕プロジェクトを立ち上げる、または実施する。
　・職業奉仕プロジェクトを立ち上げる、または実施する。
　国際共同委員会を設置し、これに加盟できるのは地区のみであるが、個人のロータリアン、
その配偶者、ローターアクター、ロータリークラブはこの委員会の活動に参加できる。国際共
同委員会は、当該地区ガバナーの指揮および密接な協力の下で活動する。参加地区は、地区の
連絡役と国内担当委員長を務めるロータリアンを任命すべきである。各国際共同委員会は、個々
の地区による独立した活動として組織、運営されるものであり、RI のプログラムの一部ではな
い。しかし、国際奉仕プロジェクトのような 1年以上にわたる奉仕活動を手がけている国際共
同委員会は、RI の多地区合同奉仕活動の方針に従うべきである。クラブと地区は、ロータリー
財団プログラムへの参加、特にグローバル補助金プロジェクトの立案を推し進めるために、既
に確立された国際共同委員会との関係を活用することが奨励されている。
 （ロータリー章典 41.020.）

●国際研究会（Institute , International）
　現、元、次期地区ガバナーが出席し、通常、RI 国際大会に付随して開かれる会合。ロータリー
のプログラムやRI の管理運営に関する時宜を得た議題が非公式に討議される。

●国際財団活動資金（World Fund）（WF）
　年次寄付と恒久基金利息の 50％が、シェアシステムの下で、国際財団活動資金（WF）に充
てられる。ロータリー財団管理委員会がその使途を決定する。

●国際大会（RI Convention）
時期および場所（Time and Place）

　RI の国際大会は、理事会の決定する時と場所において会計年度の最後の３ヶ月中に開催され
るものとする。ただし、十分な理由があるときは、理事会はこれを変更することができる。
 （RI 定款第９条第 1節）
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臨時国際大会（Special Conventions）
　非常事態発生の場合、会長は理事会総員過半数の同意の下に、臨時国際大会を招集すること
ができる。 （RI 定款第 9条第 2節）
代表（Representation）
（a）  すべての国際大会において、各クラブは少なくとも 1名の代議員をもってクラブを代表

させる権利を持つ。会員数が 50名を超えるクラブは、50名ごとに 1名、端数が 26
名以上の場合、さらに 1名の追加代議員をもって代表させる権利を持つ。この目的のた
めに、代議員数は、国際大会直前の 12月 31日現在におけるそのクラブの会員数に基
づいて決定されるものとする。クラブはそのクラブの持つ 1票または 2票以上の票を投
じる権限を 1名の代議員にゆだねることができる。

（b）  各クラブは、RI の国際大会に代議員としてそのクラブの会員、または委任状による代理
者を送り、国際大会の決定に付せられた各提案に対して投票する義務を負う。

 （RI 定款第 9条第 3節）
特別代議員（Delegates-at-Large）

　RI 役員および元会長で、現在も会員としてクラブに籍を有する者は、特別代議員とする。
 （RI 定款第 9条第 4節）
選挙人および投票（Electors and Voting）

　正規の信任状を持つ代議員、委任状による代理者、および特別代議員が国際大会の選挙体を
構成し、これを選挙人と称する。投票は細則の定めに従って行わなければならない。
 （RI 定款第 9条第 5節）

●国際大会開催地の選定手続（Convention Site Selection）
　事務総長は、RI 国際大会を開催するための施設とサービス体制が備わっていることを報告し
た世界各地の諸都市に関する最新の情報を維持し、RI 理事会と協力して将来のRI 国際大会開
催地に関する計画を立てる。国際大会をホストすることを希望する地区は、国際ロータリー世
界本部に最新の開催地選定基準の送付を要請できる。

●国際大会議事録（Convention Proceedings）
　国際大会議事録は、毎回、ガバナー、ガバナーノミニー、現および元RI 役員、現RI 委員に
各１部贈呈される。一般には世界本部で販売されているが、日本事務局に注文できる。

●国際大会推進委員会（Convention Promotion Committee）
目　的

　同委員会は、地区全域のロータリアンに年次大会への出席を推進するものとする。
委員のその他の資格

　RI 国際大会に少なくとも 1度は出席したことのある、そして、あるいはマーケティングのス
キルを備えたロータリアンを優先すべきである。
任務および責務
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ａ）  国際大会を推進するため、クラブと地区の会合に出席する。
ｂ）  国際大会の資料や情報に関する地元の支援源としての役割を果たす。
ｃ）  RI ウェブサイトへのリンクを設けた地区のウェブサイトを立ち上げるか、または既存の

ウェブサイトを拡張する。
ｄ）  必要な場合には、国際大会関連の重要な資料を地元の言語に翻訳する。
ｅ）  登録する可能性のある人々を特定し、Eメールや書簡、その他の通信手段を用いて登録

を推進する。 （ロータリー章典 17.030.2. の H.）

●国際大会代議員（Delegates to the Convention）
代議員（Delegates）

　すべての代議員およびその補欠者は、委任状による代議員を除き、本人の所属クラブを代表
するものでなければならない。 （RI 細則 10.040.1.）
補欠代議員（Alternate Delegates）

　クラブは、その代議員を選任する場合に、代議員ごとに１名の補欠代議員を選ぶことができる。
さらにその補欠代議員が必要な場合の任務を行うことができなくなったときには、第２の補欠
代議員を選ぶことができる。補欠者は、自分がその補欠者となっている代議員が欠席した場合
にのみ投票を行うことができる。第２補欠者は、自分のクラブのどの代議員のためにも、その
代議員の補欠者が欠席した場合、その代議員の代わりを務めることができる。補欠者が代議員
に代わる場合には、国際大会に提出された案件に対し、自分がその補欠者となっている代議員
が投票しうる票数と同数の投票を行うことができる。 （RI 細則 10.040.2.）
代議員の交替手続（Delegate Substitution Procedure）

　補欠者が代議員に代わる場合は、信任状委員会に通知しなければならない。このようにして、
補欠者が代議員に代わった場合、その補欠者は、その大会が終了するまで引き続き代議員を務
めるものとする。大会開催地のクラブの代議員については、信任状委員会は、補欠者が代議員
に代わる場合を一つまたはいくつかの本会議について認めることができる。ただし、その代議
員が大会の運営に関する仕事に携わっていて、大会の会議に出席することが不可能な場合に限
られる。信任状委員会は、事前にこのような交替について正式に通知を受け、それを承知して
いなければならない。 （RI 細則 10.040.3.）
委任状による代理者（Proxies）（国際大会）

　国際大会でクラブを代表する代議員またはその補欠者を持たないクラブは、RI 定款第 9条第
3節（a）項（代表）に基づく数の投票権の行使を代理者に委任することができる。その委任状
による代理者は、同一地区内のどのクラブの会員であっても差し支えない。無地区クラブの場
合は、いずれかのクラブの会員を委任状による代理者に指定することができる。
 （RI 細則 10.040.4.）

●国際大会直前直後のホームステイ（Pre/Post Convention Homestay）
　国際大会直前直後の数日間、訪問中のロータリアンに対して、国際大会開催地近くの国を内
側から深く見る機会を与えるプログラムである。ホスト地域のロータリアンが、自発的に、自
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分の家庭を提供する。次いで、RI 世界本部が、ホストと他国のロータリアン（または家族）ゲ
スト候補者を組み合わせる。

●国際大会登録料（Registration Fee）
　国際大会に出席する 16歳以上の者は、すべて登録して登録料を支払わなければならない。
その金額は、RI理事会が定める。選挙人または委任状による代理者は、登録料を支払わない限り、
国際大会において投票する権利を有しないものとする。 （RI 細則 10.070.）

●国際大会における役員の資格条件（Qualifi cations of Offi  cers）
クラブ会員（Club Membership）

　RI の各役員は、クラブの瑕疵なき会員でなければならない。 （RI 細則 6.050.1.）
会長（President）

　RI の会長候補者は、会長に指名される以前にRI の理事としてその任期を全期務めた者でな
ければならない。ただし、全期に足りない在職であっても、理事会がこの規定の趣旨に照らし
て差し支えないものと認めた場合はこの限りでない。 （RI 細則 6.050.2.）
理事（Director）

　RI の理事候補者は、理事として推薦される以前にRI のガバナーとしてその任期の全期を務
めた者でなければならない。ただし、全期に足りない在職であっても、理事会がこの規定の趣
旨に照らして差し支えないものと認めた場合はこの限りでない。また、ガバナーを務めてから
少なくとも３年が経過していなければならない。理事候補者はさらに、推薦される前の 36カ
月間に、少なくとも２回の研究会と１回の国際大会に出席していなければならない。
 （RI 細則 6.050.3.）

●国際大会における役員の選挙（Election of Offi  cers at Convention）
　年次国際大会において選挙される役員は、RI の会長、理事、ガバナー、およびRIBI の会長、
副会長、名誉会計である。 （RI 細則 6.010.）

●国際大会におけるローターアクター（Rotaractors at Conventions）
　国際大会に登録したローターアクターには、すべての本会議、チケット制行事、討論グルー
プセッションに出席する機会を含め、全面的な参加を提供するものとする。国際大会の公式プ
ログラムの一環として、国際大会開会前に、RI によってローターアクト大会前会議が手配、実
施されるものとし、これには、RI ローターアクト委員会の選んだローターアクターにとって重
要な問題の討論が盛り込まれる。大会前会議は、国際大会の運営と手続きに関するRI の方針に
従って行わなければならない。事務総長は、ローターアクターがローターアクト大会前会議プ
ログラムの計画に参加する機会を得られるよう計らうべきである。大会前会議には、地区ロー
ターアクト代表の研修セッションが別個に盛り込まれるべきである。
 （ロータリー章典 41.040.4.）
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●国際大会の広報（Publicity of Convention）
　ホスト組織は、将来のどの国際大会についても、現年度の国際大会が開催されるまでホスト
エリア外での広報を控えることの重要性を理解すべきである。ただし、次年度の国際大会への
認識を高めるため、現年度の国際大会が終了する前に、RI は次の国際大会のウェブサイトのリ
ンクを提供するとともに、PETSにおいて事前の推進活動を行うことを許可する。

●国際大会の時期および場所（Time and Place of Convention）
　理事会は、国際ロータリーの年次国際大会が開催される年の 10年前より国際大会の候補日
および／または場所を決定し、その開催のためにあらゆる準備手配を行うことができる。国際
大会開催地を選ぶに当たり、理事会は、ロータリアンが国籍だけを理由として参加できないこ
とのないようあらゆる努力を払わなければならない。 （RI 細則 10.010.）

●国際大会の招集（Call to Attend Convention）
　国際大会の少なくとも 6カ月前に、会長は年次国際大会の公式招待状を発表し、事務総長が
これを各クラブに郵送しなければならない。臨時国際大会の招待状は、開催日の少なくとも
60日前に発行され、郵送されなければならない。 （RI 細則 10.020.）

●国際大会の定足数（Convention Quorum）
定足数（Quorum Number）

　全クラブ数の 10分の１を代表する代議員および委任状による代理者をもって、国際大会に
おける定足数とする。 （RI 細則 10.080.1.）
定足数の不足（Absence of Quorum）

　本会議において定足数の有無が問題となった場合、議長の定めた時間内は、票決を要する決
定を行うことができない。この時間は半日を超えないものとする。この時間が過ぎたときは、
定足数にかかわりなく、正当に上程された場合と同様に、その案件の決定を行うことができる。
 （RI 細則 10.080.2.）

●国際大会の手続規則（Rules of Procedure）
　RI 国際大会の議事運営手続は、1977年規定審議会で採択された（77-105）。以後、1980
（80-97）、1983年（80-193）、1986年（86-226）の規定審議会で改正された。この手続
は審議会によって使われる手続と似ている（規定審議会を参照）。全クラブ数の 10分の 1を代
表する代議員および委任状による代理者をもって、国際大会の本会議の定足数とする。
　国際大会手続規則は次のような投票手続を定めている。
１）  国際大会の投票は口頭で行われる。議長が投票結果を発表するか、「賛否分離方法によ

る採決」または起立投票を指示できる。起立した選挙人を 1票と数えるものとする
２）  選挙人が発表結果の正確さについて疑念を抱いた場合、その選挙人は直ちに「賛否分離

法による採決」を要求すべきである
３）  議長は、実際に数を数えることなしに起立投票の結果を宣言できるものとする。実数を
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数えることとする要求が即座に行われ、少なくとも 20名のほかの選挙人が機会を与え
られたうえでその要求に同調しない限り、その宣言をもって最終決定とする。

　要求があり、20名が同調した場合、議長は計算係を任命した上、再び採決を行う。今回は、
賛成側を起立させてこれを数え、着席させた後に、反対側を起立させてこれを数え、着席させる、
という方法による。議長は計算係の報告を発表し、この発表をもって最終とする。
　役員の指名・選挙の場合、選挙人は、自分の所持する代議員の信任状の数と委任状の数だけ
投票する資格がある。ただし、特別代議員は、国際大会全体に対して提出された案件について
のみ投票できる。

●国際大会プログラム（Convention Program）
　国際大会委員会が報告し、理事会によって承認されたプログラムが全会議の日程となるもの
とする。プログラムは、理事会の３分の２の投票によって国際大会中に変更することができる。
 （RI 細則 10.130.）

●国際大会への指名の提出（Nominations Presented to Convention）
会長ノミニーの氏名を選挙のため国際大会へ提出
　（Presentation for Election of Nominee for President）

　事務総長は、指名委員会によって正式に指名された者の氏名を、選挙のため、国際大会に提
出するものとする。このようなノミニーは、郵便投票が行われない場合、選挙後、次の暦年の
7月 1日に就任するものとする。 （RI 細則 12.090.1.）
会長エレクトの空席（Vacancy in the Offi  ce of President-elect）

　会長エレクトに空席が生じた場合、事務総長は、その空席を埋めるために指名される者の氏
名を選挙のため国際大会に提出するものとする。指名される者には、指名委員会が指名した者
およびクラブが正式に指名した対抗候補者が含まれる。事情により必要な場合は、RI 細則
12.080.（RI 細則 2.070.（クラブによる追加指名）に規定されていない不測の事故）の定め
るところにより、国際大会の議場においてクラブ代議員が対抗候補者を指名することができる。
 （RI 細則 12.090.2.）

●国際大会役員（Offi  cers of the Convention）
　国際大会の役員は、会長、会長エレクト、副会長、財務長、事務総長、国際大会委員長、な
らびに会場監督とする。会長が会場監督を任命するものとする。 （RI 細則 10.030.）

●国際奉仕（International service）
　国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じて、さらには、他国の人々を助けることを目
的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力することを通じて、他国の人々とその文
化や習慣、功績、願い、問題に対する認識を培い、国際理解、親善、平和を推進するために、
会員が行う活動から成るものである。 （標準クラブ定款第 6条４．）
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●国際奉仕委員会（International Service Committee）
地区およびクラブは、国際奉仕委員会を設立することが奨励されている。国際奉仕委員会の役
割は国際奉仕プロジェクトとグローバル補助金に関する助言を行うリソースおよび専門家を確
立することにより、地区の人道的努力の質を高めることを支援することである。地区国際奉仕
委員会委員長は、グローバル補助金申請の推進とロータリークラブと地区間のパートナーシッ
プの向上に力点を置くことと共に、プロジェクト実施のためのリソースと戦略の意識の高揚
　プロジェクトの実施、地域の問題についての中心となる専門家の選任、あらゆる種類の国際
奉仕に対するコミュニケーションとアカウンタビリティの確立の一元化に注意を払わなければ
ならない。
　地区の国際奉仕委員会委員長は、地区のロータリー財団委員会、補助金小委員会、社会奉仕、
職業奉仕委員会および学友委員会だけでなく、地区横断で他の指導者とも協議し協力するもの
とする。また、地区国際奉仕委員会は、地区ローターアクト代表、ロータリアン行動グループ、
ロータリー財団幹部のテクニカルアドバイザー、およびグローバル補助金申請の支援に関心を
持つ他の専門家と協力するものとする。効果的となるように、地区国際奉仕委員会委員長は、リー
ダーシップと成功プランの継続性を持たなければならない。ガバナーエレクトは直前ガバナー
およびガバナーノミニーと相談し、再任を妨げず３年任期で、元ガバナー、元ロータリー財団コー
ディネーター、または元ロータリー財団コーディネーター補佐をこの委員会委員長に任命する
ことが推奨されている。 （ロータリー章典 17.030.3. の B.）

●国際奉仕における個々のロータリアンの責務
　　（Responsibility of the Individual Rotarian in International Service）
　ロータリアンは、それぞれ、奉仕の第４部門に込められている理想の実現に寄与すべきである。
各ロータリアンは、広い見識に基づく世論をつくりだすよう助力するべきである。
　ロータリアンは、
１）  愛国主義にとらわれず、自分が、国際理解と親善と、平和を推進するという責務を共に

負っているものとみなすべきである。
２） 国家的または人種的優越感によって行動しないようにすべきである。
３） 他国民と協議する共通の基盤を求め、これを育むべきである。
４）  理想、言論、集会の自由、迫害と侵略からの解放、欠乏と恐怖からの解放を享受できる

ように、個人の自由を守る法律と秩序を擁護すべきである。
５）  一部地域の貧困は全体の豊かさを危うくすると認識し、あらゆる国の人々の生活水準を

高めようとする活動を支援すべきである。
６）  人類に対する正義の原則は基本であり、世界的なものでなければならないと認識した上

で、この原則を高く掲げるべきである。
７）  国家間の平和を推進しようと常に努め、この理想の為に個人的犠牲を払う覚悟をすべき

である。
８）  実践されれば、必ず豊かで充実した人生をもたらす基本的な道徳的・精神的基準が存在

するとの認識の下、国際親善への一歩として、あらゆる人々の信念を理解する精神を呼
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びかけ、これを実施すべきである。
９）  国家間の関係が緊迫しているところで活動やプログラムを実施する場合には、適切な注

意を払うべきである。

●国際奉仕におけるロータリークラブの責務
　　（Responsibility of the Rotary Club in International Service）
・ ロータリークラブは、政府や世界問題あるいは国際間の政策に影響を与えるような団体行
動を取ってはならない。

・ ロータリークラブで、討論会を開催して、公共の問題を論じても差し支えない。
・  RI の方針としては、ロータリークラブが国際問題を公平な立場で討論するプログラムを退
けるものではない。

・ ロータリークラブに於いて国際的な論題を取り上げる場合、論者に他国の国民を攻撃しな
いように注意してほしい。

・ ロータリークラブは、国際問題に関係を持つ特定の計画に関するいかなる決議をも採択し
てはならない。

・ ロータリークラブが存在する国家間の関係が緊迫している場合には、悪意や誤解を増すこ
とがないように、関係国および他の国々のクラブは、細心の注意を払わなければならない。

　ロータリークラブとロータリアンは、なお一層の努力をして、世界中の人々の間に理解と親
善を奨励・助長するよう要請されている。

●国際奉仕の目的（The Purpose of International Service）
　ロータリアンの間に、また、一般の人々の間に理解と善意を育むことが、ロータリーの国際
奉仕の明確な任務である。

●国際問題研究のためのロータリー平和センター
　　（Rotary Centers for International Studies in peace and confl ict resolution）
　「ロータリー財団」を参照。（P362-363）

●国際ロータリー（Rotary International）
　本組織体の名称は国際ロータリーとする。RI は、全世界のロータリークラブの連合体である。
 （RI 定款第 2条）
RI の目的（The Object of RI）

　RI の目的は次の通りである。
（a）  ロータリーの目的を推進するようなプログラムや活動を追及しているRI 加盟クラブと

RI 地区を支援すること。
（b）  全世界にわたって、ロータリーを奨励し、助長し、拡大し、管理すること。
（c）  RI の活動を調整し、全般的にこれを指導すること。 （RI 定款第 3条）
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●国際ロータリーおよびロータリー財団の他団体との関係
　　（RI and Rotary Foundation Relationships with Other Organizations）
　組織の使命を達成するために、RI とロータリー財団は、時に、今後の課題を共有し、共通の
目標を持つ他の団体と協力することが適切である。ロータリー以外の組織とそうした協力活動
はすべて、RI 理事会により設定されている手続および基準に準拠していなければならない。ま
たRI 理事会は、そうしたRI との関係においてロータリー以外の団体が使用するロータリー標
章に関する指針を設定している。

●国際ロータリー会長（RI President）
　会長はRI の最高役員である。会長はRI の第１の代弁者であり、国際大会とRI 理事会の会合
を主宰し、事務総長の仕事を見守り、事務総長に助言し、その職責に属するその他の任務を行う。
ａ）  RI の第１の代弁者とする。
ｂ）  すべての国際大会およびすべての理事会の会合を主宰する。
ｃ）  事務総長に助言する。
ｄ）  理事会の採択した戦略計画に沿って、その職責に属するその他の任務を執行する。

●国際ロータリー会長エレクト（President-elect, RI）
　RI 会長指名委員会から指名されたRI 会長ノミニーがRI 会長就任 2年前の年度の国際大会で
選挙された会長当選者のこと。選挙された歴年度の 7月 1日から会長就任までの 1年間は会長
エレクトとしてRI 理事会のメンバーを務める。
１．  会長並びに会長ノミニーと緊密かつ折り合い能く協力し、RI 会長という指導力の安定

性と継続性を保つこと。
２．  できる限り、数多くのロータリー研究会に参加するなど、会長に要請された任務を受諾

する心構えであること。
３．  RI の指導者としての 1年に備えるために、かなりの時間と努力を捧げる責任を負うこ

と。
４．  世界本部内の会長エレクトの執務室に移り、実務を行う補佐を決める。
５．  適切な資金的補助および職員の実務支援を提供するものとする。
６．  予算を含め、国際協議会のあらゆる面の指示、計画および監督に責任をもつものとする。
７．  会長就任年度の予算の作成に協力すること。
８．  RI 財務委員会の投票権を有する職権上の委員を務めること。
９．  事務総長と会合し、会長の任期中の公式な計画の準備手続を開始し、この計画を実施す

るために職員との業務協力を開始すること。
10.  すべての理事会に出席すること。
11.  会長就任年度の国際大会の計画を立て始めること。
　　 ａ．事務総長と会合し、国際大会の立案計画を立て始めること。
　　 ｂ．国際大会の計画立案のための委員会の会合期日を決めること。
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●国際ロータリー会長ノミニー（President-Nominee, RI）
 RI の細則に従って構成された会長指名委員会により指名された人が、その年度の国際大会で選
挙されるまでを会長ノミニーという。

●国際ロータリー研修リーダー
　　（Rotary International Training Leaders）
　研修リーダーは、毎年、会長および国際協議会議長と協議して会長エレクトにより選考される。
選考に当たっては、ロータリーの知識と効果的な指導技術分野における能力を習得しているこ
とに特別な考慮が払われなければならない。各研修リーダーの責務は、以下の事項が含まれる。
・ 国際協議会でグループ討論指導者を務めること。
・ 地区PETSと地区研修・協議会の準備をするガバナーエレクトと地区研修リーダーに助言
し、援助すること。

・ ガバナー補佐の研修プログラムの準備をする次期ガバナーに助言し、支援すること。
・ 地区ガバナーが次期地区インターアクト代表、次期ローターアクト代表およびクラブ会長
の研修セミナーを立案する際、顧問となること。

・ クラブと地区レベルのロータリー指導者へのロータリー情報源となること。

●国際ロータリー公式言語（RI Offi  cial Language）
　英語はRI 唯一の公式言語であり、クラブの加盟認証状を含むすべての公式文書は英語で発行
されるものとする。英語圏以外の国におけるロータリークラブに発行される加盟認証状には、
適切な場合、クラブが存在する国の言語に翻訳された加盟認証状が添えられるものとする。こ
のような翻訳にはRI の印章またはRI 役員の署名が付されることはないものとする。

●国際ロータリー公式被免許業者（Offi  cial Licensee, RI）
　特別に認められたロータリーの標章入り商品を製造または販売する免許をRI から取得してい
る組織。

●国際ロータリー国際事務局（international offi  ce, RI）
　RI 世界本部以外の世界各地にある事務局。各国際事務局は、指定された地域のロータリーク
ラブと地区に業務奉仕する。ブラジル、ヨーロッパおよびアフリカ、日本、韓国、南アジア、
南アメリカ、南太平洋およびフィリピン。

●国際ロータリー国際大会（Rotary International Convention）
　ロータリー国際大会は、RI 理事会の決定する時と場所において、会計年度の最後の 3カ月（4
月、5月、6月のいずれか）に開催されるものとする。 （RI 定款第 9条第 1節）
　年次国際大会の主な目的は、国際レベルにおいて、全ロータリアン、特に、次期クラブ会長、
ガバナーエレクト、およびその他のRI とクラブの次期役員を、鼓舞、激励し、かつ情報を与え
ることによって、地区レベルとクラブレベルにおけるロータリーの発展を推進しようとする意



－ 151 －－ 151 －

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

ア

カ

欲を喚起することである。国際大会はまた、ロータリーで培われた生涯の友情を祝うための場
であるため、国際大会の本来の目的を減じない限り、この国際的な行事で、社交および余興の
催しを行うことは妥当であるだけでなく重要である。 （ロータリー章典 57.010.）

●国際ロータリー細則（Bylaws, RI）
　RI 定款に沿ってRI を管理する規定。規定審議会でのみ改正できる。

●国際ロータリー資金の支出（Expenditures of RI Funds）
　如何なる目的の為であっても、計上された予算額を超える場合、事前にRI 理事会の承認を得
ない限り、支出してはならない。

●国際ロータリー常設プログラム（Structured Programs, RI）
　推奨された枠組みと指針を含む、クラブと地区のためにRI 理事会により奨励される組織化さ
れた活動。常設プログラムには次の活動が含まれる：インターアクト、ローターアクト、ロー
タリー地域社会共同隊、ロータリー友情交換、ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）、
青少年交換。

●国際ロータリー常任委員会（Committee, RI Standing）
　RI 理事会はコミュニケーション、定款細則、国際大会、地区編成、選挙審査、財務、ローター
アクトおよびインターアクトに関する常任委員会をはじめ、RI に最もためになると理事会が折
に触れ判断したその他の委員会を設置するものとする。

●国際ロータリー世界本部（RI World Headquarters）
　米国イリノイ州エバンストンにあるRI 中央事務局のこと。1991年よりRI 世界本部と改称
された。RI の総括的事務一般を執り行う。RI 会長の執務室があり、事務総長が常勤、職員約
500名が全世界の地区ガバナー、クラブその他のために働いている。
　世界本部は、北米、メキシコ、中米、カリブ海沿岸諸国、南米北部、ロシア東部、南極のク
ラブや地区の会員のための事務も取り扱う。
　このほか、世界に７つの事務局がある。
　　　所在地：One Rotary Center. 1560
　　　　　　　Sherman Avenue, Evanston. Illinois 60201, U.S.A.

●国際ロータリー中央役員（General Offi  cers of RI）
　RI の会長、副会長、その他の理事会のメンバー、（会長エレクトとRI の財務長を含む）、事
務総長。

●国際ロータリー定款（Constitution, RI）
　RI を管理する規定。規定審議会によってのみ改正できる。
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●国際ロータリーと国際奉仕
　　（Rotary International and International Service）
　RI は、様々な見解を持つ多数の国に存在しているロータリークラブによって構成されている
のであるから、RI は政治問題に関し団体行動をとったり、団体声明を発表してはならない。と
はいえRI は、世界各地の加盟クラブを通じて、国家間の平和の基礎として人々の間に国際理解
と親善を鼓舞・育成している。

●国際ロータリーと国連（Rotary International and the United Nations）
　RI と国連の関係は、国連設立当初からはじまっている。1949年にサンフランシスコで開か
れた国連憲章起草会議における 29の代表団に 49人のロータリアンが含まれている。ロータ
リアンは、他の非政府団体（NGOs）とともに、国連憲章の本文と中核、特に経済的、社会的、
人道的問題に影響を与えた。今日、ロータリーは、ユニセフ、ユネスコ、WHO、国連経済社
会（Ecosoc）においてコンサルタントの地位を保持している。1993年に、Ecosoc は、ロー
タリーをトップ・コンサルタントとして承認し、RI は、「第１カテゴリー」の指導的な国際
NGOsの一つとなった。

●国際ロータリー特別委員会（committee, RI special）
　任命が行われた各ロータリー年度の終わりまで活動が継続される委員会。RI 理事会により設
置される。

●国際ロータリーとロータリー財団の調整済みのコンタクトリスト
　　（Rotary International and Rotary Foundation “Coordinated Contact”）
　クラブ、地区や他のロータリー財団は、自らのプロジェクトのために他団体との協力関係を
育むよう奨励されているが、国際レベルでは、国際ロータリーとロータリー財団の戦略パート
ナーとなっている団体またはパートナーとなろうとしている団体、資金を拠出している優れた
団体がある。具体的リストについてはRIのウエブサイトを参照。このリストは随時更新される。
こうした団体に接触したいロータリアンはまず事務総長に連絡しなければならない。国際ロー
タリーは国連で諮問的地位を与えられているため、ユニセフ、ユネスコ水研究所、世界保健機
関以外の国連機関に協力したい場合は、RI 国連代表に相談すること。

●国際ロータリーに対し滞納金のあるクラブ
　　（Clubs With Past Due Financial Obligations to RI）
　以下の各項に記載された手続きが、クラブによるRI への納入義務金の支払いに適用される。
クラブの未納金の徴収手続
　（Procedures for Collection of Club Past Due Financial Obligations）

　RI は、未納となっているクラブの納入義務金の徴収手続を採択し、これには次の項目が含ま
れている。
１．  米貨 250ドルを超える未納金のあるクラブには、支払い期日を 60日（2ヶ月）超過す
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ると、督促通知が送付される。支払期日を 90日（3カ月）超過すると別の督促通知が
送付される。

２．  米貨 250ドルを超える未納金のあるクラブは、支払期日を 120日（4か月）超過すると、
加盟が終結される。

３．  米貨 250ドル以下の未納金のあるクラブには、支払いを督促する書簡が送付されるが、
加盟終了という文言はない。

４．  未納となっている納入義務金が米貨 50ドル以下である場合は納入期限から 180日経
過した時点で帳簿から抹消することができる。

５．  クラブの財政義務に関する抹消記録は維持しておき、理事会がいつでも閲覧できるよう
にしておく。 （ロータリー章典 9.020.1.）

ガバナーおよび理事に対する加盟終結の通知
　（Notice of Termination to Governors and Directors）

　地区ガバナーには、納入義務金未払いにより加盟が終結された地区内のクラブのリストが通
知され、国際ロータリーの理事にもゾーン内の、納入義務金未払いにより加盟が終結されたク
ラブのリストが通知される。 （ロータリー章典 9.020.4.）
未納金不払いにより加盟が終結されたクラブの加盟復帰
　（Reinstatement of Clubs Terminated Due to Non-Payment of Financial Obligations）

　加盟が終結されたクラブは、終結から５ヶ月（150日間）以内にのみ、加盟復帰を試みるこ
とができる。この期間内に加盟復帰を希望するクラブは、未納金全額および会員一人当たり米
貨 30ドルの加盟復帰費を支払わなければならない。さらにまた、クラブは現在の会員リスト
を提出しなければならない。５ヶ月間の復帰期間に未納金の一部しか支払われなかった場合、
その金額は加盟を終結するクラブの未納の金額に充当される。加盟が終結したクラブで、未納
金全額や加盟復帰費用、５ヶ月（150日）以内の会員リストの提出などを含む加盟復帰の条件
を満たさなかったクラブは、当初の加盟認証状を完全に失うこととなり、加盟復帰する資格が
なくなることとする。加盟復帰するクラブはクラブ名や歴史、加盟認証状を維持するものとし、
財務状態が健全であり、組織のすべてのサービスを受ける資格を持つものとみなされる。
 （ロータリー章典 9.020.5.）

●国際ロータリーの会員組織（Membership in Rotary International）
　ロータリークラブは、その会員であるロータリアンによって構成される。一方、国際ロータリー
（RI）は、ロータリークラブによって構成される。ロータリークラブは、標準クラブ定款を採用
しなければならない。 （ロータリー章典 2.010.、RI 定款第５条第１節、RI 細則 2.030.）
　標準クラブ定款と推奨クラブ細則は、RI のウェブサイト（www.rotary.org/myrotary）に
掲載されている。ただし、1922年 6月 6日より前にRI に加盟したクラブ、およびRI 試験的
プロジェクトに参加しているクラブは、クラブ独自の修正を加えた標準クラブ定款の下に運営
する資格を有する。 （RI 細則 2.030.2.、2.030.3.）
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●国際ロータリーの会計年度（Fiscal Year of RI）
 RI の会計年度は７月１日に始まり６月 30日に終わる。人頭分担金および購読料の徴収は７月
１日から 12月 31日までと１月１日から６月 30日までの二半期に分けて行われる。

●国際ロータリーの会合への出席（Attendance at Rotary International Meeting）
　RI 理事会は、標準クラブ定款の条項を次のように解釈してきた。ロータリアンが会期２日以
上のRI の会合（例えば地区大会）に出席したとき、その期日がメークアップ期間内に含まれる
場合、２回分のメークアップとみなすことができる。

●国際ロータリーの支出（Expenditures of RI）
　如何なる目的のためであっても、計上された予算額を超える場合、事前にRI 理事会の承認を
得ない限り、支出してはならない。ある費目が特定の目的の為に計上されている場合、例えば
ガバナーエレクトの国際協議会出席の経費のようなものは、RI 理事会の事前の承認なしに、ほ
かの目的に流用してはならない。

●国際ロータリーの使命（Mission of Rotary International）
　国際ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人びとに
奉仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進することである。
 （ロータリー章典 26.010.1.）

●国際ロータリーの収入（Revenue of RI）
　RI の収入の主要財源は、加盟クラブの人頭分担金、国際大会および大会の登録料、世界本部
建物のテナントの家賃収入、新クラブの加盟金、出版物の代金、機関雑誌の購読料および広告料、
免許料および使用料並びに投資に対する利子および配当金、投資市場の所得および損失である。

●国際ロータリーの職員（RI Employment）
　クラブは、RI に雇用されている人を会員として保持できる。 （RI 細則 4.080.）

●国際ロータリーの知的所有権の使用の制限
　RI ならびにクラブの名称、徽章、バッジその他の記章を、クラブまたはクラブの会員が商品
の商標または特別銘柄として使用し、あるいはその他商業上の目的のために使用することは一
切できない。これらの名称、徽章、バッジその他の記章を他の名称または徽章と組み合わせて
使用することはRI の承認しないところである。 （RI 細則 19.020.）

●国際ロータリーの知的所有権の保全（Preservation of RI's Intellectual Property）
　理事会はRI の徽章、バッジその他の記章をもっぱら全ロータリアンのみの使用と、その利益
のために確保し保全するものとする。 （RI 細則 18.010.）
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●国際ロータリープログラム（RI Programs）
　RI プログラムの用語と定義を次のように定める。
・ 特別プログラム（Special Program）：
ポリオプラスは国際ロータリーのプログラムであり、撲滅の証明が達成されるまで、すべ
てのプログラムに優先する。

・ 常設プログラム（Structured Programs）
RI 理事会がクラブと地区に推奨する体系的な活動で、その枠組みと指針も推奨されたもの
がある。

・ 世界ネットワーク活動グループ（Global Networking Groups）
共通する関心事に焦点を当てるために国際規模で組織された個人ロータリアンのグループ。

常設プログラムとして認められているのは以下の通りである。
・ インターアクト
・ ローターアクト
・ ロータリー地域社会共同隊
・ ロータリー友情交換
・ ロータリー青少年指導者育成プログラム
・ 青少年交換
世界ネットワーク活動グループには、次のものがある。
・ ロータリー親睦活動
・ ロータリアン行動グループ
奉仕の機会に関する項目には、次のものがある。
・ 危機下の児童
・ 障害者
・ 健康管理
・ 国際理解と親善
・ 識字・計算能力向上
・ 人口問題
・ 貧困と飢餓救済
・ 環境保全
・ 都市部の関心事項

●国際ロータリーのプロジェクト（RI Projects）
　ロータリーの目的は、個々のクラブおよびロータリアンの活動を通じて最も効果的に表れる。
その活動は、ロータリーの各種奉仕部門にわたるもので、各クラブが、自己の能力、資力、お
よび、会員がどのような特別なニーズと奉仕の機会に関心をもっているかを考慮してその活動
が決定する。しかし、時には、RI が、クラブの連合体として、ロータリーの目的の推進に役立
つプログラムやプロジェクトで、しかもそれに参加する集合クラブと個々のロータリアンたち
との共同活動によって有益な結果が得られると思われるものを発表することは、妥当と言える。
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●国際ロータリーの目的（The Object of RI）
　RI の目的は次の通りである。

（a）  ロータリーの目的を推進するようなプログラムや活動を追求しているRI 加盟クラブと
RI 地区を支援すること。

（b）  全世界にわたって、ロータリーを奨励し、助長し、拡大し、管理すること。
（c）  RI の活動を調整し、全般的にこれを指導すること。 （RI 定款第３条）

●国際ロータリーの役員（Offi  cers of Rotary International）
名　称（Titles）

　RI の役員は、会長、会長エレクト、副会長、財務長、その他の理事、事務総長、地区ガバナー、
ならびに、グレートブリテンおよびアイルランド内RI の会長、直前会長、副会長、名誉会計と
する。 （RI 定款第 7条第 1節）
選挙の方法（How Elected）

　RI の役員は細則の定めるところに従って指名され、選挙されるものとする。
 （RI 定款第 7条第 2節）

●国際ロータリーの旅行方針（RI Travel Policy）
　国際ロータリーの経費で旅行する者はすべて、国際ロータリー・トラベルサービス（RITS）
を利用しなければならない。全旅行の手配は、RI 旅行方針に従わなければならない。詳細は、
RITS、およびロータリーのウェブサイト（www.rotary.org）から入手できる「国際ロータリー
旅行方針」を参照。

●国際ロータリーのロータリー財団（The Rotary Foundation of RI）
　ロータリアンその他から寄付を受け、その寄付金をクラブや地区の奉仕プロジェクトに補助
金を授与する非営利団体。その使命は、ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を
高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすることである。

●国際ロータリー副会長（RI Vice President）
　副会長は、毎年国際大会終了後、次期会長によって２年目の理事の中から選ばれる。RI の中
央役員で、会長を補佐し会長の席が空席となった場合は、副会長が会長の地位を継承し、さら
にその他の理事会メンバーの中から新たに副会長を選任する。

●国際ロータリーへのガバナーの報告（Governor's Report to RI）
　ガバナーは、ガバナー任期中の５月 15日までに、RI への一般報告を完了することが義務付
けられている。その報告には、RI 事務局がクラブと将来のガバナーへの業務を向上させるのに
役立つような情報を含める。
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●国際ロータリー役員の選挙（Election of Offi  cers）
　RI の役員は、RI 細則 6.010.（国際大会における役員の選挙）と 10.120.（役員の選挙）に
規定するように年次国際大会で選挙されるものとする。 （RI 細則 11.050.）

●国際ロータリー役員の選出（Selection of RI Offi  cers）
最適任のロータリアン（Best Qualifi ed Rotarian）

　RI の被選役職における職務には、最適任のロータリアンが選ばれるものとする。
 （RI 細則 11.010.）
役員の指名（Nominations for Offi  cers）

　RI 会長、理事、ガバナーの指名は、指名委員会とクラブによって行うことができる。
 （RI 細則 11.020.）
資格条件（Qualifi cation）

　RI 役職の候補者または被指名者は、すべて、瑕疵なきクラブの会員であるものとする。
 （RI 細則 11.030.）
指名される資格がない人（Individuals Not Eligible for Nomination）
指名委員会（Nominating Committee）

　現実に指名委員に選ばれる、選ばれないにかかわりなく、指名委員会の委員となることに書
面で同意した者、その補欠者、指名委員候補者、また１度選ばれて、その後辞退した指名委員
候補者、また、その配偶者、子供、親は、その指名委員会が選ぶはずだった年度の役職に指名
される資格はないものとする。 （RI 細則 11.040.1.）
ロータリー職員（RI Employees）

　クラブ、地区、またはRI の常勤、有給の職員は、事務総長の役職を除き、選挙を要するRI
のいかなる役職にも就けないものとする。 （RI 細則 11.040.2.）

●国際ロータリー理事（RI Director）
　定員は 17名。RI 理事会の議長である会長、会長エレクトが理事会のメンバーで、その外
17名の理事が全世界 34ゾーンその他からRI 細則に基づき地区ガバナー経験者の中から指名、
国際大会で選挙される。各理事は、ロータリーの管理において全クラブを代表する責務を負う。
任期は２年。

●国際ロータリー理事会（Board of Directors）
構成（How Constituted）

　理事会の定員は19名とする。RI会長は理事会のメンバーであり、その議長となるものとする。
RI 会長エレクトは、理事会のメンバーとする。17名の理事は細則の規定に従って指名され、
選挙されるものとする。 （RI 定款第 6条第 1節 .）
権限（Powers）

　RI 定款および細則、1986年イリノイ州営利財団法およびその後の改正に従って、RI の業務
ならびに資金は理事会の指示と管理の下に置かれるものとする。RI の資金に関する指示と管理
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を執行するに当たり、理事会は、細則の規定によって定められた予算に従って、１会計年度中
にその経常収入と一般剰余金から、RI の目的達成のために必要な額を支出することができる。
理事会は、剰余金からの支出を必要とした特別な事情について次の国際大会に報告しなければ
ならない。理事会はいかなる場合にも、その時点におけるRI の純資産を超える負債を生じさせ
てはならない。 （RI 定款第 6条第 2節）
幹事（Secretary）

　RI の事務総長は理事会の幹事を務めるが、理事会の議事について投票権を持たないものとす
る。 （RI 定款第 6条第 3節）

●国際ロータリー理事会委員会（Committee, RI, Board）
　RI 理事会全体会議の特定の議題に関して勧告するために、選ばれた理事会メンバーからなる、
RI 会長によって設置される委員会。

●国際ロータリー理事会執行委員会（Executive Committee）
　理事会は、職権上の委員を含め 5名以上 7名以下の委員により構成される執行委員会を任命
することができる。執行委員会は、事務総長の業績の評価を少なくとも年に 1度理事会に報告
する。理事会は、この執行委員会に、理事会の会合と会合との中間期間中、理事会に代わって
決定を行う権限を委任することができる。このような権限は、既にRI の方針が確立されている
事項に限られる。執行委員会は、理事会によって定められ、RI 細則 5.070.（執行委員会）の
規定に反しない職務権限によってその任務を遂行するものとする。 （RI 細則 5.070.）

●国際ロータリー理事会の権限（Powers of the Board）
１．RI の業務の指示・管理（Directs and Controls the Aff airs of RI）
理事会は、次の方法によってRI の業務を支持・管理する。
（a） 組織の方針を設定すること。
（b） 事務総長による方針実施を評価すること。
（c）  定款、細則、1986年イリノイ州非営利財団法およびその後の改正によって与えられ

た権限を行使すること。
２．役員および委員会に対する総括的管理・監督
　　（Controls and Supervises Offi  cers and Committees）

　理事会は、RI のすべての役員、役員エレクト、役員ノミニー、委員会に対する総括的管理お
よび監督を行うものとする。然るべき理由がある場合には、聴聞を行った上、役員、役員エレ
クト、役員ノミニー、委員を罷免することができる。問責書を含む通知は、聴聞の行われる少
なくとも 60日前に、罷免聴聞にかけられる人に届けられていなければならない。このような
通知には、聴聞の日時と場所を明記し、郵便もしくは他の迅速な通信手段によって直接配達さ
れるものとする。罷免聴聞にかけられる人は、聴聞において、弁護士を代理人とすることがで
きる。役員、役員エレクト、役員ノミニー、委員を罷免するには、理事会全員の３分の２の投
票を必要とする。また、理事会は、RI 細則 6.120.（ガバナーの空席）に規定されるさらなる
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権限を持つものとする。
3．RI 戦略計画実行の監督
　　（Oversight of the Implementation of the RI Strategic Plan）

　各理事は、自分が選出されたゾーン、および交互に理事が選出されるもう一方のゾーン /組
み合わされたゾーンにおけるRI 戦略計画の実行を監督するものとする。 （RI 細則 5.040.）

●国際ロータリー理事の倫理規範（RI Director Code of Ethics）
１．  理事は、ロータリーの職務の遂行をはじめ個人生活においても、適用される法律と規制

を順守する。法人事業体として、国際ロータリーは、業務を遂行するさまざまな司法管
轄地域の法律の下にある。理事会は、当組織の資産と使命を守るために適用法を厳守す
べきである。さらに、私生活において行動する際にも、理事は、ロータリーの好ましい
イメージを維持し、守るために適用法を厳守すべきである。

２．  理事は、RI の定款規定文書の条項を順守する。理事会のメンバーには、RI の定款規定
文書の条項に従う法的義務がある。さらに、これらの規定文書は、３年毎の規定審議会
に表されているように、ロータリー会員の民主的意志を体現するものである。これらの
規定文書を通じて、会員は、理事会に期待される標準を設定している。これらの条項を
順守することで、会員からの信頼を築き、また会員からの期待に適う決定措置が取られ
ることを確約することになる。

３．  理事は、ロータリー章典に文書化されている通り、理事会の定めた方針の規定を順守す
る。長年にわたり、理事会は、当組織の目的を促進し、その使命を守るために、ロータリー
章典に文書化されている方針と手続を定めてきた。これらの規定の多くは、優れた組織
運営を確実にし、倫理的なイメージを推進することを目的にしている。これらの方針を
順守することは、当組織を守りつつ、これらの理想に対する固い決意を実証することに
なる。

４．  理事は、ロータリアンの利益とRI の目的の為に奉仕する。理事は、利害の対立に関す
る理事会の方針の要件に従う。理事は、RI に対し忠誠を尽くす義務がある。理事は、組
織の利益を第一に優先すべきである。理事会は、理事会の決定措置についても不適切と
みられることを防ぐことを目的とする「利害の対立に関する方針」を採択した。これは、
理事会に対するロータリアンの継続した信頼を確保するものである。

５．  理事は、その役職を個人的な威信や利益の為に利用しない。重要な役職に伴う権限は、
他のロータリアンにはない特別な名誉として認められるものである。このような特権を
巧みに利用する事は、重要な責務の妨げとなり、またロータリーの目的に対する専心に
疑問を挿むものとなる。

６．  理事は、当組織への義務を勤勉に履行するに当たり、細心の注意を払う。法律により、
理事には当組織に対する注意義務がある。理事は、通常同じような役職にある分別ある
人が類似した状況下に置かれた場合、適切な照会や相談といった方法を取るのと同様に、
細心の注意を払って責務を履行すべきである。理事は、職務上の決定を行う前に、妥当
に手に入るすべての情報につて把握しておくべきである。
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７．  理事は、関係者すべてに必要不可欠な公平さに基づく決定を行う。理事はしばしば、さ
まざまなロータリアンのグループや個人にかなりの影響を与える決定に直面する。理事
会が公平かつ当組織の最善の利益の為に行動するというロータリアンからの信頼を維持
するために、理事は、四つのテストに矛盾しない方法で、自らが下す決定の影響の可能
性を慎重に考慮し、その影響を受けるすべての人々を公平に扱うべきである。

８．  理事は、重要な財務情報の透明性を推進する。理事は、ロータリークラブとロータリア
ンを代表する当組織の資金管理者である。ロータリアンは、当組織の財務状況に関する
正確な情報を入手する権利を持つ。財務運営における透明性は倫理的な行為を促すもの
である。

９．  理事は、極秘情報の公表、連絡、活用を禁止、制限する。理事会のメンバーとして責務
を果たすに当たり、理事は、必然的に、極秘情報を入手することができる。忠誠義務の
一部として、理事は、この情報を決して個人目的のためではなく意図された目的だけの
為に使用し、不慮の暴露に対して細心の注意を払うべきである。

10.   理事は、経費支払の方針を順守する。理事会は、ロータリーに関連した経費の支払いの
ための手続に関する方針を採択している。これらの手続に従うことは、確実に適用法を
順守し、不適切と目に映る行為を防ぐことになる。

11.   理事は、専門職業人として態度と敬意をもって、RI および財団の職員と関わり合い、ま
た国際ロータリーのハラスメント（嫌がらせ）に関する方針を理解、順守するものとする。
理事は、RI と財団の職員と定期的な接触を持つことになる。専門職業人として、ハラス
メントのない環境を維持することは、職員がロータリアンに業務を提供するにあたって
その責務を効果的に遂行する上で不可欠である。さらに、職場におけるハラスメントは、
当組織の資産を危険にさらすことになる。事務総長は、職場におけるハラスメント予防
のための方針を定めている。容認できる関わり方の内容は、理事会と事務局の人々が代
表する様々な文化によって異なるものである。ハラスメントに関する方針は、職員との
適切な関わり方についての指針を与えるものである。理事会のメンバーは、たとえ意図
せずとも不適切な関わり方をすることを避けるために、この方針に精通し、厳守すべき
である。

12.   理事は、この倫理規定を順守し、他の理事にもそうするよう奨励し、違反の疑いや可能
性があれば事務総長または会長に報告する。この倫理規範の効果は、理事会が順守する
か否かにかかっている。方針を順守するために自己を律し、また他の理事に奨励するこ
とで、理事会は、方針の目標が果たされることを確実にすることができる。

実　施
　倫理規範は、オリエンテーション会合の一部として理事エレクトに配布し、検討するものと
する。理事にも少なくとも毎年提供される。各理事は、毎年この規範を読み、理解したことを
確認し、責務の遂行に当たってはこれを順守する。
解釈および施行

　倫理規範の違反の申し立てや可能性があることが認識された場合、事務総長と会長は、その
詳細を執行委員会へ提供する。その後、執行委員会は、すべての関連情報を入手し、委員会が
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適切とみなすあらゆる措置を取るものとする。これには、申し立てられた違反者への忠告や、
理事会への是正措置の勧告などが含まれる。理事会だけが、RI の定款と細則並びにロータリー
章典に則り、理事に対して懲戒措置を取ることができる。 （ロータリー章典 28.090.2.）

●国法の順守（Club Compliance with National Laws）
　すべてのロータリークラブは、クラブが存在し、活動している国の法律に従うものと期待さ
れている。クラブは、当該国の法律に従うべく、特定の法的要件を満たすために必要な措置を
取ることができる。ただし、以下を条件とする。
１．  当該国におけるクラブの組織と機能に関連する措置や手配が、クラブの実際の管理運営

と機能とのかかわりにおいて組織規定文書と矛盾しないこと。
２．  当該クラブが、RI 組織規定文書が時折改正されるにつれ、また、クラブがあらゆる点で

RI の加盟ロータリークラブであり続け、加盟クラブとして機能する限り、組織規程文書
に従い、また従い続けること。

３．  いかなる国のクラブであれ、このような措置を意図する場合は、まず、理事会の検討に
付すこと。 （ロータリー章典 2.080.）

●国連食糧デー（United Nations Food Day）
　すべてのクラブと地区は、地元地域での適切な活動や恵まれない他の地域への援助を通じて、
毎年 10月 16日の国連食糧デーを祝うよう奨励されている。

●個々のロータリアンの責務（Responsibility of the Individual Rotarian）（広報）
　各ロータリアンは、ロータリーの使命、プログラム、活動に十分精通し、その交友および職
業上の知己を通じてロータリーの意図と業績の周知を図る機会を求めるものと期待されている。
　ロータリアンは、地域社会におけるロータリーの発展と奉仕活動を改善するために、ロータ
リーとは何か、ロータリーが何をしているのかについて、自ら他の人々に知らせることによって、
クラブを紹介するよう求められている。

●個人寄付を認証する機会
　　（Individual Contribution Recognition Opportunities）
　「ロータリー財団」を参照。（P368）

●個人（メンター）指導（Mentor）
　個人（メンター）指導は、クラブへの新会員の参加を促進する効果的な方法である。入会後
も長きにわたって指導してくれるロータリーでの相談者として、また新会員の支援者となるこ
とに熱心なロータリアンを個人指導者（メンター）として専任する。
個人指導者の責務は以下の通り。
・ 定期的に新会員と直接会い、新会員がどの程度クラブに馴染み、クラブに参加しているか
を把握する。
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・ 時折、新会員と一緒にクラブ例会に行く。
・ 全クラブ会員に新会員を紹介する。
・ さまざまなクラブ委員会について説明し、新会員の関心にあった委員会に参加することを
提案する。どのような委員会も指定できない場合は、新会員が独自の委員会活動を行うよ
う勧める。

・ 年間を通じて行われる特別会合やロータリーの社交行事に関する情報を新会員に伝える。
　これらの会合には出来るだけ出席する。非公式なホスト役として、新会員とその家族をほか
の会員に紹介し、新会員が打ち解けられるよう計らう。

●個人用の名刺および用箋上の名称と徽章の使用
　　（Use of Name and Emblem on Personal Cards and Stationery of Rotarians）
　ロータリアンは、ロータリーの名称および徽章を、個人用の名刺および用箋にすることが奨
励されている。 （ロータリー章典 33.030.4.）

●五大奉仕部門（Five Avenues of Service）
　ロータリーの五大奉仕部門は、ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な規準である。
１．  奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させるために、クラブ内で

会員が取るべき行動に関わるものである。
２．  奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある

業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で、奉
仕の理念を実践していくという目的を持つものである。会員の役割には、ロータリーの
理念に従って自分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の職業上の手腕を社会の問
題やニーズに役立てるために、クラブが開発したプロジェクトに応えることが含まれる。

３．  奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々
の生活の質を高めるために、時には他と協力しながら、会員が行うさまざまな取組みか
ら成るものである。

４．  奉仕の第 4部門である国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じて、さらには、他
国の人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力するこ
とを通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を培うこと
によって、国際理解、親善、平和を推進するために、会員が行う活動から成るものである。

５．  奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国
際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通
じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するもの
である。 （標準クラブ定款第 6条）

●コーディネーターチームの協力（Working Together）
　地域コーディネーターはチームとなって互いに協力し、地区ガバナー、ガバナーエレクト、
その他の、地区リーダー、クラブ役員を援助し、リソースを紹介する。チームはさらに、ロー
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タリーの戦略計画における以下の優先事項を支援する。
・クラブの支援と強化
・人道的奉仕の重点化と増加
・公共イメージと認知度の向上

　また、地域セミナーの開催においてもお互いに協力し、クラブの強化、ロータリーの公共イメー
ジの向上、成果をもたらす奉仕プロジェクトの増加、ロータリー財団推進のための計画を立案
する。

●子どもの権利（Rights of Children）
　RI 理事会は、子供の権利に対するRI の姿勢について次の声明を採択した。
１） 傷つきやすいがゆえに、子供には特別な配慮と保護が必要である。
２）  世界中のすべての国に、非常に困難な事情の下に生活している子供達が存在している。
３）  すべての子供たちは、平和、尊厳、寛容、自由、平等な環境の下に成人することができ

なければならない。
　RI は、以上のことを認識して、すべての子供が、十分な食料、住居、保健衛生、教育を受け、
虐待、暴力から守られる権利を有することを保証、支援する。世界中のロータリークラブは、
人種、信条、国籍に関係なく、すべての子供達のこれらの権利を保護することに献身する。

●5人で 1人の新会員計画（Five for One Plan）
　会員増強の１つとして、クラブ会員を 5人ずつのいくつかの組にわけ、各組ごとに 5人で 1
人の新会員を獲得しようとするものをいう。
　各グループは、可能な限り、新会員 1名、比較的会員歴の長い人 1名、元会長 1名、理事ま
たは元理事 1名と委員会委員長 1名で編成、グループごとに委員長と書記をきめる。

●このほかに認められているロータリー徽章の使用
　　（Other Recognized Uses of the Rotary Emblem）
　さまざまなロータリー徽章の仕様が認められている。それには、RI もしくはその加盟クラブ
より支給、発行される用箋と印刷物での使用（ロータリー章典 33.030.2.）、公式のロータリー
旗での使用（ロータリー章典 33.030.2.、33.030.10.）、ロータリー国際大会その他のすべて
のロータリー公式行事に用いるバッジ、バナー、装飾用品、印刷物での使用、RI と加盟クラブ
の調度品での使用（敷物やじゅうたんを含む）（ロータリー章典 33.030.2.）、および加盟クラ
ブの道標での使用（ロータリー章典 33.030.2.）がある。そのほかの場合、これらの商品の購
入は、RI の免許契約条件を満たすべきである。 （ロータリー章典 33.030.2.）

●コ・ホストクラブ（Co-Host Club）
　ホストクラブを助けて、ロータリーの合同会合の計画実施に協力するロータリークラブを言う。
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●災害復興（Disaster Recovery）
　管理委員会は、災害復興はロータリー財団の役割でないと決定した。しかし、ロータリー財
団補助金を使って引き続き災害復興を支援するようロータリアンに奨励している。ロータリー
財団は災害救援、災害復興のための特別のアカウントを設けない。地元の委員会で、必要に応
じて、そのようなアカウントを設けても差し支えない。 （2012年 6月管理委員会決定）

●最小限の会員数（Minimum Number of Members）
　ロータリー年度の最初の月にロータリークラブが会員数 20名未満と報告した場合、ガバナー
は同クラブと連絡して会員数減少の理由を確認し、どのような再建措置が講じられているかを
確認するものとする。ガバナーは、「クラブ訪問報告書用紙」を用いて、6月 1日までに、機
能を喪失しているクラブについて事務総長に報告しなければならない。

●細則（By Laws）（クラブ）
　本クラブは、RI の定款・細則、RI によって管理上の地域単位が認められている場合には、そ
の手続規則、および本定款と矛盾しない細則を採用しなければならない。細則は、本クラブの
管理のために、さらに追加規定を設けるものとする。同細則は、細則中に定められている所に従っ
て随時改正することができる。 （標準クラブ定款第 20条）

●細則（By Laws）（RI）
　規定審議会は、RI 管理のためにRI 定款のほかに、RI 定款に反しない細則規定を採択し、また、
改正することができる。 （RI 定款第 14条）

●財団（Foundation）
　「ロータリー財団」を参照。（P348-378）

●財団学友（Foundation Alumni）
　財団プログラムの元参加者は皆、ロータリー財団の学友とみなされる。学友が、世界中のロー
タリアンおよびほかの学友と継続したつながりを築けるよう、学友関係の取り組みが実施され
ている。プログラムの元参加者である学友は、世界的コミュニティーに対する献身の心を身に
つけ、すべての人々のあいだに理解あふれる平和な関係を推進するというロータリーの夢を引
き続き分かち合っている。
　派遣地区は、地区内の学友との関係を深め、学友の参加したプログラムの初期の目標を達成
するために、次の事項を実行することを検討するよう奨励されている。
１） 帰国次第すべての学友を正式に迎える。
２）  各プログラムの指針に明記されている通りに、帰国した学友が、主に派遣地区で義務付

けられているスピーチを完了できるようにする。
３）  ロータリー財団学友会に入会するよう、または近隣地区に学友会が存在しない場合は新

た学友会を設立するよう、学友に奨励する。
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４）  ロータリーのプロジェクトに参加するよう学友に奨励する。
５）  適切な出版物にロータリー財団学友の活動に関する記事を掲載してもらうよう手配す

る。
６） 学友を地区大会に招待する。
７） 年次財団晩餐会またはほかの行事に学友を招待する。
８） 学友の同窓会を定期的に開催する。
９） 学友に関する最新の記録を常に保つ。
10） 学友をロータリークラブ入会候補者とみなす。
11） 適切であれば学友に財団寄付を依頼する。
12）  派遣地区におけるプログラム参加者の募集および選考手続に、学友に参加してもらう。
13）  これから海外に旅立つプログラム参加者のためのオリエンテーションプログラムに、学

友に参加してもらう。
14）  地区行事やクラブ行事への出席または講演を学友に依頼する。
 （ロータリー財団章典 16.020.1.）

　地区の全学友の最新名簿を維持し、学友の住所、Ｅメールアドレス、電話番号、ファックス
番号の変更をロータリーに知らせ、地区における名簿の責任者の引継ぎを行うことは、地区の
責務である。

●財団功労表彰状
　　（The Rotary Foundation Citation for Meritorious Service）（CMS）
　ロータリー財団に対して多大の功労のあったロータリアンに、管理委員会が贈るもの。1地
区 1人を限度とする。

●財団資金の管理（Stewardship of Foundation Funds）
　管理委員会は、世界中のロータリアンやほかの支援者から受け取った資金が、ロータリアン
の懸命な努力と献身的な支援による自発的寄付であると認識している。これらの寄付者は、寄
付金が寄付の趣旨に沿って効果的に使われるものと理解し、信頼し、ロータリー財団に寄付金
を委ねたのである。
　従って、管理委員会は、これらの資金の管理責任者として、ロータリー財団の補助金とプロ
グラムに関連のある活動において適正な財務運営が行われることの重要性を強調している。資
金が目的に沿って効果的に使われるようにするために、管理委員会は、プロジェクトの実施に
携わる地区、クラブ、ロータリアンの誠実さに頼っている。何か不当なことが耳にはいれば、
管理委員会は速やかに調査し、適切な処置を講じる。
　資金の適切な管理のため、地区は、ロータリーの補助金を受領する前に、参加資格認定の手
続を完了しなければならない。参加資格認定に関する詳細は、「地区の覚書（MOU）」および
「クラブの覚書（MOU）」を参照。
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●財団の使命（The Mission of the Foundation）
　「ロータリー財団」を参照。（P350）

●財団の諸活動の名称（Foundation Activity Names）
　クラブと地区は、以下の条件を満たす限り、クラブや地区の財団活動に関連して「ロータリー」
という名称を使用できる。
１）  その使い方が、活動を、RI でなく関係クラブまたは地区に関連させるものであること
２）  「国際」という語が、クラブまたは地区の財団活動の名称の一部として、または、その

名称とともに使われていないこと
３）  クラブあるいは地区の財団活動の名称が、クラブ名あるいは地区番号から始まっている

こと
４）  クラブまたは地区の財団活動に関連して「ロータリー」および「財団」という語を使う

とき、活動の名称として「ロータリー」と「財団」という語を離して使っていること。
 （ロータリー章典 33.040.5.）

●財団のための募金（Raising Funds for the Foundation）
　「ロータリー財団」を参照。（P366）

●「財団友の会」会員（Rotary Foundation Sustaining Member）
　「ロータリー財団」を参照。（P370）

●財団のプログラム（Rotary Foundation Program）
　「ロータリー財団」を参照。（P355）

●財団の目的（Purpose of the Foundation）
　RI のロータリー財団は、財団の法人設立定款および細則に従って、ロータリー財団管理委員
会が人道的、教育的目的のためにのみ運営するものとする。法人設立定款と細則は、管理委員
会が理事会の同意を得て改正できるが、そのほかの方法はない。 （RI 細則 23.010.）

●財団の目標（The Objective of the Foundation）
　ロータリー財団の目標は、博愛、慈善、教育または人道的という特質を持つ明快かつ効果的
なプログラムの促進を通じて、様々な国の国民の間に理解と友好的関係を助長することである。
財団の標語は、「世界でよいことをしよう」（Doing good in the World）である。

●財団への寄付（Contribution to the Foundation）
　「ロータリー財団」を参照。（P368）
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●財団補助金の受領無資格者（Ineligibility for Foundation Grant Awards）
　ロータリー財団のプログラムの補助金は次の者には授与されない：ロータリアン（ただし、
管理委員会の明記しているすべてのボランティア奉仕については例外とする）、クラブ・地区・
ほかのロータリー関係組織・RI の職員、前記ロータリアンと職員の配偶者、直系卑属（血縁に
よる子または孫、入籍している養子）、直系卑属の配偶者、尊属（血縁による両親または祖父母）。
 （ロータリー財団細則 9.3.）
　この方針の下に無資格の者は、当該ロータリアンが所属クラブを退会しても 36カ月間、無
資格のままである。
　奉仕の理念は、財団に寄付する人が、直接、間接を問わず、その財団のプログラムから恩恵
を受けるべきではないという方針によく表れており、この方針が実際に適用されている。ロー
タリーの標語「超我の奉仕」は、ロータリアンでもロータリアンの親族でもない人で、それを
受けるにふさわしい人への利他の奉仕に基づく人道的、教育的プログラムによって最もよく実
証される。

●財務（Financial Matters）
　RI の業務および資金は、RI 理事会が統制、運営し、毎年、次の会計年度の予算を採択する。
但し、総支出見積額は総収入見積額を上回らないものとする。事務総長は、理事会が承認した
予算の範囲内においてのみ、支払いを認める権限を有する。しかし、一般剰余金が、一般剰余
金で賄われた支出と国際大会および規定審議会にかかる独立採算の支出を除く、直前までの過
去 3年間における年間支出最高額の 85％を超えた場合、如何なるときでも、RI 理事会は、そ
の 4分の 3が投票により賛成した場合、収入見積額を上回る支出を認める権限を有する。ただ
し、その支出によって一般剰余金がその 85％レベルの 100％を下回ってはならない。さらに、
RI 理事会は、非常事態と不測の事態に限り、全理事の 4分の 3が投票により賛成した場合、
収入見積額を上回る支出を認める権限を有する。但しこの場合、RI の純資産を上回る負債を生
じさせる支出を招かないことを条件とする。超過支出とそこに至るまでの経過の詳細について、
会長が 60日以内に全RI 役員に報告した上、次の国際大会で報告するものとする。
 （RI 定款第 6条第 2節、RI 細則 18.050.）

●財務代行者（fi scal agent）
　自国においてクラブが支払った金銭を受け取り、預かったうえ、会計検査役を通じて事務総
長の承認した資金を支出するボランティアのロータリアン。財務代行者は公式名簿に掲載され
ている。

●財務見通し 5カ年計画（Five-Year Financial Forecast）
5カ年財務見通しを毎年見直す（Annual Review of Five-Year Forecast

　毎年、理事会は、5カ年財務見通しを審議するものとする。その見通しには、RI の総収入と
総支出の予測を記載するものとする。その見通しには、RI の資産と負債と残高の予測をも記載
するものとする。 （RI 細則 18.060.1.）
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5カ年財務見通しを規定審議会に提出
　（Presentation of Five-Year Forecast at the Council on Legislation）

　財務見通し 5カ年財務見通しは、財務に関する立法案の背景情報として理事会から規定審議
会に提出されるものとする。 （RI 細則 18.060.2.）
5カ年財務見通しの最初の年は規定審議会開催中
　（Year of Forecast Coincides with Council on Legislation）

　財務見通し 5カ年財務見通しの第 1年目は、規定審議会が開かれている年度とする。
 （RI 細則 18.060.3.）
ロータリー研究会における 5カ年財務見通しに関する説明発表
　（Presentation of Five-Year Forecast at Rotary Institutes）

　5カ年財務見通しは、討議に付すために各ロータリー研究会において理事会または他の理事
会の代理が説明発表するものとする。 （RI 細則 18.060.4.）

●最優秀学友会賞（Alumni Association of the Year Award）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P743）

●酒類（Alcoholic Drinks）
　ロータリーの会合で酒類を供するかどうかは、各クラブが決定するものとする。この問題に
関してロータリーは何等公式の方針を持っていないが、今までの経験と多くのロータリアンが
表明した意見に従い、少なくとも飲酒の習慣のない国においては、ロータリーの会合では酒類
を供しないほうがロータリーの為に最善である。

●雑誌委員会（Magazine Committee）
　この委員会はロータリアン誌（The Rotarian）または地域雑誌に対する読者の関心を喚起し、
雑誌月間を主催し、クラブ例会で毎月の雑誌の簡単な紹介をし、新会員教育に雑誌利用を奨励し、
非ロータリアンの講演者・図書館・病院・学校などに雑誌を贈呈し、ニュース資料と写真を雑
誌編集者に送り、その他あらゆる方法によって雑誌を本クラブ会員およびロータリアン以外の
人びとに役立てるものとする。

●雑誌の購読（Magazine Subscriptions）
購読義務（Required Subscription）

　米国およびカナダ以外のクラブの各会員が、RI の機関雑誌またはRI の理事会が承認し、当
該クラブに対して指定したロータリーの雑誌の有料購読者とならなければならない。同じ住所
に住む 2人のロータリアンには、機関雑誌、または理事会が承認し、そのクラブに対して指定
したロータリー雑誌を合同で購読する選択肢がある。本人が会員である限り、その購読を続け
なければならない。各会員は、郵送で贈られる印刷版か、インターネットを通じた電子版のい
ずれかの選択肢を選べるものとする（電子版が発行されている場合）。 （RI 細則 21.030.1.）
購読義務免除（Exceptions to Subscription Requirement）
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　会員が機関雑誌およびクラブ用に定められた理事会承認の公式雑誌に用いられている言語を
読めない場合は、理事会によって、そのクラブに対する本節の規定の適用が免除される。
 （RI 細則 21.030.2.）

●雑則（Miscellaneous）
　RI 定款、RI 細則、またはRI 理事会の決定により認められていない方法で、「ロータリークラ
ブ」、「国際ロータリー」、「ロータリー」「ロータリアン」という言葉を使用することは禁止され
ている。 （ロータリー章典 33.005.）

●ザ・ロータリアンを通じてのRI のための広報
　　（Publicity for RI Through The Rotarian）
　クラブは、ロータリアン以外の人に雑誌を渡すようロータリアンに奨励している。；すなわち、
ロータリアンでない地元新聞社の編集者のために雑誌を購入すること、公立学校の図書館に雑
誌を置くこと、記事の提案やクラブ活動のニュースを編集者に提供すること。
 （ロータリー章典 9.050.5）

●ザ・ロータリアン誌（Rotarian, The）
　RI の公式機関雑誌であり、同時に、事業および専門職務に携わる人のための国際的雑誌。初
版は 1911年 1月ポール・ハリスにより、編集はチェスリー・ペリー、印刷はハリー・ラグル
スで、“THE NATIONAL ROTARIAN”と命名され発行されている。1912年単に“THE 
ROTARIAN”と改名毎月発行し、現在に至っている。発行部数は 53万部、購読料は米貨 12
ドルである。（1997-'98年度）
　米国およびカナダ内の各クラブは、そのクラブの正会員がすべて機関雑誌の有料購読者であ
ることを、会員資格取得の条件としている。米国およびカナダ以外のクラブは、その正会員の
それぞれが、ロータリー・ワールド・マガジン・プレスの刊行物（ザ・ロータリアン誌、RI の
機関雑誌またはRI 理事会により公認されたロータリー地域雑誌）の有料購読者となり、そして
本人が会員となっている限り、その購読を続けることを、会員身分保持のための条件としなけ
ればならない。各会員は印刷された雑誌かインターネットでの電子版を選ぶことができる。

●産業の区分（Division of Industries）
　ほとんどの産業は、それぞれ他のものと明らかに異なる事業形態をもった次の四つの部門に
分けることができる。生産（または製造）Production（or Manufacturing）：配布
Distributing：小売Retailing：サービスServicing。これら四つのグループは、全てこれをロー
タリークラブに於いて代表させることができる。

●賛助グループ（Auxiliary Groups）
　多くのクラブは、奉仕活動やクラブの諸活動においてクラブに協力し、これを支える、会員
の親族をもって構成される委員会またはその他の組織を有している。クラブは、次の指針に沿っ
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た上で、ロータリアンの配偶者または家族のグループを提唱するよう奨励されている。
１）  賛助グループ、委員会、団体は、その配偶者または家族が会員である地元のロータリー

クラブと提携し、定期的に連絡を取り続けること 
２）  このグループの目標には、ロータリークラブ奉仕活動の支援、会員間の友好の奨励、ロー

タリーの理念一般の推進が含まれていること
３）  このようなグループの活動、プロジェクト、プログラムは、主として、地元ロータリー

クラブの目標を支援または補足すべきものであることその趣旨は、賛助グループが地元
のクラブと非公式に提携するということにすぎない。 （ロータリー章典 6.020.1.）

　このようなグループは、ロータリー標章の使用に関する制限事項を参照すべきである。

●賛成および反対の声明（Statements of Support and Opposition）
　クラブ、地区大会、RIBI の審議会または大会、規定審議会、RI 理事会は、審議会に提出され
た立法案について声明を出すことができる。このような声明は、立法案に対して賛成、反対ま
たは見解を述べるものであり、通常の業務用便箋の片面 1頁以内に限られている。声明は、審
議会が開かれる少なくとも 2か月前までに事務総長に受理されなければならない。

●暫定規定（Interim Provisions）（審議会）
　暫定規定は。適用できなくなった時点で無効となるものとする。 （RI 細則 9.180.）

●支援グループ（resource group）
　RI 会長によって任命されるロータリアンから成る実行グループ。クラブと地区の運営と奉仕
における目標達成を援助するために特定の活動を遂行する。
１）  識字率、飢餓、危機下の児童、環境などの問題や懸念事項にクラブと地区が取り組むの

を援助する奉仕支援グループ。
２）  会員増強と会員維持、研修や広報などの分野においてクラブと地区が効果的に運営でき

るよう援助する運営支援グループの 2種類の支援グループがある。

●ジェンダー（性差）（Gender）
　女性と男性、少年と少女の間の役割や振舞い、関係について、社会的、文化的な要素を絡め
た概念。

●資格停止クラブの状況（Status of Suspended Drubs）
　RI 細則 3.030.7.（加盟停止期間）に従い、理事会によりクラブが復帰されるまで、クラブ
の停止により以下の賦課が課せられるものとする。
１）  クラブはガバナー指名委員会への提案を提出する権限を持たない
２）  クラブは地区大会、地区研修・協議会における投票および如何なる郵送委任投票の権限

も持たない。
３）  クラブは規定審議会に提出されたいかなる規定案にも同意する権限を有しない。



－ 171 －－ 171 －

カ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

ア

サ

４）  クラブは地区ガバナー候補者指名参加に同意する権限を有しない。
５）  クラブはメーリングリストから除外されている。
６）  クラブはいかなる出版物もしくは定期刊行物も受領しない。
７）  ロータリー財団のサービスを含む、新規もしくは現行のプログラムへの応募の処理受付、

或いは現在のロータリー財団プログラム賞のホストやスポンサーとしてのクラブの認証
などのロータリー財団のサービスを含めて、事務局のサービスは即時停止する。

８）  クラブはガバナーからの以下のサービスを受けないものとする。即ち、月信、地区メー
リングリストへの加入および公式訪問。

　RI により停止させられたクラブは、RI 定款においてクラブに付与されるすべての権利および
特権を引き続き有する。 （ロータリー章典 9.030.）

●資格認定（Qualifi cation）
　地区および地区内のクラブが、財団補助金資金を適切に管理するにふさわしい財政的かつ資
金管理の能力を備えていることを確認するプロセス。

●次期クラブ会長の国際大会への出席
　　（Attendance of Incoming Club President at Convention）
　クラブは、それぞれの予算の範囲内で、クラブ次期会長をクラブの代表として国際大会へ送
ることを検討すべきである。 （ロータリー章典 9.010.1.）

●識字率の向上（Literacy Promotion）
　ロータリークラブは、地域および世界の識字率を高めるよう奨励されている。地域内のあら
ゆる人が、一般的に言って幸福に暮らすために読み書きの能力が重要であること、また、地域
の識字水準が生活水準に直結することについて、すべてのロータリアンの理解を深めること。
地域社会で、または他国の地域社会で識字率向上の必要性に取り組むプロジェクトに着手する
よう全クラブに奨励されている。

●資金管理（Stewardship）
　「ロータリー財団」を参照。（P350-351， 364）

●試験的プロジェクト参加クラブ（Pilot Project Clubs）
　RI 理事会は、最高 1,000クラブが標準クラブ定款に変更を加えることを認める試験的プロ
ジェクトを実施する。プロジェクトの目的は、ロータリークラブの現在の組織構造、運営、入
会手続きの効果に対して、これらの変更が与える影響を調べることである。
 （RI 定款第 5条第 4節）
　こうした試験的プロジェクトを効果的に評価するため、RI 理事会は、試験的プロジェクトの
開始後に新しくクラブが試験に加わることを認めていない。2013-14年度以降、RI 理事会は
いくつかの試験的プロジェクトを実施している。
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１．例会頻度試験的クラブ（Meeting　Frequency　Pilot　Clubs）
　理事会は、クラブ例会の頻度が会員増強に与える影響および関連する統計について調
査するため、試験的プロジェクトを実施した。これは 2007年 7月 1日から 2013年
7月 1日まで有効である。例会頻度試験的プロジェクトについて、理事会は 2013年 7
月 1日から 2016年 6月 30日の期間における移行計画の制定を許可する。

２．地域選挙の不服に関する試験的プロジェクト
　　（Regional Election Complaint Pilot Project）

　国際ロータリー理事会は、地区レベルの選挙に関して、ゾーン 4,5,6Aおよび 6Bの
中の 3281地区と 3282地区のクラブを対象に、選挙への不服に関する試験的プロジェ
クトを実施することを決定した。

３． 準会員の試験的プロジェクト（Associate Member Pilot Project）
　RI 理事会は、一定期間の内に正会員となる意思をもって、個人がロータリークラブや
ロータリークラブ会員、そしてロータリーのプログラムやプロジェクトをよく知り、ま
たそれらと関係を持つことを認め、更にその会員資格を認めるために、準会員の試験的
プログラムを 2011年 7月 1日から 2017年 6月 30日までの期間実行することを決
定した。

４．法人会員の試験的プロジェクト（Corporate Member Pilot Project）
　RI 理事会は、2011年 7月 1日から 2017年 6月 30日までの期間、クラブの所在
地域にある法人や企業が定められた入会承認手続を通じて、ロータリークラブの会員と
なることを認める法人会員試験的プロジェクトを実施する。これらの法人や企業は、ク
ラブ例会に出席する人を最高 4名迄指名し、プロジェクトへの参加、クラブの諸議題へ
の投票を行い、クラブ役員やクラブ委員会のメンバーとしての任務に就くことができる。

５．革新性と柔軟性のあるクラブの試験的プロジェクト
　　（Innovative and Flexible Rotary Pilot Project）

　RI理事会は、2011年 7月 1日から 2017年 6月 30日までの期間、クラブ会員のニー
ズや地域のニーズにより適したものとするためクラブ運営を独自に決定することを認め
る、革新性と柔軟性のあるロータリークラブ試験的プロジェクトを実施する。

６．衛星クラブの試験的プログラム（Satellite Club Pilot Program）
　RI 理事会は、2011年 7月 1日から 2017年 6月 30日までの期間、参加クラブは
異なる曜日や場所、時間を設定して、1週間に複数の例会を行うことができる衛星クラ
ブ試験的プログラムのガイドラインを策定した。

●支持の禁止（No Endorsements）
　本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推薦してはならない。またいかなる
クラブ会合においても、かかる候補者の長所または短所を討議してはならない。
 （標準クラブ定款第 16条第 2節）
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●支出（Expenditures）
　いかなる目的のためであっても、ある支出が、予算で定められた額を超える場合、事前にRI
理事会の承認を得ない限り、それを支出してはならない。ある費目が特定の目的のために予算
に含まれている場合（例えばガバナーエレクトの国際協議会への出席経費など）、RI 理事会の
事前の承認なしに、ほかの目的に流用してはならない。

●持続可能性（Sustainability）
　プロジェクト終了後も地域の人々が自らの力で成果を持続させていく能力。持続可能性はし
ばしば、プロジェクトの長期的効果を知る手掛かりとなる。
　持続可能なプロジェクトとは、ロータリーからの支援が終わった後も、地域の人々が自力で
成果を持続させていく、または活動を続けていけるようなプロジェクトである。プロジェクト
の選定に当たっては、短期的、長期的な影響の両方に目を向けるべきである。持続可能なプロジェ
クトとは、慢性的な問題に長期的な解決をもたらすものである。

●七曜倶楽部
　1939年 7月RI 理事会は日満ロータリー連合会の設立を認めたが、その頃から、ロータリ
アンの涙ぐましい努力にもかかわらず、ロータリーに対する、アメリカのスパイとかフリーメー
ソンといった批判はますます激しさを増し、解散を真剣に考える倶楽部もでて、倶楽部間の調
整が取れない状態となってきた。日満ロータリー連合会は倶楽部存続の決議をしたが、静岡を
皮切りに次々と解散が続き、東京ロータリークラブも 9月 11日に解散を決定した。同日、日
満連合会は会合を開き、既に大阪で作られていた定款を基に協議、9月 25日新定款を採択、
この会の名称を「七曜倶楽部連合会」とした。各クラブは七曜倶楽部と名を変えて、従来のロー
タリークラブから離脱したにもかかわらず、その活動が実質的に継続されたことは驚異に値す
る事実である。戦前の日本のロータリアンの心にロータリーの理念が完全に理解されていたが
故、組織がなくなっても、運動自体は何等変わることなく継続されていたのである。

●執行委員会（Executive Committee）（RI）
　理事会は、職権上の委員を含め５名以上７名以下の委員により構成される執行委員会を任命
することができる。執行委員会は、事務総長の業績の評価を少なくとも年に１度理事会に報告
する。理事会は、この執行委員会に、理事会の会合と会合との中間期間中、理事会に代わって
決定を行う権限を委任することができる。このような権限は、既にRI の方針が確立されている
事項に限られる。執行委員会は、理事会によって定められ、本節の規定に反しない職務権限によっ
てその任務を遂行するものとする。 （RI 細則 5.070.）

●指導者研修サイクル（Leadership Training Cycle）
　指導者育成研修の望ましい順序は、次の通りである。（適切であれば、合同会議も可）
ａ）  ロータリー研究会に付随して開催されるガバナーエレクト研修セミナー
ｂ）  国際協議会
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ｃ）  地区チーム研修セミナー
ｄ）  会長エレクト研修セミナー（PETS）
ｅ）  地区研修・協議会
ｆ）  地区指導者育成セミナー
ｇ）  地区公共イメージセミナー（新設） （ロータリー章典 19.040.1.）

　
●使途指定寄付（Restricted Giving）
　「ロータリー財団」を参照。（P368， 370）

●使途推奨冠名基金（Donor Advised Fund）（DAF）
　「ロータリー財団」を参照。（P370-371）

●指名された人（Nominee）
　次次期会長に指名された人を会長ノミニーといい、次次期ガバナーに指名されたロータリア
ンをガバナーノミニーという。ガバナーの場合、ガバナーノミニー・デジグネートを経てガバナー
ノミニーとなる。

●事務局（Secretariat）
　国際ロータリーは事務局により管理運営されている。この事務局は、事務総長と職員で構成
される。事務局の世界本部は米国イリノイ州エバンストンにあり、RI 理事会により承認された
国際事務局が世界各地にある。国際事務局の所在地は、「公式名簿」およびRI のウェブサイト
（www.rotary.org）に掲載されている。

●事務局スタッフとのやり取りに関する行動規範
　　（Standard of Conduct for Interactions with Secretariat Staff ）
　RI はその職員の専門的な職場環境を維持することに取り組んでいる。職員とのやり取りが対
面であっても、あるいは電話や電子メールや他のコミュニケーション方法であっても、あるいは、
そのやり取りが、RI の事務局、ロータリーのイベントや行事やどこであっても、ロータリアン
は担当職員と、その専門性に敬意を表しながら、協力して、礼儀正しく協働することが期待さ
れている。
　もし、職員が虐待されていると感じた場合、あるいはロータリーの仕事に関連してロータリ
アンによって他の職員が虐待されているところを見た場合、職員はロータリー内の直接管理者
か他の管理者に虐待の申し立てを報告することが奨励されている。さらに、職員に対する嫌が
らせがロータリアンや、他のボランティアや、職員や、外部業者や、職員が仕事の遂行中に接
触するその他のすべての人から起因したものかどうかに拘わらず、RI は嫌がらせがない職場環
境の維持に取り組んでいる。RI はこのような嫌がらせを防止または予防する適切な手段を講じ
るものとする。
　もし職員がロータリーの仕事に関連して嫌がらせを受けたと感じた場合は、職員はロータリー
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内の直接管理者か他の管理者に嫌がらせの申し立てを報告することが奨励されている。
 （ロータリー章典 32.010.18.）

●事務総長の空席（Vacancy in the Offi  ce of General Secretary）
　事務総長に空席が生じた場合、理事会は、最高 5年を任期としてロータリアンを選挙するも
のとする。その任期は、理事会が決定した日をもって効力を発する。 （RI 細則 6.100.）

●事務総長の選挙と任期（Election and Term of General Secretary）
　事務総長は理事会が選出し、その任期は 5年を超えないものとする。その選挙は、事務総長
の任期の最終年の 3月 31日までに行われ、選挙後の 7月 1日に新しい任期が始まるものとす
る。事務総長は再選される資格を有するものとする。 （RI 細則 6.030.）

●諮問委員会（Advisory Council of Past Governors）
　「元ガバナーからなる諮問委員会」を参照。

●社会奉仕（Community Service）
　社会奉仕は、クラブの所在地域または行政区域内に住む人々の生活の質を高めるために、時
には他と協力しながら、会員が行うさまざまな取組から成るものである。
 （標準クラブ定款第 6条）

●社会奉仕活動に対する方針（Policy Toward Community Service Activities）
　社会奉仕に対するロータリーの方針は、1923年国際大会で採択され、以後の国際大会で改
正された決議 23－ 34に述べられている。

●社会奉仕活動のクラブによる推進
　　（Club Promotion of Community Service Activities）
　ロータリークラブは、毎年、地域社会内のクラブの活動に関して一般の人々の認識を高める
ために、適切な予算の一部を配分するよう奨励されている。ロータリークラブはまた、クラブ
の名称と徽章を使い、クラブの社会奉仕活動に関して一般の人々に永続的に認識してもらうこ
とを通じて、ロータリーの公共イメージを向上するよう奨励されている。ロータリークラブは、
他団体とその運動に対する財政的貢献および奉仕による貢献について、一般の人々からの末永
く適切に評価されるよう努めることが奨励されている。 （ロータリー章典 9.010.2.）

●社会奉仕に関する 1923年の声明（1923 Statement on Community Service）
　ロータリー資料 1・歴史的文書・「決議 23－ 34」を参照。（P551）

●社会奉仕に関する 1992年の声明（1992 Statement on Community Service）
　ロータリー資料 1・歴史的文書・「社会奉仕に関する 1992年の声明」を参照。（P568-570）
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●弱体クラブの特定（Identifying Weak Clubs）
　ガバナーは、機能を喪失している地区内のクラブを特定し、RI 理事会が全クラブに対して定
めた最低基準をこれらのクラブが満たすことができるよう、クラブ強化のための適切な手配を
整えるものとする。ガバナーは、「クラブ訪問報告要旨」を用いて、6月 1日までに、機能を
喪失しているクラブについて事務総長に報告しなければならない。

●若年層の会員（Membership of Younger Persons）
　クラブは、会員資格を備えた元ローターアクターやその他の若年層の会員候補者を探し出す
べきである。クラブは、善良で、高潔性がありリーダーシップがある若者たち、そして事業、
専門職務、および／または地域社会において職業上および／または地域社会で良い評判を受け
ている若者たち、更には、地域社会および／または世界において奉仕する意欲のある若者たちに、
入会への関心を高める方法を見出すべきである、クラブは、年齢 35歳未満の会員の会費を免
除することができる。さらに、クラブはこの年齢層の新会員の為に地区会費を負担することが
でき、また地区は、地区協議会あるいは地区大会での決定により、この年齢層の新会員の地区
人頭分担金を減額することができる。 （ロータリー章典 5.010.3.）

●車両のナンバープレート、切手、コイン（License Plates, Stamps, and Coins）
　理事会は、広報および（適切な場合は）慈善目的の募金の方法として、ロータリーの名称と
徽章の付いた車両ナンバープレート、切手、鋳造貨幣を提供すべく政府の交付機関と協力する
ことを望むロータリークラブと地区のための方針を定めた。このようなプロジェクトは、理事
会が定めた基準に沿っていることを前提に、RI 免許契約の徽章使用料を免除される。詳細は、
RI 免許業務課（RILicensingServices@rotary.org）に連絡すること。
 （ロータリー章典 34.070.3.、34.070.4.）

●疾病予防と治療月間（Disease Prevention and Treatment Month）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P733）

●終結－理事会による最終決定（Termination－ Board Action Final）
　もしクラブに対する提訴も行われず、仲裁も要求されなかった場合は、理事会の決定は最終
決定となる。

●重点分野の基本方針（Areas of Focus Policy Statement）
　重点分野の基本方針について、ロータリー財団は以下の点を強調する。
１． ロータリー財団は、補助金手続の効率、および補助金によるプロジェクトの質を高める

ことを目指している。
２． 各方針の内容は、補助金の受領資格の有無を示している。
３． 受領資格の範囲内にある活動は、ロータリークラブと地区がこれまで最も頻繁に実施し

てきた活動内容を反映したものとなっている。
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４． プロジェクト計画は、ボトムアップ式に、提唱クラブ／提唱地区が主導していく。
５． 補助金の全申請は、各重点分野の基本方針に沿っていなければならない。

●重点分野のリソース（Areas of Focus Resources）
・平和と紛争予防／紛争解決
― 平和および紛争解決の分野における国際問題研究のためのロータリーセンター

・疾病予防と治療
― この分野を専門とするロータリアン行動グループ
― マーシー・シップとの戦略パートナーシップ

・水と衛生
― 水と衛生のロータリアン行動グループ（WASRAG）
― 専門ガイド（WASRAG作成）
― 国際ロータリーと米国国際開発庁（USAID）の国際H20協力
― ユネスコ水教育研究所（UNESCO-IHE）との戦略パートナーシップ

・母子の健康
― アガ・カーン大学との戦略的パートナーシップ
― 家族の健康とエイズ予防のためのロータリアン行動グループ
― 人口増加と持続可能な発展のロータリアン行動グループ

・基本的教育と識字率向上
― 国際読書会、ドリーウッド財団「イマジネーション・ライブラリー」とのパートナーシップ

・経済と地域社会の発展
― ロータリー地域社会共同隊（RCC）
― 小口融資（マイクロクレジット）のロータリアン行動グループ
　重点分野に関する詳しい情報は、「重点分野の基本方針」を参照。

●収入（Revenue）（RI）
　RI の主な収入源は、加盟クラブの人頭分担金、国際大会および会議の登録料、世界本部建物
のテナントからの貸料、出版物の売り上げ、雑誌の購読料と広告料、免許料と徽章使用料、投
資における利子、配当、投資市場の所得と損失である。

●受益者（Benefi ciary）
　財団の補助金から直接恩恵を受ける団体、あるいは個人。奨学生、職業研修チーム、地域社
会などがその例である。

●祝詞および祈祷（Invocation and Prayers）
　世界中のロータリークラブには、さまざまに異なる宗教的信仰あるいは価値観をもち、人類
への奉仕の下に結束している会員がいる。各ロータリークラブは、寛容というロータリーの基
本原則に立ち、ロータリアン共通の奉仕の理念とプロジェクトを強調するような形で、良識を
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働かせて例会を行う。 （ロータリー章典 7.020.）

●「趣旨と効果」、「財政的影響」に関する声明
　　（Statements of Purpose and Eff ect and Financial Impact）
　立法案そのものが専門用語を使うため、その趣旨と効果が不明確になる場合がある。従って、
出版された各案件には、事務総長により作成され定款細則委員会により承認された説明文が加
えられ、どういった変更が生じるかが示される。
　事務総長は、立法案が採択された場合に相当な財政的影響を与えると事務総長が考えるすべ
ての案件について、財政的影響に関する説明文を準備するものとする。

●出席（Attendance）（例外は標準クラブ定款第 7条を参照）
一般規定（General Provisions）

　各会員は本クラブの例会、あるいは細則により定められている場合には衛星クラブの例会に
出席し、本クラブの奉仕プロジェクトおよびその他の行事や活動に参加するべきものとする。
　会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、その例会時間の少なくとも 60％に直
接出席またはオンライン接続を使用して出席するか、または、会合出席中に不意にその場を去
らなければならなくなった場合、その後のその行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由
を提示するか、または、クラブのウェブサイトに例会が掲載されてから 1週間以内にその例会
に参加するか、または、次のような方法で欠席をメークアップしなければならない。
（a）例会の前後 14日間。例会の定例の時の前 14日または後 14日以内に、

（１）  他のロータリークラブ、他のロータリークラブの衛星クラブ、または仮クラブの
いずれかの例会の少なくとも 60％に出席すること。または、

（２）  ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロー
タリー親睦活動、あるいは仮ローターアクトクラブ、仮インターアクトクラブ、
仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席すること。ま
たは、

（３）  RI 国際大会、規定審議会、国際協議会、RI 元ならびに現役員のためのロータリー
研究会、RI 元、現ならびに次期役員のためのロータリー研究会または、RI 理事
会またはRI 理事会を代行するRI 会長の承認を得て招集された他の会合、ロータ
リー合同ゾーン大会、RI の委員会会合、ロータリー地区大会、ロータリー地区研
修・協議会、RI 理事会の指示の下に開催された地区会合、地区ガバナーの指示の
下に開催された地区委員会、または正式に公表されたロータリークラブの都市連
合会に出席すること。または、

（４）  他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席の目的をもってそのクラブの
例会定刻に定例会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所におい
て例会を開いていなかった場合。または、

（５）  理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社会の行事
や会合に出席すること。または、
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（６）  理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出
席すること。または、

（７）  クラブのウェブサイトを通じて、平均 30分の参加が義務づけられた相互参加型
の活動に参加すること。

　会員が 14日以上にわたり海外で旅行している場合、会員が旅行中他国で他クラブあるいは
衛星クラブの例会に出席するならば、メークアップの期間に拘束されない。このような出席は、
会員の海外旅行中欠席した例会のメークアップとして有効とみなされる。
（b）例会時において、例会のときに、

（１）  標準クラブ定款第 12条（出席）第 1節 (a) 項 (3) に挙げた会合の一つに出席す
る為、適切な直行日程による往復の途次にある場合。または、

（２）  RI の役員、委員、ロータリー財団管理委員がロータリーの職務に携わっている場
合。または、

（３）  地区ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの職務に携わって
いる場合。または、

（４）  RI に雇用されている者が、ロータリーの職務に携わっている場合。または、
（５）  メークアップすることができないような僻遠の地で、地区、RI、またはロータリー

財団の提唱する奉仕プロジェクトに直接かつ積極的に従事している場合。または、
（６）  理事会が正当に承認したロータリー職務に従事していて、例会に出席できない場

合。
転勤による長期の欠席（Extended Absence on Outposted Assignment）

　会員が転勤先で長期にわたって実際に業務に従事している場合、会員の所属クラブと転勤先
の指定クラブ間の合意があれば、会員は、転勤先における指定クラブの例会への出席が所属ク
ラブの出席の代わりとなる。
出席規定の免除（Excused Absences）

　次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
（ａ）  理事会の承認する条件と事情による欠席の場合、理事会は、正当かつ十分な理由による

会員の欠席を認める権限を持つ。このような出席規定の適用の免除は、最長 12カ月間
までとする。ただし、健康上の理由あるいは子どもの誕生、養子縁組あるいは里親にな
ることにより 12カ月間を超えて欠席となる場合は、理事会が改めて、当初の 12カ月
の後に、さらに一定期間の欠席を認めることができる。

（ｂ）  一つまたは複数のロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が 85年以上で
あり、一つまたは複数のクラブで少なくとも 20年の会員歴があり、さらに出席規定の
適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。

RI 役員の欠席（RI Offi  cer's Absences）
　会員が現役のRI 役員または現役のRI 役員の配偶者／パートナーである場合、その会員に対
する出席規定の適用は免除されるものとする。
出席の記録（Attendance Records）

　標準クラブ定款第 12条第 3節（a）（出席規定の免除）の下に、出席規定の適用を免除され
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た会員がクラブ例会欠席した場合、その会員と会員の欠席は、出席記録に含まれないものとする。
第 3節（b）の（出席規定の免除）または第 4節（RI 役員の欠席）の下に出席規定の適用を免
除された会員がクラブ例会に出席した場合、その会員と会員の出席は、本クラブの出席率の算
出に使う会員数と出席者数に含まれるものとする。 （標準クラブ定款第 12条）

●出席委員会（Attendance Committee）
　この委員会は、すべてのクラブの会員があらゆるロータリーの会合に出席すること―これは、
地区大会、都市連合会、地域大会および国際大会への出席も含まれる―を奨励する方法を考案
するものとする。
　この委員会は特に本クラブの例会への出席と、本クラブの例会に出席できない場合の他クラ
ブ例会への出席とを奨励し、全会員に出席規定を周知せしめ、出席をよくするためのより良き
奨励策を講じ、そして出席不良の原因となる諸事項を確かめてこれを辞去することに努めるも
のとする。

●出席義務（Absence）
　ロータリアンの三大義務として、会費の納入、ロータリー雑誌の購読、そして例会出席がある。
出席の要件は標準クラブ定款第 12条（出席）と第 15条第 4節（会員身分の存続・終結－欠席）
に規定されている。例会への出席が大切にされるロータリーでは、どうしても仕事の都合で出
席できないときは、メークアップ制度を利用する。

●出席クレジット（Attendance Credit）
　理事会は、標準クラブ定款第 12条第 1節（a）（３）（一般規定）を会員が地区大会などの
RI 会合に 1日出席するごとに 1回分の例会出席を果たしたと認めるものであると解釈する。
ただし、例会出席の代わりとなる会合の日が、通常メークアップが認められている期間内に当
たることを条件とする。

●出席の意義（Value of Regular Attendance）
　出席はロータリーの特色の一つで、会員の資格条件になっている。クラブ例会に規則正しく
出席することは入会の時受け入れた最も基本的な重要な責務である。自分のクラブに対し行う
出席という最小限の奉仕であり、さらにその出席率のより高い理想に向かって努力することを
ロータリーは求めている。

●10％ルール（Ten Percent Rule）
　類似する事業、もしくは同一法人、同一事業主の管理下にある事業を職業分類とする正会員
の数は、当該クラブの正会員総数の 10％を超えないことが望ましい。クラブ創立時は創立会
員となる正会員の 10％を超えてはならない。
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●出版物（Publications）
　国際ロータリーは、ロータリーの理念と使命を推進することを目的に、9カ国語で、出版物（印
刷物、視聴覚資料、電子出版物）を発行する。ロータリー出版物の内容とデザインは、それを
出版する組織の最高役員にあたるクラブ会長、ガバナー、あるいは親睦活動委員長のいずれか
の指示の下に行われ、現在適用されているRI の方針、特にロータリーの標章の使用と配布の禁
止に関する方針に準拠したものでなければならない。RI は、RI 以外の出版物の内容に対し、一
切責任を負うことはない。 （ロータリー章典 52.020.1.）

●出版物とマルチメディアの資料（Publications and Multimedia Resources）
　RI は、特定の事柄やプログラムを取り扱った各種出版物やマルチメディアの資料（ビデオ、
DVD、CD）を発行している。完全なリストはロータリーショップのサイト（shop.royary.
org）を訪れるか、「RI カタログ」（019）を参照。このリストには、各種書式、事務用品、マ
ルチメディア資料、それぞれの価格も掲載されている。出版物は、RI の世界本部または国際事
務局から入手できる。
　RI 理事会または国際大会の決定によって特に発行が認められている出版物やマルチメディア
資料を除き、事務総長が新しい資料をいつ、どの言語で発行するか、出版物やマルチメディア
資料をいつ廃刊にするかを決定する権限を有する。 （ロータリー章典 31.080.2.）

●賞（Awards）
　賞の授与は、クラブと地区が奉仕活動に力を尽くしたロータリアンやその他の人々を表彰、
激励し、その意欲を高める機会となるものである。多種多様な賞があるため、ガバナーは、各
賞についての周知や候補者の推薦を担当する委員会を任命することができる。
　ロータリアンを対象とした賞は以下の通りである。
　　・奉仕部門功労者賞
　　・クラブ・ビルダー賞
　　・ロータリー財団功労表彰状
　　・ロータリー財団特別功労賞
　　・ロータリー財団地区奉仕賞
　　・超我の奉仕賞
　　・ポリオのない世界を目指す奉仕賞
　　・職業奉仕リーダーシップ賞
　クラブを対象とした賞は以下の通りである。
　　・会長賞
　　・小規模クラブ会員増加の表彰
　　・意義ある業績賞
　その他の表彰
　　・家族および地域社会奉仕賞
　　・ローターアクトクラブとインターアクトクラブのための会長賞
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　　・ロータリアン配偶者／パートナーサービス賞
　　・卓越したローターアクト・プロジェクト賞
　　・ロータリー最優秀学友会賞
　　・ロータリー学友世界奉仕賞
　　・RI 栄誉賞
　　・世界インターアクト週間の表彰
　　・世界ローターアクト週間の表彰
　各賞・表彰に関する情報（推薦書式、推薦締切日、資格要件など）は、www.rotary.org を
参照。

●障害を持つ青少年（Youth with Disabilities ）
　青少年プロジェクトに障害者を参加させるべきである。ロータリークラブと地区は障害者へ
の奉仕経験を持つ既存団体に接触し、あらゆる援助を与えるべきである。長期・短期交換への
参加を障害者に奨励し、援助する責任者として、地区青少年交換委員会委員 1名を任命するこ
とを、RI 理事会はガバナーに推奨している。

●情報集会（Informed Meeting）
　家庭集会の中の一会合で、主としてクラブ会員にロータリー情報伝達の目的に行われる。

●職業（Vocation）
　Vocation（職業）という言葉は社会人の「定職、稼業、事業、専門職務、あるいは業務」を
指すものである。ロータリーは、職業奉仕という言葉を使用するに当たって、Service（奉仕）
という文字をその一番広い意味で使っており、単に事業あるいは専門職務における取引行為や
販売された商品を指すのみでなく、相手のニーズと境遇に対して正当な考慮を払い、他人に対
しいつも思いやりの心を持つことも指しているのである。

●職業研修チーム（Vocational Training Team）（VTT）
　海外で専門職業に従事する人たちに研修を提供したり、研修を受けるためにチームが海外に
赴いたりできるのが職業研修チーム（VTT）である。
　職業研修チームは、地区補助金とグローバル補助金の補助金で実施できる。グローバル補助
金での職業研修チームの場合、研修内容がロータリーの重点分野に関連していることが条件と
なる。
　さらに、チーム構成は、3つの利用する補助金により異なり、グローバル補助金の場合では
該当する重点分野において最低 2年の職歴を有する少なくとも 2名のメンバー（ロータリアン
であるなしを問わない）と、重点分野に関する専門知識、国際経験、一般的なロータリーの知
識を有するロータリアンのチームリーダー 1名で構成。ただし、事情によっては、ロータリア
ンではない人がチームリーダーとなることを財団が許可する場合もある。参加者の年齢制限な
し。
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●職業指導（Vocational Guidance）
　青少年の職業選択を援助する活動は、クラブの職業奉仕委員会活動の一つである。クラブは
青少年奉仕委員会の協力の下に、とりわけ青少年の職業選択を援助する活動を進めるため、職
業奉仕委員会の中に「就職相談」小委員会を設置してもよい。
職業指導は一般論としてはない。また、就職相談小委員会という組織は、CLP、DLPへの移行
では制度としてはない。

●職業分類（Classifi cation）
　本項に従わない規定または要件を細則に含めることができる。そのような規定または要件は
本項の規定または要件に優先するものとする。
◎一般規定（General Provisions）
　主な活動（Principal Activity）
　各会員は、その事業、専門職務、または社会奉仕の種類に従って分類されるものとする。職
業分類は本人の所属する会社、企業、団体の主要かつ一般世間がそのように認めている事業活
動を示すものか、本人の主たるかつまた一般世間がそのように認めている事業または専門職務
を示すものか、本人の社会奉仕活動の種類を示すものでなければならない。
是正または修正（Correction or Adjustment）

　理事会は、正当な理由がある場合、在籍中の会員の職業分類を是正または修正することがで
きる。是正または修正の提案については、当該会員に対して然るべき予告が与えられ、その会
員には、これに対して聴聞の機会が与えられなければならない。
◎制限（Limitations）
　5名またはそれ以上の正会員がいる職業分類からは、正会員を選出してはならない。ただし、
会員数が 51名以上のクラブの場合は、同一職業分類に属する正会員がクラブ正会員の 10％よ
り多くならない限り、その職業分類の下に正会員を選出することができる。引退した会員は、
その職業分類に属する会員総数に含めてはならない。選出によってクラブ会員数が職業分類の
制限を一時的に超えることになっても、クラブの移籍会員または元クラブ会員、あるいはRI 理
事会によって定義されたローターアクターおよびロータリー学友の職業分類は、正会員に選出
されることを妨げるものであってはならない。会員が職業分類を変更した場合、クラブは、こ
れらの制限にかかわらず、同会員の会員身分を新しい職業分類の下で継続することができる。
 （標準クラブ定款第 11条）

●職業分類委員会（Classifi cations Committee）
　毎年できるだけ早く、遅くとも 8月 31日以前にその地域社会の職業分類調査を行わなけれ
ばならない。その調査から、職業分類の原則を適用し充填未充填職業分類表を作成しなければ
ならない。必要な場合は本クラブの現会員の持っている職業分類を再検討しなければならない。
そして、あらゆる職業分類の問題について理事会と協議しなければならない。
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●職業分類および会員に関する一般原則
　　（General Classifi cation and Membership Principles）
　クラブは職業分類の慣行を慎重に考慮し、現在の事業、専門職務および社会奉仕の環境に合
わせるために必要な場合は、職業分類に拡大解釈を適用すべきである。
 （ロータリー章典 4.030.）

●職業分類調査（Classifi cation Survey）
　クラブがさらに発展できる分野を見極めるために、職業分類のリストを活用できる。クラブは、
地元地域の現在の職種構成を反映させた職業分類調査を行うべきである。
 （ロータリー章典 4.050.）
　クラブの会員状況を分析評価するための各種資料を、www.rotary.org から入手できる。

●職業分類の貸与（Loaning Classifi cations）
特定の職業分類の下に会員となるには、商業、工業、専門職務または団体にかかわる活動の少
なくとも 60％を、当該職業分類となっている活動に捧げており、かつ当人が主として当該事
業または専門職務活動に従事していることがその地域において一般から認められていなければ
ならない。各クラブはこのような規定を採用するように勧告されている。

●職業分類表（classifi cation roster）
　クラブが所在する地域社会にある職業分類がすべて記載された一覧表で、クラブで既に充填
されている職業分類と、未充填の職業分類を示すもの。

●職業奉仕（Vocational Service）
　職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべ
きであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的
を持つものである。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行う
こと、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために、クラブが開発した
プロジェクトに応えることが含まれる。 （標準クラブ定款第 6条）

●職業奉仕委員会（Vocational Service Committee）
　クラブ会員が、その職業関係における諸責務を遂行し、各会員それぞれの職業における慣行
の一般水準を引き上げるうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施する
ものとする。

●職業奉仕活動（Vocational Service Activities）
　合同で着手すれば、より実り多き成果をあげられると思われる奉仕プロジェクトを、適切で
あれば、開発する。このようなプロジェクトには次のものが含まれるであろう：従業員研修、
引退後の奉仕の機会、識字率の向上、職場の薬物乱用防止と治療、職業相談、職業活動表彰プ



－ 185 －－ 185 －

カ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

ア

サ

ログラム。
　職業奉仕の範囲は、クラブとロータリアンの創意によって、無限に広がる。ロータリアンは、
自己の職業に基づいてクラブで職業分類されているのであるから、職業奉仕は、すべてのロー
タリープログラムを遂行する上で不可欠な要素である。その影響は、他の奉仕部門に及ぶ。

●職業奉仕月間（Vocational Service Month）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P734）

●職業奉仕に関するキーとなる言葉（Key Messages on Vocational Service）
　ロータリー資料 1・「職業奉仕のキーとなる言葉」を参照。（P576）

●職業奉仕に関する声明
　ロータリー資料 1・「職業奉仕に関する声明」を参照。（P563）

●職業奉仕の新方針（New Plan for Vocational Service）
　職業奉仕は長年会員個人の責任において実践すべきものとされてきた。1987-'88年度にRI
理事会はこれを改め「職業奉仕はクラブと会員双方の責務である」と声明、職業奉仕実践のた
めクラブと会員の役割を明らかにした。これが職業奉仕の新方針といわれる。

●職業奉仕リーダーシップ賞（Vocational Service Leadership Award）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P739）

●食事を伴わないクラブ例会（Club Meetings Without Meals）
　クラブの例会は、食事を伴うことが義務付けられておらず、よって個々のロータリアンの費
用を抑えることができる。

●女性会員（Women Rotarians）
　ロータリー資料２・「ロータリーの女性会員とその歩み」を参照。（P664-666）

●諸問題に対する声明（Statements on Issues）
　ロータリーには世界中からさまざまな政治的見解を持つ個人が含まれるため、国際ロータリー
は、政治的主題に関していかなる団体活動あるいは団体としての意見の表明も行われないもの
とする。 （ロータリー章典 26.020.）
　世界中のロータリークラブの連合体として、RI は、中立的な立場を保持し、特定の事柄に関
して、自らの立場について公式の声明を発表しない。ロータリーが平和と人道的活動における
献身を最大限に示すことができるのは、組織体による表明ではなく、個々のロータリークラブ
による奉仕活動を通じてである。
　ロータリーは特定の宗教とは関係のない組織である。多くのロータリアンが個人でそれぞれ
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の信仰をもっているが、ロータリーは特定の信仰に基づいて創設された組織ではない。
 （ロータリー章典 26.030.）

●資料配布（Circularization）
　ロータリークラブへの配布が許される限定条件は以下の通りである。
・ 他クラブまたは他クラブの会員の協力を積極的に要請しようとするロータリークラブは、
まず、その目的と計画をそれぞれ関係する地域のガバナーに提出し、承認を得なければな
らない。これは、あるクラブが、二つ以上のロータリークラブ、あるいは二つ以上のクラ
ブの会員の協力を要請しようとする場合にのみ適用される。相手が自発的に選択したコミュ
ニケーション手段（Opt-in communication choices）を用いた、積極的ではない方法
（ウェブサイトやソーシャルメディアなど）を通じて協力を要請するクラブには、この方針
は適用されない。 （ロータリー章典 11.010.1.）

・ このような活動を行うロータリークラブは、関係するロータリークラブの名称がわかるよ
う適切な表示や字句を含め、ロータリーの標章の使用に関するRI の方針に従わなければな
らない。 （ロータリー章典 11.010.2.、33.020.）

・ いかなるクラブも、まずRI 理事会の承認を受けるまでは、ほかのロータリークラブ、ある
いは自クラブの会員以外のロータリアンに資金の援助あるいは営利目的の事業への参加を
求めてはならない。 （ロータリー章典 11.010.3.、33.020.）

・ 事務総長は、許可されていない積極的な懇請活動が行われている地区のガバナーに対し、
このような活動を止めさせるための措置を取るよう求めるものとする。引き続き本方針が
守られない場合には、クラブの終結も含め、懲戒処分が取られる可能性も考慮に入れた上で、
RI 理事会へ報告される。 （ロータリー章典 11.010.4.）

　一般の人々に対する懇請を行う目的で、商業的な電話勧誘販売、ウェブホスティング、また
はＥメールの会社を代行として使うことを望むロータリークラブと地区は、まず、関係地域の
ガバナーにその目的と計画を提出して承認を得た上で、資料配布に関する現行のロータリーの
方針を順守し、関係するロータリー組織の適切な表示や字句を含めなければならない。
 （ロータリー章典 11.010.5.）
　RI の「公式名簿」は、配布目的のために、ロータリアンまたはクラブや地区に提供してはな
らない。 （ロータリー章典 11.010.6.）
　クラブや地区の名簿には、ロータリアン以外の人に配布するものではないこと、また営利目
的の郵送名簿としても使用してはならない旨の注意書きを含めなければならない。
 （ロータリー章典 11.010.7.）

●事例研究（Case Study）
　ロータリアンが、日常、職業に携わっていて現実に直面した問題に基づいて話し合うグルー
プ討論会のこと。参加者は、自分自身がその問題に直面したらどうするかという観点で、問題
解決を探り、話し合う。



－ 187 －－ 187 －

カ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

ア

サ

●新会員の参加（Involvement of New Members）
　クラブは、すべての新会員に対し、クラブ協議会や地区大会を含め、クラブと地区の行事に
出席するよう奨励すべきである。クラブはまた、可能な限り、新会員をクラブ委員会に配属す
べきである。 （ロータリー章典 5.020.1.）

●新会員のためのオリエンテーション（New Member Orientation）
　地区は、独立した行事として、および／または地区研修・協議会や地区大会の一部として、
新会員のためのオリエンテーションを適時に実施するよう奨励されている。新会員のメンター
もしくは推薦者がオリエンテーションに出席すべきである。地区レベルのオリエンテーション
プログラムが行われるからと言って、新会員のためのオリエンテーションを提供するというク
ラブの義務を免れるわけではない。

●新会員の入会式（Induction of New Members）
　クラブは、新会員を迎え入れるために入会式を開く。
　各クラブは、独自に、意義深い入会式の手続を定める。入会式に関する情報は、「クラブ会長
要覧」（222）を参照。
　クラブはまた、ロータリアンとなることの恩恵と責務について、入会前にロータリアン候補
者を教育することを目的とした、充実した会員情報プログラムを開発するよう奨励されている。
情報提供、推薦、入会という 3段階に関する情報は、ロータリーのウェブサイト（www.
rotary.org/myrotary/ja）に掲載されている。

●新加盟クラブ（Newly Admitted Clubs）
　5月15日またはそれ以前に新たに加盟したクラブに限り、7月1日における会員数を証明し、
その日付における人頭分担金を支払うものとする。同様に、11月 15日またはそれ以前に加盟
した新クラブに限り、1月 1日における会員数を証明し、その日付における人頭分担金を支払
うよう要請される。

●審議会代表議員の氏名の公表（Publication of Representatives to Council Meeting）
　各審議会招集の少なくとも 30日前までに、事務総長は、ガバナーから報告を受けている審
議会代表議員の氏名を代表議員に公表しなければならない。 （RI 細則 9.090.2.）

●審議会地区代表議員の任務（Responsibilities of Representatives）
　代表議員は、次の任務を有するものとする。
（ａ） クラブが立法案を提出する場合、その作成を援助すること。
（ｂ） 地区大会およびその他の地区の会合で、立法案と決議案を討議すること。
（ｃ） 地区内のロータリアンの意向をよく知っておくこと。
（ｄ）  審議会に提出された立法案と決議案のすべてに批判的検討を加え、審議会に、それらの

見解を的確に伝えること。
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（ｅ） RI の公正な立法当務者として行動すること。
（ｆ） 審議会の会議に、会期の全部を通じ、出席すること。
（ｇ） 決議審議会に参加すること。
（ｈ） 審議会終了後、地区内の各クラブに、審議会の審議に関する報告をすること。
（ｉ）  地区内クラブが今後の規定審議会へ提出する立法案を作成するのを援助するために、い

つでも地区内クラブの相談にのること。 （RI 細則 9.030.）

●審議会手続（Procedures of the Councils）
会議運営手続規則（Rules of Procedure）

　RI 細則 9.140.（審議会運営委員会、定款細則委員会の任務）の規定に従って、規定審議会
はその都度、議事の運営に必要と考える手続規則を採用できるものとする。かかる規則は本細
則に沿ったものでなければならず、次の規定審議会で変更されるまで有効とされるものとする。
各決議審議会は、審議会運営委員会により採択された会議運営手続規則に従って実施されるも
のとする。 （RI 細則 9.130.1.）
異議の申し立て（Appeal）

　議長の如何なる裁定にも規定審議会に異議を申し立てることができる。議長の決定を覆すた
めには規定審議会の過半数の投票が必要とされる。 （RI 細則 9.130.2.）

●審議会の会議（Meeting of the Council）
　規定審議会は 3年に 1度、4月、5月または 6月、できれば 4月に招集されるものとする。
　RI 理事会が審議会の日を決める。財政的その他のやむを得ざる理由により理事会の 3分の 2
の賛成票で、別段の決定をした場合を除き、審議会はRI 世界本部の近辺にて開催される。

●審議会の決定（Action of the Council）
議長の報告（Report of the Chairman）

　審議会議長は、審議会終了後 10日以内に、規定審議会と決議審議会の決定に関する詳細な
報告を事務総長に提出しなければならない。 （RI 細則 9.150.1.）
事務総長の報告（Report of the General Secretary）

　事務総長は、各クラブの幹事に対し、規定審議会と決議審議会が採択した立法案または決議
のすべてについて、審議会の行った決定に関する報告書を審議会閉会後 2カ月以内に送付する
ものとする。報告書には、規定審議会の行った決定に対し、反対の意思を表示しようとするク
ラブのために、その表示に用いる書式を添付しなければならない。 （RI 細則 9.150.2.）
審議会の決定に関する反対（Opposition to Council Action）

　立法案の採択に関する規定審議会の決定に対して反対の意思を表示したクラブからの書式は、
クラブ会長が証明しなければならず、かつ、事務総長の報告に明記されている期日までに事務
総長のもとに届くように提出されなければならない。その期日は事務総長の報告の郵送後少な
くとも 2カ月後とする。事務総長は、規定審議会の決定に対して反対の意思を表示したクラブ
からの正規に提出されたすべての書式を調べ、表にするものとする。 （RI 細則 9.150.3.）
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審議会の決定の一時保留（Suspension of Council Action）
　立法案に関する審議会決定は、クラブの有効投票の少なくとも 5％に相当するクラブが反対
の意思表示をした場合、その効力は一時保留されるものとする。 （RI 細則 9.150.4.）
郵便投票によるクラブの投票（Vote by Clubs Through Ballot-by-Mail）

　承認された立法案の 1件または数件が、クラブの反対のために、一時保留とされた場合、事
務総長は、その一時保留後、1か月以内に、投票用紙を作成し、各クラブの幹事に配布するも
のとする。投票は一時保留とされた立法案について審議会決定に賛成するか否かという質問を
提起するものとする。各クラブは、少なくとも 1票を投じる権利を有する。会員数 25名を超
えるクラブは、25名ごとに 1票、または端数が 13名以上の場合、さらに 1票の割合で投票
権を有するものとする。この会員数は、審議会閉会に先立つ、直前のクラブ請求書の期日にお
けるクラブの会員数に基づくものとする。ただし、RI の加盟会員としての資格が停止されてい
るいかなるクラブも、投票に参加する権利が無いものとする。クラブの投票は、クラブ会長の
認証を要するものとし、かつ、事務総長の報告に明記されている期日までに事務総長のもとに
届くように提出されなければならない。その期日は、投票用紙郵送後少なくとも2カ月後とする。
 （RI 細則 9.150.5.）
投票委員会の会合（Balloting Committee Meeting）

　会長が投票委員会を任命するものとする。投票委員会は、会長の決定する時と場所において
会合し、投票用紙を審査し、これを数えるものとする。一時保留とされた立法案に関するクラ
ブの投票は、投票用紙を受理した最後の日から２週間以内に投票委員会が集計するものとする。
投票委員会は、委員会閉会の後５日以内に事務総長に投票結果を証明するものとする。
 （RI 細則 9.150.6.）
投票結果（Results of Balloting）

　クラブが投じうる投票数の過半数が規定審議会の決定に反対した場合、このような立法案件
に関する審議会決定は一時保留の日より無効とされる。しかし、その他の場合については、一
時保留とされた決定は、一時保留がなかったものとして復活するものとする。
 （RI 細則 9.150.7.）
審議会決定の発効日（Eff ective Date of Council Action）

　各立法案について規定審議会または決議審議会の行った決定はRI 細則 9.150.4.（審議会の
決定の一時保留）の下にクラブ決定により一時保留とされない限り、審議会閉会直後の７月１
日にその効力を生じるものとする。 （RI 細則 9.150.8.）

●審議会の定足数（Quorum for the Council）
　投票権を有する各審議会の議員の２分の１を定足数とする。投票権を有する各議員は、投票
に付せられた各案件につき１票のみを投じる権利を有する。審議会においては、委任状による
代理者の投票を認めないものとする。 （RI 細則 9.120.）

●審議会の臨時会合（Extraordinary Meeting of the Council）
通知（Notice）
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　審議会の臨時会合はRI 定款第 10条第 5節（立法案を採択するための臨時会合）に従い、理
事会が招集することができる。臨時会合とそこで審議する立法案の通知は、開催予定日の 60
日前までにガバナーに郵送されるものとする。ガバナーは、直ちに地区内クラブに知らせた上、
地区の代表者として審議会に派遣するロータリアンの氏名をできるだけ早く事務総長に報告す
るものとする。 （RI 細則 9.170.1.）
制定案の採択（Adoption of Enactments）

　規定審議会の臨時会合で制定案を採択するには、出席し、投票した人の 3分の 2の賛成投票
が必要とされるものとする。 （RI 細則 9.170.2.）
手続（Procedures）

　通常の規定審議会のために定められた手続が、臨時会合にも適用される。ただし、次の二つ
は例外とされる。 （RI 細則 9.170.3.）
決定の報告（Report of Action）

　RI 細則 9.150.2.（事務総長の報告）に規定される決定の報告は、臨時会合終了後 15日以内
に、各クラブに送付するものとする。 （RI 細則 9,170.3.1.）
決定に対する反対の意思表示（Opposition to Action）

　クラブが規定審議会臨時会合の決定に反対するには、報告がクラブに送付されてから、2カ
月以内にその意思表示をしなければならない。 （RI 細則 9.170.3.2.）
決定の発効日（Eff ective Date of Action）

　クラブがこのような決定に反対の意思表示をする投票が、所定数、提出されなかった場合、
規定審議会の臨時会合の決定は、事務総長がクラブに審議会の報告を送付してから 2カ月後に
効力を発するものとする。クラブの所定数が反対の意思表示した場合、その決定は、RI 細則
9.150.（審議会の決定）の規定にできる限り沿って、郵便投票にかけられるものとする。
 （RI 細則 9.170.4.）

●新クラブ（New Clubs）
クラブの結成（Formation of Clubs）

　新クラブを結成するとき、会員組織が主に、事業または専門職務に携わる人または地域社会
のリーダーで、できれば所在地域で生まれ育った人、またはその地域の永久的な定住者、ある
いはその地域で事業や専門職務を営む人々によって会員組織を成り立たせることのできる場所
でなければならない
新クラブ結成の要件（Requirements for Formation of a New Club）

　ロータリーがクラブを承認する前に、新クラブ結成の申請書が受理、承認されていなければ
ならない。
新クラブの名称（Name of New Club）

　クラブの名称は、そのクラブの所在地域を示す名前を採用しなければならない。また、RI の
承認を得ることを条件に、定款にその選択したクラブ名称を記載しなければならない。
地域社会からの創立会員（Charter Members from Local Community）

　創立会員の少なくとも50％は、新クラブが設立される地域社会の出身者でなければならない。
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創立会員名簿（Charter Membership List）
　クラブの加盟申請書の一部としてRI 理事会に提出された会員名簿が、クラブの完全な創立会
員名簿とみなされる。申請に関するRI 理事会の決定が行われるまでは、この名簿に載っている
以外に新たに会員を入会させることはできない。
スポンサークラブの最低会員数（Minimum Number of Members in Sponsor Club）

　新しいクラブのスポンサーになろうとするクラブは、少なくとも 20名の会員を有していな
ければならない。スポンサークラブが 2つ以上ある場合、共同スポンサークラブのうち 20名
の会員を有することが義務付けられるのは、1つのクラブのみである。
新クラブの結成：費用（Formation of New Clubs : Cost）

　新クラブは会員全てが、未納となっているすべてのRI と地区への人頭分担金を、外部からの
援助なしに支払うことが可能であり、納入する能力があると委員会が認めた場合にのみ承認さ
れる。
新クラブの加盟金（Admission Fee for New Clubs）

　新クラブは、RI が新クラブに対して加盟手続と支援業務を行うための費用を賄うために創立
会員 1人につき米貨 15ドルの加盟金を支払うものとする。
加盟認証状伝達式（Charter Ceremony）

　ガバナーあるいはガバナーの代理人が、クラブの正式な加盟認証状伝達式に出席するものと
する。場合によっては、ガバナーの代わりに加盟認証状を伝達するよう、スポンサークラブの
クラブアドバイザー、または他の会員に要請することができる。
偽造された会員リスト（Falsifi ed Membership List）

　加盟を希望する新クラブが偽造された会員リストを提出した場合、事務総長は次の措置を取
るものとする。
ａ . 新クラブの加盟を保留する。
ｂ . 新クラブ会員リストのすべての氏名が照合確認されるまではクラブは加盟されず、将来 

同地区内の新クラブから提出される申請書類はすべて、そのロータリー年度を通じ、精
密な調査の対象となることを地区ガバナーに通知する。

ｃ .  ずさんな会員リストを提出したことによって、ガバナーとしての任期終了後 3年間は
RI のいかなる任務に就くこともできないことを地区ガバナーに通知する。

 （ロータリー章典 18.020.）

●新クラブ結成推進委員会（New Club Development Committee）
目的

　新クラブ結成推進委員会は、ガバナーの監督の下、地区内に新クラブを結成する計画を立て、
実行するものとする。委員長の席は、元地区ガバナーあるいは地区ガバナーノミニーに優先的
に与えられるべきである。
委員のその他の資格

　新クラブの結成に積極的に関与し成功をおさめた元地区ガバナーを優先すべきである。
任務および責務
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ａ）  現在ロータリークラブは存在しないが、新クラブ結成の条件を備えている地域社会を探
し出す。

ｂ）  既存クラブによる地域社会への奉仕に影響を与えることなく、追加の新クラブを創設で
きる可能性のある地域社会を探し出す。

ｃ）  新クラブの結成と設立を助ける。
その他の研修要件

　委員長だけでなく、できるだけ多くの委員がロータリーコーディネーターの実施する適切な
研修に出席すべきである、
委員長の任命

　効果的にするために、地区新クラブ結成推進委員会はリーダーシップ継続性がなければなら
ない。；すなわち、委員会委員長は 3年任期で任命され、任期を務めることになるガバナー、
ガバナーエレクト、ガバナーノミニーの書類による承認によって確認することが条件となって
いる。3年任期のそれぞれの年度の地区ガバナーは（選ばれている場合）、委員長の選考に参加
するものとする。かかる選考は 7月 1日に就任する前年の 12月 31日までに実施され、RI に
報告しなければならない。正当な理由の解任は、3年任期の残存年度に関係するすべてのガバ
ナー（選ばれている場合）の事前承認を得なければならない。
 （ロータリー章典 17.030.2. の B.）

●新クラブのプログラム（Programs for New Club）
　ガバナーまたはクラブ結成者は、新クラブの最初の 8週間ないし 10週間までの例会プログ
ラムを提供する責務がある。これは、誕生間もないクラブの世話をするスポンサークラブの義
務を免除するものではない。

●新クラブへの激励（Encouragement to New Clubs）
　新クラブのRI 加盟については、地区内の近隣のクラブおよびRI の元役員にこの旨を通知す
るとともに、元役員および近隣クラブ会員の訪問は、新クラブへの激励になると伝えるべきで
ある。

●新世代とのロータリーパートナーシップの原則
　　（Guiding Principles for Rotary's Partnership with New Generation）
　ロータリアンとして我々は
◇  ロータリー新世代プログラムの参加者をロータリーの奉仕活動のフル・パートナーとし

て歓迎し、ロータリーの新世代プログラムを通じて指導者としてのスキルを発展させる
ように、青少年に積極的に協力するとともに進歩的に責任を持つこと

◇  ローターアクトおよびインターアクトクラブと共に合同活動やプロジェクトを行うこと
を奨励する。

◇  インターアクターまたローターアクターが、新世代プログラムの次のレベルやロータリー
に発展するよう奨励、支援する。
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◇  ロータリー学友がロータリー会員になることを奨励、支援する。
◇  有能な若者が青少年交換、RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）に参加する

ことを奨励し、インターアクトおよびローターアクト活動を支援し、ロータリー家族と
の連絡を保つこと。

◇  新世代プログラムの参加者を肉体的、性的、そして精神的な苦痛、虐待から守るため安
全を確保する。

◇  新世代プログラムの成果の成功を測定評価し、プログラムの持続的な改善を図ることを
奨励する。

◇  新世代プログラム参加者の経験を、関係の国際ロータリー委員会と共有するためにプロ
グラム参加者を招待する。

◇  新世代プログラム参加者が地域社会や国際社会の中で彼らの経験を語ることを支援する。
◇  新世代プログラムの参加者と連絡を保ち、人生のあらゆるステージに於いて、彼らと意

義あるロータリーでの経験をつなぐ架け橋となる。
　新世代（新生児からヤングアダルトまでの全ての人）のニーズの多様性を認識しながら、彼
らのより良い未来の為に新世代の生活技能を向上させることで、彼らを育てることがロータリ
アンの責務である。すべてのクラブおよび地区は、新世代の基本的なニーズ：すなわち健康や
人間としての価値、教育、自己啓発をサポートするようなプロジェクトを実施することを奨励
されている。
　効果的な新世代パートナーシップの基本は、人道的奉仕の中の友情で、青少年とロータリア
ンが、一緒に並んで活動する機会の中にある。

●新世代プログラムのためのロータリーのビジョンと理念
　　（Rotary's Vision and Philosophy for New Generation Programs）
　ロータリーの新世代プログラムは未来―すなわち、私たちの家族の未来、私たちの地域社会
の未来、そしてロータリーの未来―に対する投資である。
　以下のようなロータリーの新世代プログラムを通じて、ロータリアンは次の世代とロータリー
の理念や伝統を分かち合う。
・ ロータリー家族の中の友愛
・ 地域社会や世界規模での奉仕
・ 地球上のすべての人々への理解、文化への理解そしてその生活様式に対する理解。これら
は世界平和の基本となる

・ すべての価値ある職業に対する尊敬
・ 倫理的な意思決定の指針となる四つのテストの価値
・ 指導力を生かす機会として取り組み、ロータリーの未来に投資しているという意識を培う

　様々なプログラムや若い人たちの継続的に関係することによって、―世界の未来のリーダー
たちの持つビジョンや希望や期待を通じて―ロータリーは私たちの未来をおぼろげに見ること
ができる。（垣間見ることができる）。
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●新世代奉仕交換（New Generation Service Exchange）
　21～ 30歳までの青年は、個人でもグループでも、期間 6カ月までの新世代奉仕交換に参
加することができる。新世代奉仕交換は高い人道主義的および職業奉仕の構成要素が必要とな
る。
　活動のスケジュールはホスト地区により計画されなければならない。それは主として、人と
人の触れ合いと、ロータリー財団の６つの重点分野、職業奉仕（例えば職業開発やリーダーシッ
プ研修）、あるいは新世代活動を含む地域の奉仕活動のうち一つ以上を支援する奉仕活動から構
成される。
　ホスト地区は参加者のホストする準備や地域での移動手段を手配しなければならない。
　地区は最適のホスト役の手配を見極めるために審査手続を行わなければならない。
　適任の候補者は地域のロータリークラブや地区新世代委員長や派遣元の地区ガバナーによっ
てスポンサーされなければならない。
　現役のローターアクター、元インターアクター、元ローターアクター、RYLA参加者、元青
少年交換学生などの参加申し込みは奨励されている。
　参加者はロータリーの理念と奉仕に対して強いコミットメントを示すべきである。（ロータ
リーの理念と奉仕に強い責任を持って関わることを明言すべきである）。
　交換の移動方法、参加者の選択とオリエンテーション、資金調達と参加費用、更には交換参
加者が参加する奉仕活動などに関して参加者の期待を調整するため、地区は交換パートナーと
の合意を確立することが奨励されている。
　新世代奉仕交換は相互的である必要はない。 （ロータリー章典 8.060.）

●人道的援助と設備に対する要請（Request for Humanitarian Aid and Equipment）
　RI はただ単に人道的援助と設備を提供している各種運動とは提携しない。これらの各種運動
を手掛けている機関は他に多くあるからである。各クラブは、この種の問題については、クラ
ブの自主性で措置を講じて差し支えない。

●人道的補助金専門家（Humanitarian Grants Cadre of Technical Advisors）
　通常単にカードルという。ロータリー財団補助金プロジェクトを審査、監視、評価するボラ
ンティアロータリアンのチームである。このチームは、専門技術や知識を有するアドバイザー、
コーディネーター、委員長によって構成される。以前から存在するが、未来の夢計画の下に、
大規模なプロジェクトが実施されるケースが多くなり、その存在価値が大きくなった。重点分
野の少なくとも一つに専門知識や技術を有するか、会計監査のいずれか、または両方に経験豊
富なロータリアンが登録し、その登録を地区ガバナーが承認し、管理委員会が任期 3年で任命
する。

●人頭分担金（Per Capita Dues）
　「会費」を参照。
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●信任状（credentials certifi cate）
　地区の代表議員および補欠の選出を証明するためにガバナーが記入する文書。信任状の確認
のために審議会で提示しなければならない。

●信任状委員会（Credentials Committee）
規定審議会（Council on Legislation）

　会長は、信任状委員会を任命しなければならない。信任状委員会は、規定審議会の開かれる
前に会合するものとする。この委員会は信任状を審査し、その査証をしなければならない。委
員会の決定はいかなる場合でも、規定審議会がこれを審査することができる。
 （RI 細則 9.100.）
国際大会（Convention）

　会長は、国際大会閉会までに信任状委員会を任命するものとする。同委員会は、５名より少
ない委員会であってはならない。 （RI 細則 10.090.）

●親睦活動委員会（Fellowship Activities Committee）
　会員間の知り合いと友誼を増進し、用意されたロータリーのレクリエーションおよび社交的
活動への参加を会員に奨励し、本クラブの一般目的の遂行上会長または理事会が課する任務を
果たすものとする。

●推奨クラブ細則
　標準クラブ定款は、すべてのクラブがRI の定款と細則の規定に矛盾しない細則を採択するこ
とを義務づけている。理事会は、ロータリー章典の補遺資料に記載されている推奨クラブ細則
を採択した。規定審議会の決定の結果として推奨クラブ細則に加えられる改正は、理事会を代
行する執行委員会により承認されることができる。推奨クラブ細則は適切に理事会により見直
されるものとする。 （ロータリー章典 2.050.）

●スター・プログラム（STAR Program）
　STARプログラムは、Special Training for Action in Rotary の頭文字語で、1967年に
米国テキサス州エルパンロータリークラブで開発された。このプログラムは、会員のロータリー
知識を豊富にし、クラブ会員をクラブ指導者としての役職に備えさせる面で効果のあることが
実証された。より活動的で、よりロータリー知識のある会員を増やすために、同様のプログラ
ムを採用するようクラブに奨励している。

●すべてのロータリークラブにおいて最低基準を満たすためのプラン
　　（Plan for Achieving Minimum Standards in all Rotary Club）
１． クラブが機能するための機会の創設
  ガバナーは、弱体であるとみなされるクラブを理事会の定める最低基準を満たすよう強

化するために、適切な手段を取るものとする。
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２． 機能していないクラブへの対応クラブが地区ガバナーの提供する強化のための機会に参
加しないことを選択する場合、ガバナーはクラブと共同で、以下の選択肢から適切な一
連の行動を同定するものとする。

ａ） 退会
 熟考ののち、ガバナーと協議の上で、クラブ退会に関する理事会方針に従い、クラブ

会員はクラブのRI 加盟会員身分を辞退することを決定する。ガバナーは希望するロー
タリアンの氏名を近接するクラブに提供するものとする。

ｂ） 合併
 ガバナーと協議の上、クラブおよびそのメンバー全員が近接するクラブと合併するも

のとする。会員数が 20名以下のクラブが近接する場合には合併が推奨される。
ｃ） 終結
 ガバナーは事務総長に、クラブが機能するクラブとして最低基準にどうしても合致す

ることができないクラブがある時、その旨を届け出する。事務総長は、ガバナーの推
奨につきクラブに通知を行い、適切な期間内で回答を求める。クラブが回答しない場合、
あるいはその回答が最低基準を達成することができないことを示すものである場合、
当該クラブは機能不全を理由に終結となる。 （ロータリー章典 2.010.2.）

●スポンサークラブ（sponsor club）
　新クラブの結成に際して助力し、結成後もRI の一員として速やかに成長するよう指導する責
任を引き受けるクラブ。
　「特別代表（special representative）」の項も参照のこと。

●スポンサークラブの最低会員数
　新しいクラブのスポンサーになろうとするクラブは、少なくとも 20名の会員を有していな
ければならない。スポンサークラブが２つ以上ある場合、共同スポンサークラブのうち 20名
の会員を有することが義務づけられているのは、１つのクラブのみである。

●スポンサークラブの資格と責務
　　（Requirements and Responsibilities of Sponsor Clubs）
　新クラブに必ずしもスポンサークラブが義務付けられているわけではないが、これはRI 理事
会によって強く推奨されている。スポンサークラブを選ぶ際、地区ガバナーと地区拡大チームは、
以下の基準に照らしてクラブを探す必要がある。
スポンサークラブの資格
・ 新クラブがRIへ加盟してから少なくとも1年間は新クラブを指導することに同意すること。
・ RI に対して財務的に健全な状態にあること。
・ 少なくとも 20名の正会員がいること。
・ バランスの取れたロータリー奉仕プログラムを実施していること。

　新クラブの成功は、いかに効果的に組織され、最初の数か月にいかに上手く運営されるかに
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かかっている。新クラブが加盟したのちスポンサークラブは良き指導者としての役割を担い、
最初の 1年間（可能であればさらに長く）は新クラブに関与し、指導を続ける。
スポンサークラブの責務
・ 特別代表が、新クラブを立派に結成できるよう、その計画と遂行を援助すること。
・ 新クラブの初期のプログラムやプロジェクトを援助すること。
・ RI の加盟クラブとして発展していけるよう、新クラブを導くこと、
・ クラブ創立 1年目に、（要請に応じて）地区ガバナーに報告書を提出すること。

　ほかには以下のような任務がある。
・ 初期の例会において新クラブの幹事のアドバイザーとなるよう、幹事に求める。
・ 新クラブの 1回目の理事会会合に、クラブ会長が特別代表とともに出席するよう求める。
・ 新クラブの会員がRI の情報、方針、手続きになれるために手伝うよう、経験豊かな会員に
奨励する。

・ 最初の 1年間は、新クラブがプログラムを計画するのを援助する。
・ 合同で募金活動を行う。

●スマイルボックス
　「ニコニコ箱」を参照。

●正会員（Active Member）
　RI 定款第５条第２節（クラブの構成）に定められた資格条件を有する者は、これをクラブの
正会員に選ぶことができる。 （RI 細則 4.020.）

●正会員の移転（Active Member Moving from the Territorial Limits of the Club）
　正会員が、自宅、勤務地共、所属クラブの所在地域限界外へ移転する場合、クラブ理事会の
承認を得てその会員身分を保持できる。ただし、同一の職業分類において活動し、所属クラブ
の例会数の 30％出席その他の条件に引き続き従わなければならない。

●性器切除の防止
　性器切除は、宗教的または文化的伝統によって正当化することはできない。性器切除は人道
的犯罪である。

●正規の手続きで提出された決議案、欠陥のある決議案
　　（Duly Proposed Resolution；Defective Proposed Resolutions）
　正規の手続で提出された決議案（Duly Proposed Resolution）
　次の条件を満たしていれば、正規の手続で提出した決議案と見なされる。
（ａ）  それぞれ、RI 細則 8.050.（決議案の締切日）に記載されている締切日までに事務総長

に送付されていること。
（ｂ）  決議案の提案者に関するRI 細則 8.030.（決議案の提出者）の規定に合致しいること。
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（ｃ）  クラブが提出したとき、地区の承認に関するRI 細則 8.040.（クラブ提出の決議案を地
区で承認）の規定を満たしていること。 （RI 細則 8.060.1.）

欠陥のある決議案Defective Resolution）
次の場合、決議案は欠陥があると見なされる。
（ａ）  組織規程の文言と精神に抵触する行為もしくは意見表示を必要とする場合。
（ｂ）  RI のプログラムの範囲内にない場合。 （RI 細則 8.060.2.）

●正規の手続きで提出された制定案、欠陥のある制定案
　　（Duly Proposed Enactments；Defective Proposed Enactments and Position Statements）
正規の手続きで提出された制定案（Duly Proposed Enactments）

　次の条件を満たしていれば、正規の手続きで提出した制定案とみなされる。
（ａ） それぞれ、RI 細則 7.035（制定案と見解表明案の締切日）に記載されている締切日

までに事務総長に送付されていること。
（ｂ）  立法案の提案者に関するRI細則7.020（立法案の提出者）の規定に合致していること。
（ｃ）  クラブが提出したとき、地区の承認に関するRI 細則 7.030（クラブ提出の立法案を

地区で承認）の規定を満たしていること。
（ｄ）  提案者は、立法案が検討を求める課題あるいは問題を明記し、その立法案がどのよう

にその課題あるいは問題に対処または解決するかを説明する趣旨および効果に関する
声明文を、300語以内で提出すること。 （RI 細則 7.037.1.）

欠陥のある制定案（Defective Enactments）
　次の場合、制定案は欠陥があるとみなされる。

（ａ） 二つ以上の異なる意味に解釈できる場合。
（ｂ） 組織規定の関係個所をすべて改正していない場合。
（ｃ） その採択が法令に反する場合。
（ｄ）  RI 細則またはRI 定款に抵触するような形で標準クラブ定款を改正する場合、または

RI 定款に抵触するような形でRI 細則を改正する場合。
（ｅ）  管理または施行が不可能な場合。 （RI 細則 7.037.2.）
欠陥のある見解表明案（Defective Position Statements）

　見解表明の形式をとっているが、RI の見解案を言明していない場合、見解表明案は欠陥があ
ると見なされる。 （RI 細則 7.037.3.）

●青少年会議（Youth Conferences and Meetings）
　地区は、地域や地区レベルでインターアクトや他の若い人たちのための会議、そして青少年
問題に関してのロータリアンと一般の人との会合を開催すべきである。
　地域社会レベルでは、地域社会の指導者たちと彼らの関心事を共有するため、クラブは青少
年や若年成人のためのフォーラムを開催するよう奨励されている。すなわち、彼らの希望、夢、
野心を表に出してあげること、彼らの前に立ちはだかる問題や彼らが暮らす地域社会の中での
問題の解決策を探ること。そして、ロータリアンがこれらの問題解決を支援する奉仕活動を提
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供すること。
　「青少年大会および会合」を参照。

●青少年交換学生の国外旅行（International Travel by Youth）
　いかなるロータリアン、クラブおよび地区もRI 青少年保護法や青少年交換方針、あらゆる国
政府の移民法に背馳して未成年者を外国へ送るための別のプログラムに携わってはならない。
　いかなるロータリアンも、クラブも、地区も旅行のあらゆる部分について事前に慎重な計画
を立てることなく、青少年を国外旅行活動のために海外へ送り出すことを援助したり、これに
協力したりしてはならない。地区青少年保護担当者がいない地区の場合、地区ガバナーおよび
地区青少年交換委員が旅行手配の許可をしなければならない。
　ホストクラブによって提供される歓待や支援に関して、前もって完全な相互合意が届けられ
るまで、いかなるクラブも、証明書や紹介状、援助要請状、その他青少年の身分を明かしたり、
紹介するような書類を、他国のクラブに提供すべきではない。
　ロータリークラブから派遣されたことを示す書類やそういった主張があっても、受入クラブ
が事前に、そのような受け入れや支援を提供することを明確に同意していない場合、クラブは
他国からの青少年に対して受け入れや援助を提供する義務はない。
 （ロータリー章典 41.070.5.）

●青少年交換におけるロータリークラブの関与
　　（Rotary Club Involvement in Youth Exchange）
　ロータリークラブは、地区の青少年交換プログラムの枠を超えて、青少年交換学生を派遣ま
たは受け入れてはならないものとする。海外渡航を含む活動においては、ロータリークラブは、
海外旅行のあらゆる面にわたって慎重な計画が立てられていない限り、青少年の海外派遣を援
助したり、これに協力したりしてはならない。

●青少年交換の地区認定（Youth Exchange District Certifi cation）
　事務総長は、青少年交換のための地区認定プログラムを維持する。認定手続は、全地区の青
少年交換プログラムが、青少年保護、学生の支援、その他に関する指針を採用しているという
証拠を国際ロータリーに提出することを義務づけている。青少年交換プログラムに参加するに
は、クラブと地区の全青少年交換プログラムは、RI の青少年保護に関する方針、およびそのほ
かの要件を順守しなければならない。認定を受けた地区のみが青少年交換プログラムに参加で
きる。認定を受けていない地区と交換を行う地区は、自らの地区に対する認定をも危うくする
ことになる。 （ロータリー章典 41.070.）
　青少年交換に関する詳細は、「青少年交換要覧」（746）およびRI のウェブサイト（www.
rotary.org/ja）を参照。
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●青少年交換役員大会前会議
　　（Youth Exchange Offi  cers Preconvention Meeting）
　青少年交換役員大会前会議は、国際大会の公式プログラムの一環として、国際大会の直前に
開かれる。会議の内容は、クラブ、地区、多地区合同レベルの青少年交換役員のためのもので
あるが、青少年交換学生を含むすべての国際大会参加者が登録することができる。

●青少年大会および会合（Youth Conferences and Meeting）
　地区はインターアクターと青少年のための地域レベルや地域レベルの大会を催すべきである。
また青少年問題に焦点を当てたロータリアンやロータリアン以外の大人のための会合も開催す
るべきである。
　地域社会レベルで、クラブは、地域社会のリーダーと若者の関心事項を共有するために、青
少年やヤングアダルトのためのフォーラムを開催することが奨励されている。
　即ち、そのフォーラムでは、青少年が夢や希望や志を語り、青少年や彼らが住む地域社会を
悩ます問題の解決策を探り、ロータリアンがこれらの解決策を提供することで彼らに奉仕をす
るのである。

●青少年と接する際の行動規範に関する声明
　　（Statement of Conduct for Working With Youth）
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべての青少年のために安全な環境をつく
り、これを維持するよう努める。ロータリアン、その配偶者、その他のボランティアは、接す
る児童および青少年の安全を考え、肉体的、性的、あるいは精神的な虐待から彼らの身の安全
を守るため、最善を尽くす責任がある。 （ロータリー章典 2.120.1.）

●青少年の旅行と宿泊（Travel and Overnight Stays by Youth）
　ロータリークラブと地区は青少年を育成する活動を実施するよう奨励されていることを踏ま
え、クラブと地区のプログラムや活動で、未成年者が地元地域の外に旅行や宿泊するときは、
青少年保護方針と書面による手続きを作成し、整備し、またこれを順守しなければならない。
ホスト地区主催、あるいはホスト地区の代理として実施される旅行を除いて、青少年交換プロ
グラムの旅行は、ロータリー章典 41.060.12.（青少年交換学生による旅行）に明記されてい
る方針に従うものとする。ガバナーは、未成年者が地元地域外へ旅行したり、宿泊することを
伴うすべての地区内で計画されたプログラムや活動の監督・管理の責任を負う。
　クラブと地区は以下を行う；
１．  地元地域の外に旅行する青少年参加者の両親または保護者から事前に書面で許可を得る

ものとする。
２．  両親や法的保護者に対して、旅行に出発する前に、プログラムの詳細、開催場所、旅行

日程、宿泊施設、プログラム責任者への連絡先を知らせなければならない。
３．  自宅から 150マイル（241キロ）以上離れた場所、あるいは国外に旅行する場合は、

旅行する未成年者の両親または保護者が旅行保険を掛けるよう義務付けるべきである。
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その保障内容には、医療（派遣国を離れる旅行の場合）、緊急医療移送、遺体の本国送還、
法的責任を含まれており、その保障額は、活動または行事を主催するクラブまたは地区
にとって十分なものであり、その保障期間は、未成年者が自宅を出発し、自宅に帰るま
でとする。

　クラブと地区の方針および手続には以下の事項を含めるべきである；
１．  ボランティア申請書と審査手続
２．  ボランティアの任務内容と責務の概要
３．  監督者としての成人の未成年に対する割合の基準
４．  以下を含む危機管理計画
 ａ）医療とそのほかの緊急事態への対応および大人の支援体制
 ｂ）両親および法的保護者との連絡の手続
５．  RI の方針に従い、申し立てあるいは事故に対する報告および最終対応に関する指針
 （ロータリー章典 2.120.4.）

●青少年プログラムのための危機管理（Risk Management for Youth Programs）
　危機管理プログラムは、参加者が怪我、病気、虐待などに対処できるよう、起こり得る様々
なリスクを理解する基礎となる。危機管理プログラムの実施ですべてのリスクがなくなるわけ
ではないが、望ましくない事態が生じる回数とその影響を減らすことができる。
　地区が青少年と接する人々のための危機管理プログラムを立案する際には、以下の点を考慮
に入れること。
・ 肉体的、性的、精神的な虐待および嫌がらせを予防する、地区青少年保護に関する方針を
開発し導入する。

・ プログラムに関与する期間中、プログラムに参加する大人と青少年のための行動基準を確
立する。また、青少年との活動を始める前に、成人の審査を行う。

・ 青少年の旅行について明確な方針と手続きを設ける。
・ 地区の指針が各青少年プログラムに対し、理事会が定めた特定のRI 指針に沿ったものであ
ることを確認する。

・ 青少年プログラムや行事に関連した、保険や危機管理の問題について、以下のような点を
調べておく。次の問いについて考えてみる。

　―― 誰かが怪我をした場合、どのように対処するか
　―― 参加者が性的違反行為を受けたと申し立てた場合、どのように対処するか
　―― 自然災害が発生したら、どのように対処するか
・ 起こりうる損失を最低限に抑えるよう以下の準備を整える。
　―― 十分な責任保険への加入
　―― 災害非常時の計画と、プログラム中における少なくとも一度の演習実施
　―― プログラム実施中における、安全な行為と行動についての教育

　現在加入している保険が青少年プログラムに適用するに十分なものであるかどうかを調べる
ため、クラブと地区は必ず保険代理店に連絡を取るようにする。多地区あるいは多クラブ合同
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でプログラムを主催する場合、保険に関する問題は複雑なものとなる。これは、各組織により
保険の適用範囲が異なることから生じる。
　青少年と主催者を含むすべての参加者は、プログラム参加中に必要な適用範囲を備えている
健康保険と生命保険に加入していることを証明すること。居住地外での適用を制限している健
康保険が多いため、旅行中、あるいは自宅から離れて暮らしている場合は、特にこの点に注意
を払う必要がある。このような場合、参加者は、以下のような医療や事故に適用される旅行保
険に加入することを検討すること。
・ 医療費の払い戻し
・ 遺体送還費
・ 緊急事態の避難費用
・ 事故死または手足切断

　クラブと地区は、組織や保険業者と加入契約を結ぶ前に、法律顧問に相談するよう推奨され
ている。このような加入契約には、免責、損失肩代わり、保障の契約が含まれていることがあり、
当事者の責任を免除し、クラブや地区にその責任を転嫁する場合がある。国際ロータリーは、
参加者および主催者のいかなる病気、けが、あるいは物的損害に対しても一切の責任を負わな
いことに注意すること。

●青少年奉仕（Youth Service）
　青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、
世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、
好ましい変化がもたらされることを認識するものである。 （標準クラブ定款第 5条）

●青少年奉仕月間（Youth Services Month）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P736）

●青少年奉仕に基本原則（Basic Principles of Youth Service）
　国際ロータリーの第五奉仕部門である、青少年奉仕は、ロータリーが若い世代を重視してい
ることを表している。それは、青少年が将来出現する課題を克服できるよう、私たちが、ロー
タリアンとして、青少年への奉仕、青少年の将来に対する奉仕、更に人類全体への奉仕を通じ
て様々なツールを提供しようと努力することである。
　一つの奉仕部門において、青少年に対するプログラムやプロジェクトを組み合わせることで、
クラブや地区はより強いアプローチで、この価値ある活動に関与することができる。
　青少年奉仕には以下が含まれている。
１．青少年の間での高い倫理基準および倫理的な意思決定を奨励する
２．青少年のニーズや願望や関心を理解し、認識する
３．地元の地域社会でのプログラム実施を通して、青少年に機会を提供する
４．国際ロータリーが提供する人道的、指導力養成、教育関連のプログラムへの青少年の

参加を奨励する。 （ロータリー章典 8.050.）
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●青少年奉仕プログラムでの奉仕（Service in Youth Service Programs）
　ロータリーの目的は奉仕理念に基づくものであり、また青少年に対する奉仕活動に具現化さ
れるべきである。クラブと地区は、すべての青少年奉仕プログラムに、リーダーシップスキル、
チーム作りのスキル、寛容の精神、そして社会への責務に対する献身の精神を育てる奉仕の特
質を含むように奨励されている。また併せて、青少年に障害にわたる奉仕の心を教え込むこと
も奨励されている。

●政治（Politics）
　RI とその加盟クラブは、党派的政治声明を発表することを控える。ロータリアンは、政府や
行政当局に圧力をかけるような声明をすることを禁じられている。しかし、次のことを行うの
はロータリアンの義務である。
１）  世界理解と平和というロータリーの目的の追求と、自己の職業および地元地域への奉仕

に影響を及ぼすものに限っては、クラブで、地元地域や世界各地の政治状況を検討する
こと。問題を公平な立場で全体で討論したのち、各会員がそれぞれ自分自身の結論を下
せるよう、釣り合いの取れたプログラムと討論を通じて信頼できる情報を得るものと期
待されている。

２）  クラブ外では、すべての人の尊厳と個人の必然的人権の尊重に対する認識を高めるため
に、言葉ばかりでなく立派な行為を通じて、個人として、また、できるだけ多くの合法
的グループおよび団体において、積極的に行動すること。

●政治的主題の禁止（Non-Political）
（ａ）  決議および見解（Resolutions and Opinions）本クラブは、政治的性質をもった世

界問題または国際政策に関して、討議ないし見解を採択したり配布したりしてはならな
い。またこれに関して行動を起こしてはならない。

（ｂ） 嘆願（Appeals）本クラブは、政治的性質を持った特定の国際問題の解決のために、
クラブ、国民、政府に対して嘆願してはならない。また書状、演説、提案を配布しては
ならない。 （標準クラブ定款第 16条第 3節）

●税制上の優遇措置と寄付金（Tax Advantages and Contribution）
　国によっては、所得税申告を行う場合に、ロータリー財団または関連組織への寄付金が控除
されている。あるいは、ほかの税制上の優遇措置を受けられる場合がある。クラブならびに各
個人は、それぞれの国において財団への寄付金が税制上の優遇措置を受けられるかどうかを関
係当局に確かめるべきである。
　米国では、ロータリー財団は、内国歳入法第 501項（c）（3）の下に、非課税の人道的組織
と認められてきた。さらに、米国の内国歳入局は、財団を「内国歳入法第 509項（a）に定義
されている民間財団には該当しない財団」として分類してきた。現在、アルゼンチン、韓国、
オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、フィリピンにおける寄付については、税金控除ま
たは優遇措置が受けられる。
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●制定案（Enactments）
　RI 定款細則または標準クラブ定款を改正する立法案が制定案である。制定案は、組織規定の
関係条項の全文を明記した上で提出しなければならない。削除する文章には削除のしるしをつ
け、新しく文章を付け加える場合はその全文を明確に示さなければならない。
　制定案は、地区による承認の証明書を添えた上で、締切日必着で事務総長に提出されなけれ
ばならない。制定案には、次の情報を記載する必要がある。
・ 提案者（クラブまたは地区）
・ 地区が承認した日と方法（地区大会、地区決議会、RIBI の地区審議会、または郵便投票）
・  300語以内の趣旨および効果に関する声明文
・ 修正箇所を含む組織規定文書の節。新しい文章には下線を引き、削除する文章には削除線
を引いて修正箇所を示す。

●制定案と見解表明案の締切日
　　（Deadline for Proposed Enactments and Position Statements）
　制定案は、すべて規定審議会の開かれるロータリー年度の前年度の 12月 31日までに、RI
事務総長に提出されなければならない。理事会は、緊急性があると判断した制定案を、審議会
の開かれるロータリー年度の 12月 31日までに、事務総長に提案、提出することができる。
理事会の提出する見解表明案については、規定審議会が閉会するまでこれを受理し、その票決
を行うことができる。 （RI 細則 7.035.）

●性的虐待およびハラスメントの防止
　　（Sexual Abuse and Harassment Prevention）
　すべてのロータリアン、クラブ、地区は、「青少年と接する際の行動規範に関する声明」、お
よび事務総長により作成された虐待およびハラスメント防止に関するRI の指針に従うべきもの
とされる。指針には、次の要件が含まれている。
１．  RI は、虐待およびハラスメントに対して、いかなる違反も法規適用する方針（セロ容認

方針）を有する。
２．  性的虐待あるいはハラスメントの申し立てがあった場合には、第三者による。徹底した

調査が行われなければならない。
３．  性的虐待あるいはハラスメントの申し立ての被疑者となったロータリー青少年プログラ

ムに関与するいかなる成人も、問題が解決するまでは、青少年との接触を一切絶たなけ
ればならない。

４．  虐待のいかなる申し立ても、いかなる違反も法規適用するRI の方針（ゼロ容認方針）
に限り、即刻、適切な法執行機関（警察等）に報告されなければならない。

５．  地区役員が事件を知った時点から 72時間以内に、虐待またはハラスメントの申し立て
は地区がRI に報告するものとする。地区は、RI に報告する責任を負う地区内の人物を
指名しなければならない。

６．  性的虐待あるいはハラスメントを自ら認め、或いは有罪であると宣告され、あるいはそ
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れに関与したと認められたいかなるロータリアンについても、クラブは、その会員身分
を終結しなければならない。性的虐待あるいはハラスメントを自ら認め、あるいは有罪
を宣告され、あるいはそれに関与したと認められたロータリアン以外の人は、ロータリー
が関係する青少年活動に携わることを禁じられる。クラブは、ある会員が性的虐待また
はハラスメントを行ったと知った場合。その人の会員身分を認めることはできない（ク
ラブが、事実を知りながらそのようなロータリアンの会員身分を終結しなかったという
情報が得られた場合、RI 理事会はそのロータリアンの会員身分を終結する措置を講じる
とともに、方針の順守を怠ったことを理由に、クラブの加盟を終結する措置を講じる）。

７．  性的虐待あるいはハラスメントを自ら認め、或いは有罪であると宣告され、あるいはそ
れに関与したと認められたいかなるロータリアンについても、クラブは、その会員身分
を終結しなければならない。性的虐待あるいはハラスメントを自ら認め、あるいは有罪
を宣告され、あるいはそれに関与したと認められたロータリアン以外の人は、ロータリー
が関係する青少年活動に携わることを禁じられる。クラブは、会員が性的虐待またはハ
ラスメントを行ったと知った場合、その人の会員身分を認めることはできない。クラブ
が、事実を知りながらそのようなロータリアンの会員身分を終結しなかったという情報
が得られた場合、RI 理事会はそのロータリアンの会員身分を終結する措置を講じるとと
もに、方針の順守を怠ったことを理由に、クラブの加盟を終結する措置を講じる。

 （ロータリー章典 2.120.3.）

●世界インターアクト週間（World Interact Week）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P733）

●世界インターアクト週間の表彰（World Interact Week Recognition）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P744）

●世界最大のコマーシャル（The World's Biggest Commercial）
　世界の様々な国や文化圏の人々が、ノーベル賞受賞者、映画スター、有名ミュージシャンた
ちとともに、声を一つにして「もう少し」のポーズをとる、ポリオ撲滅「End Polio Now」を
訴えるCMである。手で「あと少し」（this close）のポーズをとった自分の写真を、アップロー
ドするだけで、世界最大のコマーシャルに参加できる。

●世界食糧評議会（World Food Council ）（WFC）
　世界平和を願望するロータリアンは、世界人類生存の根源である食糧の問題に無関心ではあ
りえない。よって、世界食糧評議会の活動と意見に対し、注目する必要がある。

●世界ネットワーク活動グループ（Global Networking Groups）
　世界ネットワーク活動グループは、共通の関心事項に焦点を当てて国際的に組織されたロー
タリアンのグループである。世界ネットワーク活動グループは、ロータリー親睦活動グループ
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とロータリアン行動グループから成る。世界ネットワーク活動グループは次の条件に準じる。
１）  活動はRIに依存せずに独自に実施しなければならないが、ロータリー標章の使用を含め、

RI の方針に従わなければならない。
２）  グループを、宗教的信条や政治問題、あるいはほかの団体を推進する目的に利用しては

ならない。
３）  RI によるグループの認定は、RI あるいは地区やロータリークラブが、認定したグルー

プに対し、法的、金銭的、あるいはそのほかの義務や責任を負うことを意味するもので
はない。

４）  グループは、RI を代行したり、代表したり、そのような行動を取る権限があることを暗
示したり、RI の代理機関として行動したりしてはならない。

５）  すべてのグループは、資金面と管理面、また、そのほかの面において自立していなけれ
ばならない。

20）  グループは、いかなる国においても当該国の法律に反して存在したり、活動したりして
はならない。 （ロータリー章典 42.010.、42.020.、42.030.、42.040.）

●世界ネットワーク活動グループ委員会
　　（Global Networking Groups Committee）
　すべての世界ネットワークグループ運営を監督
するために、RI 会長は、７名からなる世界ネット
ワーク活動グループ委員会の委員を任命しなけれ
ばならない。理事及び管理委員は除いて、委員会
メンバーは、それぞれ任期をずらした３年任期を
務めるものとする。再任は妨げないが、５年以上長く務めることはできない。元理事が委員長
を務め、他のメンバーは、理事１名、管理委員１名、ロータリアン行動グループの代表１名、ロー
タリー親睦グループの代表１名、職業奉仕の代表１名、そして一般会員１名とする。
 （ロータリー章典 42.010.）

●世界ポリオ撲滅推進活動（Global Polio Eradication Iniative：GPEI）
　世界予防接種活動を支援する国際ロータリーとその世界的パートナーである世界保健機関
（WHO）、国連児童基金（UNICEF）、米国疾病対策センター（CDC）によるグループ。この世
界的パートナーシップは、1988年、世界保健機関の加盟 169カ国が世界的にポリオを撲滅す
るという決議を採択した時に形成された。この推進計画におけるロータリーの役割は、ポリオ
プラスプログラムといったプログラムを通じて活動することである。

●世界理解と平和の日（World Understanding and Peace Day）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P734-735）
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●世界ローターアクト週間（World Rotaract Week）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P735）

●世界ローターアクト週間の表彰（World Rotaract Week Recognition）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P744）

● 1922年 6月 6日より前に加盟したクラブ（Clubs Chartered Prior to 6 June 1922）
　RI細則に従い例外が認められない限り、1922年 6月 6日以前に創立された全てのクラブは、
現行の標準クラブ定款を採用しなければならない。ただし、事務総長は、1922年 6月 6日以
前創立の各クラブに対して、標準クラブ定款とは異なる定款を持つ補遺規定を認めている。ク
ラブが、現行の標準クラブ定款により近づけるためにこの定款を改正することを希望する場合、
標準クラブ定款の規定に沿った変更をすることが可能である。 （ロータリー章典 2.040.）

●選挙管理委員会（Balloting Arrangements Committee）
　各国際大会において会長は、選挙人の中から、会長の決定した 5名以上の選挙人からなる選
挙管理委員会を設置する。この委員会は、すべての投票の準備、投票用紙の配布および投票の
集計の任に当たる。

●選挙審査手続き（Election Review Procedures）
不服の申し立て（Complaints）

　RI 被選役職の選出手続きまたはRI 選挙の結果について疑いがある、という申し立ては、ク
ラブが書面で申し立てない限り考慮されないものとする。この申し立ては、少なくとも他の五
つのクラブまたはRI 現役員の同意を得なければならない。すべての申し立ては、投票結果の発
表後 21日以内に証拠書類を添えて事務総長に提出するものとする。違反したとの十分な証拠
が存在する場合、地区またはゾーンの会合における会長代理も申し立てを開始できる。この代
理はその証拠を事務総長に回付するものとする。事務総長は、公表されている理事会手続に従っ
て、申し立てについて決定を下すものとする。 （RI 細則 11.070.1.）
選挙に対する不服申し立ての手続（Election Complaint Procedures）

　RI 細則の該当条項に従って不服が申し立てられ、訴えられた時はいかなる場合であれ、RI 選
挙の見直しのために以下の手続に従うものとする。 （ロータリー章典 26.080.）
不服申し立ての当事者への通知（Advising the Parties of a Complaint）

　事務総長は、このような申し立てを受理してから、当事者にその申し立てを告げ、補助書類
を添付したうえで所定の期日までに書面で回答するよう要請し、取るべき適切な手続きを当事
者に通知するものとする。 （ロータリー章典 26.080.1.）
解決の方法（Methods of Resolution）

　会長または会長を代行する事務総長は、次のような状況における選挙の争いの解決を図るも
のとする。
ａ） 関係する組織規程文書が定める要件について誤解があった場合；
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ｂ）  候補者が、RI 選挙審査委員会手続の完了を待たずに「ロータリー以外の機関」に訴えた
との報告を事務総長が受理し、証明した場合、このような場合、会長は、RI 細則
11.070.5.（選挙審査手続きの完了）に従って、理事会に代わるRI 選挙審査委員会に付
託することなく、当該選挙についてこの候補者を失格とすることを通知する。

 （ロータリー章典 26.080.2.）
　そのほかすべての場合、選挙の不服申し立てはRI 理事会の定める手続きに準拠し、管理され
ることになる。

●選挙人（Electors）（国際大会）
　正規の信任状を有する代議員、委任状による代理者、および特別代議員が国際大会の選挙体
を構成するものとし、これらを選挙人と称す。 （RI 細則 10.100.）

●全国予防接種日（National Immunization Days）（NIDs）
　ポリオウイルスの感染の連鎖を断ち切るために、最も高いリスクを抱える年齢層（通常、5
歳未満）のすべての子供に経口ワクチンの投与を大規模かつ組織的に行う。ポリオ常在国では、
通常、少なくとも 3年間、毎年数回にわたって全国予防接種日を実施する。
　「掃討作戦」を参照。

●戦略計画委員会の責務（Responsibilities of the Strategic Planning Committee）
　戦略委員会の責務は、複数年の戦略計画を推奨し、監視することを含めて、現状および将来
のすべてにわたるロータリーの戦略事項について、理事会と管理委員会と協議することである。
　必要かつ適切な場合、委員会は、
１． 新構想や活動の提携に関する助言の提供と並行して、ロータリーの未来に関する共有され

たビジョンと戦略計画を理事会と管理委員会に助言しなければならない。
２． 計画の進捗を確実にするために中長期の方策の評価を含めて、少なくとも３年ごとにロー

タリーの戦略計画の再検討を実施しなければならない。
３． 理事会と管理委員会に報告するために少なくとも毎年、測定可能な目標に対する戦略計画

の達成について、ロータリーの実績を再確認する。
４． 将来に戦略的新構想や主なプログラムあるいは主な活動を含めて、ロータリーの使命、ビ

ジョン、価値、優先項目、目標に関して、理事会と管理委員会に勧告しなければならない。
５． 戦略計画を実施するために、明確で、効果的で、測定可能なプロセスを組織が確実に持て

るようにしなければならない。
６． 財務委員会および事務総長と協力して、戦略計画に合致するような組織の長期財務計画と

財政的安定性を再検討しなければならない。
７． 戦略計画を再検討するために少なくとも３年ごとに、ロータリアンとロータリークラブを

調査し、理事会と管理委員会が検討するために、最新情報を勧告する。
８． 戦略計画に関して、規定審議会の制定案と決議案で採択あるいは保留された案件について

再検討しなければならない。
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９． 計画概要や戦略を策定するために、組織が直面する重大な戦略的事項を確認し、分析しな
ければならない。

10．ボランティア活動、会員資格、慈善活動の根拠さらには人道的奉仕の世界的な傾向につい
ては勿論のこと、マーケットトレンドに関しても、ロータリーの地位や相対的優位性につ
いて考慮しなければならない。

11．将来拡大される可能性にある国を含めて、地理的地域によって潜在的なロータリアン数に
影響を与えることになる世界的人口統計学の傾向を注視しなければならない。

12．組織的戦略とロータリーの危機評価検証の関係を考慮するために、リスク諮問委員会と協
力しなければならない。

13．理事会と管理委員会によって与えられた他の役割についても実行しなければならない。
 （ロータリー章典 30.090.1.）

●戦略計画に対するガバナーの責務
　ガバナーはガバナーエレクト、ガバナーノミニーと相談しながら、地区戦略計画を立案し、
実施し、再検討する。 （ロータリー章典 19.010.6.）

●戦略的優先項目と目標（Strategic Priorities and Goals）
　ロータリー資料 1・「戦略的優先項目と目標」を参照。（P403-406）

●戦略パートナー（Strategic Partner）
　ロータリークラブまたは地区プロジェクトを実施する団体（非政府組織、政府機関、企業、
大学など）と国際ロータリーおよび／またはロータリー財団との間の正式な関係を、戦略パー
トナーとする。戦略パートナーとのパートナー関係は大規模で複数年に亘る関係であり、財政
資源の提供や、技術的な専門知識およびリソース、支援を提供するものである。
 （ロータリー章典 35.020.）

●創設（How Established）（地区）
　理事会はクラブを地区に分類する権限を有する。会長は、地区の一覧表をそれら地区の各境
界とともに公表するものとする。このような決定は、理事会の指示によるものとする。理事会は、
参加型の活動を実施しているクラブをいかなる地区にも割り当てることができる。
 （RI 細則 16.010.）
境界の廃止と変更（Eliminating and Changing Boundaries）

　理事会は、クラブ数が 100を上回る地区、あるいはロータリアンの数が 1,100名未満の地
区の境界を、廃止あるいは変更することができ、そのような変更と同時に、理事会はその地区
のクラブを隣接地区に編入させることができる。理事会はまた、そうした地区をほかの地区と
統合、または分割できる。関係地区内クラブの過半数の反対がある場合は、前述以外のいかな
る地区の境界も変更してはならない。理事会は、関係地区のガバナーおよびクラブに相談し、
これらのガバナーおよびクラブが、提案されている変更や合併に対して要望事項を提出する然
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るべき機会が与えられた後に初めて、地区の境界を廃止あるいは変更することができる。理事
会は、地理的境界、地区発展の可能性ならびに文化、経済、言語およびその他該当する要素を
考慮するものとする。地区の境界を廃止あるいは変更する理事会決定は、少なくとも 2年間効
力を持たないものとする。理事会は、新たに編成される地区や統合される地区における運営管理、
指導者構成、代表選出の手続を規定するものとする。 （RI 細則 16.010.1.）
同一地域内のクラブ（Clubs in the Same Area）

　同一の市、区、自治体地域または都市部に数クラブが存在する場合、この数クラブの過半数
の承認なしに、これらのクラブが異なる地区に編入されることはないものとする。同一地域に
あるクラブは、同一地区に編入される権利を有する。このような権利は、前述のクラブの過半
数が理事会に申請することによって、行使できる。理事会は、このような申請を受理後、この
共存するクラブを 2年以内に同一地区に編入するものとする。 （RI 細則 16.010.2.）

●相談役（Counselor）
　RI が指名して地区研修・協議会等の会合に出席して会員の質問等に答える役をする人。通常
ガバナーを勤めた人がなる。

●掃討作戦（Mop-Up Campaign）
　標準的な監視活動によりポリオ感染の最後の地域が確認されたとき、その国で掃討作戦が行
われる。この作戦によって、ウイルスがまだ潜伏していると思われる感染リスクの高い地域で、
戸別訪問による予防接種が行われる。

●創立会員（charter member）
　クラブがRI に加盟する前に選ばれたロータリークラブの創立会員。

●創立会員の最低人数（Minimum Number of Charter Members）
　新クラブは、最低 20名の創立会員を有していなければならない。創立会員の少なくとも 50 
％は、新クラブが設立される地元地域社会に居住または勤務している人でなければならない。

●創立会員名簿（Charter Membership List）
　クラブの加盟申請書の一部としてRI 理事会に提出された会員名簿が、クラブの完全な創立会
員名簿とみなされる。申請に関するRI 理事会の決定が行われるまでは、この名簿に載っている
以外に新たに会員を入会させることはできない。 （ロータリー章典 18.020.5.）

●創立役員（Charter Offi  cers）
　創立時のクラブ役員のこと。クラブの役員は、会長、会長エレクト、幹事、会計とし、1名
または数名の副会長、および会場監督を役員に含めることができる。このうち会長、会長エレ
クト、副会長、および幹事は全員理事会のメンバーとする。また、会計および会場監督は、細
則の定めるところに従って、理事会のメンバーとすることができる。
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●測定可能（Measurable）
　測定できる結果と影響を残したことを実証するために、データ収集と分析に結びつくような
補助金の成果。

●組織規定文書（constitutional documents）
　RI 定款、RI 細則、標準クラブ定款の集合的呼称。

●ゾーン（The Zone）
　33,000以上のロータリークラブは 537の地区に属し、これらの地区は 34のゾーンに属す
る。ゾーンはさらに、41の地域に振り分けられている。各地域には、ロータリーコーディネー
ター（RPIC）とそれぞれの補佐から成る地域コーディネーターチームがある。RI 会長エレク
トまたはロータリー財団管理委員長エレクトにより任命されるこれらのコーディネーターは、
個々の分野における職業的専門知識やロータリーの知識を有し、ロータリーの戦略計画を支え
るために協力する。地域コーディネーターはまた、ロータリー研究会、ガバナーエレクト研修
セミナー、地域会合、地区セミナーにおいて、研修者、助言者、相談役としての役割を果たす。

●ゾーン研究会
　「ロータリー研究会」を参照。

●ゾーン制の理事の指名（Nominations for Directors by Zones）
　理事の指名は、以下に定めるところにより、ゾーンによってこれを行う。
 （RI 細則 13.010.）
ゾーンの数（Number of Zones）

　世界を 34のゾーンに分割し、ゾーン内のロータリアン数がおよそ等しくなるようにする。
 （RI 細則 13.010.1.）
指名日程（Schedule of Nominations）

　各ゾーンは、理事会の定める日程に従って、4年おきにゾーン内のクラブ会員から 1名の理
事を指名するものとする。 （RI 細則 13.010.2.）
ゾーンの境界（Zone Boundaries）

　ゾーンの当初の境界は、規定審議会の決議によって承認されるものとする。
 （RI 細則 13.010.3.）
ゾーンの境界の定期的見直し（Periodic Review of Zone Boundaries）

　理事会は、すくなくとも8年に1度、ゾーン内のロータリアン数をほぼ等しくするために、ゾー
ンの構成を総合的に見直すものとする。理事会はまた、必要に応じて同じ目的のために臨時に
見直すことができる。 （RI 細則 13.010.4.）
ゾーンの再編成（Realignment of Zones）

　ゾーン構成の改正は、理事会がこれを行うことができる。 （RI 細則 13.010.5.）
ゾーン内のセクション（Sections Within Zones）
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　ゾーン内で公平に理事を指名するために、理事会は、ゾーン内にセクションを新設、変更、
廃止することができる。セクション内のロータリアン数はほぼ同数となるようにし、理事会の
定める日程に基づいてRI 理事を指名するものとする。RIBI のクラブを含むゾーンを除き、ゾー
ン内クラブの過半数の反対を押して、このようなセクションが新設、変更、廃止されることは
ない。 （RI 細則 13.010.6.）
RIBI のゾーンからの理事（Director from Zone in RIBI）

　ゾーン全体がRIBI 内にあるゾーンや、ゾーンの 1セクションがRIBI 内にあるセクションの
理事 1名は、そのゾーン内またはゾーンのセクション内にあるクラブによって選挙されるか、
またはRIBI 審議会の定める方法および時期で郵便投票を行い、選挙されるものとする。このよ
うなノミニーの氏名はRIBI の幹事から事務総長に書式で証されるものとする。
 （RI 細則 13.010.7.）

●退会（Resignation）
　本クラブからの退会申出は、会長または幹事あてに書面をもって行い、理事会によって受理
されなければならない。ただし、クラブに対する本人の負債が完済されていなければならない。
また本クラブの資金、財産などに対し、あらゆる関与権を喪失する。

●大会前会議（Preconvention’s）
　ローターアクト大会前会議ならびに青少年交換役員大会前会議は、国際大会の直前に開催さ
れ、国際大会の公式プログラムの一部である。会議の内容は、各行事の参加者に合わせて構成
され、国際大会参加者は誰でも登録できる。

●大会前青少年交換役員会合（Pre-Convention Youth Exchange Offi  cers Meeting）
　「青少年交換役員大会前会議」を参照。

●代議員（delegate）
　RI 国際大会においてロータリークラブを代表する人。

●代議員の信任状（Credentials for Delegates）
　すべての代議員、補欠者、委任状による代理者の権限は、自分が代表することになるクラブ
の会長および幹事の署名した証明書によって証明されるものとする。代議員、補欠者、および
委任状による代理者が投票するには、これらの証明書は、すべてその国際大会の信任状委員会
に提出されなければならない。 （RI 細則 10.050.）

●代表議員（Representatives）
　ロータリー資料１・「規定審議会 ･決議審議会の構成」を参照。（P596）
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●代表議員を事務総長に報告（Report of Representative to General Secretary）
　審議会の代表議員および補欠議員の氏名は、選出後直ちに、ガバナーが事務総長に報告する
ものとする。 （RI 細則 9.090.1.）

●代表議員の資格（Qualifi cations of Representatives）
　ロータリー資料１・「規定審議会 ･決議審議会の構成」を参照。（P597）

●代表議員の責務（Responsibilities of Representatives）
　ロータリー資料１・「規定審議会 ･決議審議会の構成」を参照。（P597）

●代表議員の任期（Terms of Representatives）
　各代表議員の任期は、選出された年度の翌年度の７月１日に始まるものとする。各代表議員は、
３年間、または後任者が選出、証明されるまで任期を務めるものとする。 （RI 細則 9.040.）

●代表共同提唱者（Primary Sponsors）
　グローバル補助金申請書の共同提出、活動の実態、ロータリー財団への財務会計を含む報告
の責務を担う実施国の 1クラブ（または地区）と援助国の 1クラブ（または地区）。

●大連宣言（DAIREN Declaration）
　ロータリー資料 1・歴史的文書・「大連宣言採択」を参照。（P554-555）

●卓越したローターアクト・プロジェクト賞
　　（Rotaract Outstanding Project Award）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P742-743）

●卓話（Speech）
　ロータリーにおいてスピーチという通例、例会での卓話を指すことが多い。例会では、1時
間の集会時間のうち、後半の 30分が卓話またはその他のプログラム行事で占められる。会員
外の人をスピーカーとして新知識を求めるのも悪くはないが、会員相互の職業および考え方を
知るという意味で、会員自身による卓話が望ましいい。

●他団体との関係（Relationships with other Organizations）
　国際ロータリーおよびロータリー財団は、奉仕提供の能力向上のため他の団体とパートナー
シップを結ぶ。パートナーシップには次の４種類がある：戦略的、リソース、奉仕、プロジェ
クト。　全ての潜在的なパートナーシップは以下のうち１つ以上を行う必要がある。
ａ）戦略計画と連携する
ｂ）１つ以上の重点分野をあきらかにする
ｃ）公共イメージを高める機会を提供する
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ｄ）新規会員や寄付、プロジェクトボランティアの勧誘をする
　潜在的なパートナーは多岐にわたるため、これらのガイドラインは完全なものではない。潜
在的なパートナーは国際ロータリー／ロータリー財団との間で契約を締結する。なおそれぞれ
の合意内容は異なる可能性がある。
　ロータリーおよびロータリー財団は、時々、その使命に宗教的な性格をもつ、あるいは含む
組織と協働することがあるが、当該パートナーシップの成果は、如何なる特定の宗教団体、活
動もしくは視点をも推進する者であってはならない。その使命に宗教的な性格を持つ、あるい
は含む組織とのパートナーシップ案は全て、当案が適切であることを確認するために、スタッ
フにより慎重に精査され（財務的判断および説明責任を含む）、財団委員会により審査され。管
理理事およびRI 理事会の承認を受けるものとする。いかなるパートナーシップも、分析の結果、
協働がもはや適切ではないと判断された場合、審査および終結の対象となりうる。
　パートナーシップ合同委員会、もしくは同委員会の不在時には事務総長が、第二回目の年次
会合において理事会および管理委員会に全パートナーシップについての年次報告を行うものと
する。 （ロータリー章典 35.010.）
　またRI 理事会は、ロータリー以外の団体がRI との協力関係においてロータリー標章を使用
する際のガイドラインを定めている。詳細は、「ロータリーの標章の使用と保護」およびロータ
リー章典 33条（ロータリーの標章）を参照。

●他団体とのクラブ役員および委員会会合
　クラブの役員および委員会は、他団体の役員および委員会と会合して差し支えないが、クラ
ブの同意なしにクラブを束縛するようなことがあってはならない。

●他団体の会員（Membership in Other Organizations）
　ロータリアンは、会員としての義務を果たす機会を事実上減らしかねない同種の地域クラブ
または奉仕クラブに所属することはできない。ロータリークラブ入会者の選考に当たっては、
既にほかの奉仕団体の会員であるか否かを明らかにすることが求められている。ロータリアン
が同種の地域クラブまたは奉仕クラブに入会しようとする場合は、あらかじめ所属ロータリー
クラブの理事会の承認を求めなければならない。
　クラブ理事会は、正当な理由がある場合、いかなる会員の会員身分も終結できる。
 （標準クラブ定款第 15条第 5節（a））
　ほかの奉仕クラブにおいて引き続き会員であるために、ロータリークラブ会員としての義務
を果たしていない場合も、その会員身分を終結できる。

●多地区合同運営組織（Multidistrict Administrative Organizations）
　RI 理事会の承認があれば、2つ以上の地区が地区内クラブに対して合同で運営業務を提供す
ることができる。ただし、次のような条件がある。
１． そのような運営がクラブレベルのロータリーの活動を強化し、支援するものであること。
２． そのような運営がガバナー、もしくはRI 組織規程に規定されている他のいかなるRI 役員
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の責務をも侵害しないこと。
３． 合同運営を開始する年度に、関係する各地のガバナーが、合同で運営を行う旨書面で合意

し、同合意書でその運営について詳述していること。
４． 各地区内クラブの 3分の 2が承認したという確認書を事務総長に提出すること。
５． 運営は現ガバナーの直接の監督下に置かれていること。
６． そのような運営の経費を賄う地区資金に充当する目的で、人頭分担金に加算して賦課金を

徴収してはならないこと。
７． そのような運営を賄う資金の管理は、関係地区の現ガバナーの直接の監督下に置くこと。
８． 関係するガバナーは、RI 理事会を代行する事務総長の許可を、事前に合同で受けている

こと。
９． 他地区合同運営組織に関する既存の理事会の指針に準拠しているという証拠を、3年毎に

事務総長に提出すること。この証拠には、地区内全クラブの 3分の 2がその組織への参
加を承認したという地区ガバナーによる確認書も含まれる。

10． 多地区との合同運営に参加する合意を打ち切ることを望む場合は、まず、地区内のクラブ
の 3分の 2の承認を確保し、打ち切る期日の少なくとも 60日前に、事務総長と関係す
る他の地区のガバナーにその決定を通知する。

11． いかなる事項に関しても、所属クラブ以外のクラブまたはロータリアンの協力と目的と計
画を提出し、その承認を得なければならない。

12． 多地区合同運営組織は、RI 理事会の承認なくして、自地区内以外のロータリークラブま
たはロータリアンに対して商業目的の事業に対する財政的支援や参加を求めてはならな
い。

●多地区合同活動に関連しての「ロータリー」の名称、徽章や他の標章の使用
　　（Use of the Name “Rotary,” the Rotary Emblem or other Rotary Marks in Multidistrict Activities）
　多地区合同活動における「ロータリー」の名称、ロータリー徽章、またはロータリー標章の
使用すべてのクラブ、地区、合同地区、他のロータリー組織の活動、プロジェクトおよび組織は、
「ロータリー」の名称、ロータリー徽章、あるいは他のロータリー標章を使用する場合、当該ク
ラブ、地区、合同地区、あるいは他のロータリー組織とわかる識別語句を含めなければならない。
限られた例において、またRI の自由裁量により、各クラブのその地域での関心を正しく示すこ
とができ、地区ガバナーおよび、またはクラブ会長から適切な承認を得ることができることを
条件として地理情報識別名を利用することができる。このような識別名は、ロータリー徽章ま
たはロータリー標章とともに、近接した位置あるいは同等に目立つような方法で付記されなけ
ればならない。
　活動、プロジェクトあるいは組織はRI 或いは TRFの組織の一部ではないと言うことを明ら
かにするために、その宣伝資料、印刷物や電子媒体、特に全ての寄付のページにおいて、その
活動、プロジェクト、あるいは組織は地域独自のものであることを掲載しなければならない。
　ロータリー標章は、必ず、全体が複製されていなければならない。「ロータ」などの略語、接
頭語あるいは接尾語は、定時に開催されるインターロータ会議に対して使われ「インターロータ」



－ 216 －－ 216 －

サ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

ア

カ

タ

の使用以外は一切認められない。ロータリー標章の改造、修正および変形は一切許されない。
デジタルメディアに対応し、ロータリー徽章を複製する際の精度を高めるために、0.5インチ
（1.27センチ）以下のサイズの徽章の複製をする場合は、特別に複製された徽章をもちいるこ
ととする。また、複製後の徽章は、デジタル・小さいスペースへの対応の一環として「Rotary」
の文字とともにのみ使用されるべきとする。
　あるいは、プログラムロゴのデジタルで、小さいスペースへの簡素化したサイン対応の一環
として「インターアクト」あるいは「ローターアクト」の文字とともにのみ使用されるべきと
する。刺繍媒体を適応するために、修正されたロータリーエンブレムは 0.5インチ（1.27セン
チ）よりもおおきな複製を認可された衣料品やRI が許可したその他の衣料品に使用してもよい。
　ただし、ロータリーエンブレムの精密な複製に適応するにはあまりにも小さすぎる場合にの
み、修正されたロータリーエンブレムは常に、単純化したサインのフォーマットとなっている。
“Rotary”、“Interact” あるいは“Rotaract”とともに使用されなければならないロータリー
の名前、ロータリーエンブレム、あるいは詳細な識別なしでのロータリーマークを含むべきロー
タリー組織の活動、プロジェクトあるいは組織は、最初に、理事会からの方針に対して例外を
保証しなければならない。
　既存の医師登録バンクやそれに類似したクラブ、地区、多地区合同または他のロータリー組
織の活動、プロジェクトあるいは組織の調整にあたるロータリアンは、本方針に従い、活動、
プロジェクトまたは組織の名称および資料を見直し、必要な変更を加えるべきである、
 （ロータリー章典 33.040.12.）

●多地区合同青少年交換プログラム
　　（Multidistrict Youth Exchange Programs）
　2つ以上の地区が合同で青少年交換の実施を希望する場合があることは認識されている。こ
れらの地区内クラブの 3分の 2がまず承認しなければ、活動やプロジェクトを実施されること
がない。理事会は、このような協力活動に対して何等反対するものではない。さらに、各地区
のガバナーは、事前に、理事会の権限を代行する事務総長に明確な許可を得なければならない。
　各ガバナーは、地区内の青少年交換プログラムの監督と管理に対し責任を持つ。多地区合同
活動は、現地区青少年交換委員長と、参加地区の各ガバナーが任命したその他の役員で構成さ
れる委員会によって管理されなければならない。このような多地区合同委員会は、その活動と
財務に関して、少なくとも年に 1回、参加地区の全ガバナーに対し、書面にて報告する義務が
ある。 （ロータリー章典 41.070.23.）

●多地区合同奉仕活動およびプロジェクトの指針
　　（Guidelines for Multidistrict Activities, Projects and Organizations）
　２つ以上の地区が関与するロータリー提唱の奉仕活動やプロジェクトは、以下の各点に従う
ことを条件に、奨励されている。
A） 多地区合同活動およびプロジェクトは
１） クラブレベルでロータリーのプログラムを推進するクラブの活動の範囲や効果を妨げた
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り、損なったりすることなく、その性質と規模という点から、クラブやロータリアンの
能力の範囲内で行われるものでなければならない。

２） 関係地区の各ガバナーがまずこのような合同活動に同意した上、それぞれの地区内クラ
ブの 3分の 2の承認があって初めて着手するものとする。多地区合同の活動またはプ
ロジェクトへの参加打ち切りを希望する全ての参加地区は、参加を打ち切るためにはそ
のことについて、地区内のクラブの 3分の 2の承認を得なければならない。

３） 関係ガバナーの直接監督下にあるものとする。このような活動、プロジェクトあるいは
組織のために寄附もしくは拠金された全資金の保管は関係ガバナーが責任を持つものと
するが、このような資金の運用管理を援助する関係地区のロータリアンから成る委員会
を任命することができる。全ての多地区合同活動、プロジェクトあるいは組織に関与す
るガバナーは、活動、プロジェクトあるいは組織の費用に関して、資格を備えた人物が
作成した年次財務報告または監査を受けた多地区合同の財務に関する財務表が作成さ
れ、参加クラブに確実に提供されることに責任を持たなければならない。

４） ロータリークラブおよび／またはロータリアンの参加は任意とし、任意ということを明
確に打ち出すものとする。クラブまたは個々のロータリアンの参加費用が必要としても
最小限にとどめ、人頭賦課金やその他といった形で強制してはならないし、またそのよ
うにほのめかしてもならない。

５） 最新のRI の印刷物配布に関する指針に従うこととする。
６） 活動、プロジェクトあるいは組織はRI や TRF の一部ではないことを明示するために、

宣伝資料、印刷物や電子媒体、および特に全ての寄付のページにおいて、その活動、プ
ロジェクト、あるいは組織は地域独自の者であることを掲載しなければならない。

Ｂ） 地区同士の協力の下に行われている国際プロジェクトについては、この方針は適用されない。
Ｃ） 多地区合同PETS組織はこれらの多地区合同指針は適用されないが、多地区合同PETS

指針にしたがわねばならない。
Ｄ） ガバナーの協力を得て、ガバナーエレクトの指揮監督のもと行われる多地区合同PETS

を除き、多地区行事、活動、プロジェクトあるいは組織の最終責任は関係地区のガバナー
となる。

Ｅ） 多地区合同の活動、プロジェクトおよび組織が法人化された場合、この法人の会員は関係
地区のガバナーもしくは被任命者がなるべきである。法人化されたこのような活動、プロ
ジェクト、あるいは組織の理事会は、当該法人の会員によって選出されるべきである。こ
れらの規定に従っていない法人の機構は、一般にガバナーによる多地区合同活動、プロジェ
クトおよび組織の監督に関するRI の方針を順守していないと見なされる。

Ｆ） 多地区合同活動、プロジェクトおよび組織が法人化されている場合、法人の構成員は関係
地区のガバナーあるいはガバナーが任命した者でなければならない。かかる法人化された
活動、プロジェクト、または組織の理事会は、法人の構成員によって選出されなければな
らない。これらの条項に合致しない法人組織は、ガバナーによる多地区合同活動、プロジェ
クト、組織の監督に関するRI の方針に適合しないものとみなされる。

 （ロータリー章典 21.010.）
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●建物あるいはそのほかの永続的建造物に関連してのロータリー標章の使用
　　（Use of Rotary Marks on or in Connection with Building and Other Permanent Structures）
　プロジェクトに関与するロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織とわ
かる表示語句を併記することなしにロータリー標章を使用することは、かかるプロジェクトに
関連して金銭的あるいは道義的な義務をRI に負わすことになる。よって、直接間接にRI への
波及を避けるために、如何なるロータリークラブ、ロータリー地区、その他のロータリー組織も、
家屋その他の永続的建物の建設、購入に当たって、以下の事項に準拠すべきである。
１） このような企業的事業の名称あるいはいかなる法的書類も、関与するロータリークラブ、

ロータリー地区、その他のロータリー組織とわかる表示語句を併記することなしに「ロー
タリー」という名称を使用せず、また「国際ロータリー」という名称を使用することの無
いよう取り計らうべきである。

２） ロータリーの名称や徽章を建物の外面に彫り込むことやロータリーの名称や徽章を床には
め込むなど、永続的に残るような方法で如何なるロータリー標章も許可すべきではない。
理事会は、2001年より前に建物に永続的に付加されたロータリー標章については、その
除去が建物の永久的かつ修復不可能な損傷を与えるか、ロータリークラブ、ロータリー地
区、あるいはその他のロータリー組織に不合理な費用が掛かる場合、そのような除去を要
請するものではない。 （ロータリー章典 33.040.2.）

●他の奉仕クラブとの合同例会（Join Meeting with Other Service Clubs）
　クラブ理事会により承認された特定の場合を除き、ロータリークラブは、他の奉仕クラブと
の週例会を開いてはならない。 （ロータリー章典 11.020.2.）

●他の奉仕クラブのある地域（Localities with Other Service Clubs）
　ある地域にロータリークラブを結成しようとする試みがうまくいかない場合の主要な原因と
して、すでにその土地に奉仕クラブがあるという事実があげられる例がある。しかし地域にす
でに奉仕クラブが存在するということは、その地域がロータリークラブを保持できないという
ことを決定する要因とはならない。

●多様性に関する声明（Statement on Diversity）
　ロータリーは、個々のクラブにおける多様性の価値を評価する。ロータリーは、クラブに対
して、現状の会員基準に基づき、地域社会において会員として適格である者を評価するよう奨
励している。さらにまた、専門職および職業分類、性別、年齢、宗教および民族性に関して、
その地域社会を反映するよう奨励している。 （ロータリー章典 4.010.1.）

●多様な会員（Diversifi ed Membership）
　クラブの会員組織は、地元地域を真に反映すべきである。すべてのクラブは、事業、専門職
務および地域社会のリーダーを適正に代表するために、その職場がクラブの所在地域内にある
会員が十分な人数あるいは割合となる様努力すべきである。 （ロータリー章典 4.010.）
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●単一移譲式投票（Single Transferable Ballot）
　選挙される役職に 3名以上の候補者がいる場合は、単一移譲式投票が用いられる。
　候補者の指名の記載順序は投票用紙ごと変えなければならない。

●単一移譲式投票の実施方法
　　（How the Single Transferable Ballot System Operates）
　3名以上の候補者がいる場合、各選挙人は 1票の投票権を有し、それが次のように「ふりかえ」
られる仕組みになっている（複数の候補者の中で、投票の希望順位を明示できる）。
　選挙人は、投票用紙に、自分が第 1に選んだ候補者の氏名の横に「１」という数字を記入する。
これが「第 1選択投票」と呼ばれる。
　選挙人は、次に 2番目に投票したいと思う候補者の氏名の横に「２」、3番目に投票したい
と思う候補者の氏名の横に「３」という具合に、候補者に番号を付していく。選挙人は候補者
の数と同数だけ自分の投票希望を表明することができる。
　第 1選択投票の過半数票（少なくとも 50％）を得た候補者が当選とされる。いずれの候補
者も過半数票を得なかった場合は第 2選択投票以下の票を加算する。投票の数え方の例を次に
挙げる。
　1つの役職に、A、B、C、Dの 4名が立候補した場合、A、B、C、Dへの第 1選択投票数
をそれぞれ数える。この 1回目の計算において誰も総投票数の少なくとも 50％に達しない。C
の得票が最も少ないのでCを除外する。Cの得票で、数字「２」が付されている候補者（A、B、
C、Dのいずれか）に、その表を加えていく。
　しかし、このように票を移譲しても、残り 3名の候補者の得票がいずれも過半数に達しない。
そこで、2回目の計算で最下位になったBを除外する。Bの得票は、選挙人が次に希望を表明
した候補者（AまたはDのいずれか）に繰り入れられる。Cはすでに除外されているため、こ
こではCへの希望は無視される。この移譲すなわち 3回目の計算の結果、Dが明らかに過半数
を得た。
　全候補者に番号を記入していない表は、記された分だけ数えることにし、それ以外のものは
移譲できないため無視することにする。「X」は第 1選択の表示とみなされる。一つの投票用紙
に「１」または「X」を二つ以上の氏名に記してあるものは無効となり、算入されない。

●地域コーディネーター（Regional Coordinators）
　ロータリーコーディネーター（Rotary Coordinators）
　ロータリー財団地域コーディネーター（Regional Rotary Foundation Coordinators）
　ロータリー公共イメージコーディネーター（Rotary Public Image Coordinators）

●地域社会、国家、および国際問題（Community , National and International Aff airs）
適切な主題（Proper Subjects）

　地域社会、国家および世界の一般福祉にかかわる公共問題の功罪は、本クラブにとって関心
事であり、会員の啓蒙となり各自が自己の意見を形成する上で、クラブ会合における公正かつ
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理解を深める研究および討議の対象として適切な主題というべきである。しかしながら、クラ
ブは、いかなる係争中の公共問題についても意見を表明してはならない。
支持の禁止（No Endorsements）

　本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推薦してはならない。またいかなる
クラブ会合においても、かかる候補者の長所または短所を討議してはならない。
政治的主題の禁止（Non-Political）
（a） 決議および見解。本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、

討議ないし見解を採択したり配布したりしてはならない。またこれに関して行動を起こ
してはならない。

（b） 嘆願。本クラブは、政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、クラブ、国民、
政府に対して嘆願してはならない。また書状、演説、提案を配布してはならない。

ロータリーの発祥を記念して（Recognizing Rotary ＇ s Beginning）
　ロータリーの創立記念日（2月 23日）の週は、世界理解と平和週間と呼称する。この 1週
間は、本クラブはロータリーの奉仕活動を祝い、これまでの業績を振り返り、地域内と世界中で、
平和、理解、親善のためのプログラムに重点を置く。 （標準クラブ定款第 16条）

●地域社会の関心事項（Community Concerns）
　クラブの実施中のプロジェクトが、その地域と遊離しないように、定期的にクラブの奉仕活
動を分析し、地域社会の真の関心事項に取り組むことに力を注ぐよう今まで以上に奨励されて
いる。
１． 得られる限りの情報をすべて使って、地域社会の真のニーズを見つける。
２． ニーズを見極めたら、そのニーズに効果的に対処できるプロジェクトを計画、遂行する。
３． プロジェクト遂行に当たっては、クラブの専門知識と技術、地区委員会、RI 委員会また

は実行グループ、RI と財団からの数々の援助や補助金などのロータリーの人的、物的資
源を活用すること。

４． 地域社会ぐるみで、プロジェクトの目標を支援し、できれば、プロジェクトの実施に地域
社会の人々を加えること。

●地域セミナー（Regional Seminars）
　ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）は義務付けられた会合で、研究会に付随して開催
されるものとする。ロータリー財団地域セミナーまたは会員増強地域セミナーなどの個別の会
議またはセミナーを、研究会と同じ（またはそれに近い）時期と場所で開催できる。別個の会
議またはセミナーは、研究会の主要プログラムまたは国際協議会のプログラムと矛盾したり、
重複したりするものではなく、研究会そのものとは別に推進される。GETS、ロータリー財団
地域セミナー、レクリエーション行事などの研究会前後の行事は、研究会の出席者とは別の参
加者が出席できる研究会前または研究会後の行事として明確に区別される。
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●地域・地域社会（コミュニティー）（Community）
　何らかの共通性を備えた人々の集まり。特定の地理的範囲や自治体管轄地域というように明
確に定義されることもあれば、社会慣習や文化的伝統によって定義されることもある。

●地域別会員増強計画（Regional Membership Plan）
　国際ロータリーは 2011年秋の理事会で、2015年 6月までに現在約 122万人いる世界の
ロータリアンの数を 130万人とすることを決議し、目標達成のために「地域別会員増強計画」
を確定した。
　それを受け第 1、第 2、第 3ゾーンからなる一地域である日本では、2012年 7月の会員数
を８万 6700人と設定し、2012～ 13年度は 2100人、2013～ 14年度は 3050人、
2014～ 25年度は 4050人、計 9200人を純増し、2015年 6月末には 9万 5900人にする、
つまり 3年間で 10％強の会員増強をしていくという計画を立案した。

●地域別ポリオプラス委員会（Regional Polio Plus Committee）
　各委員会の調整を図りながら、地域で行われる予防接種・撲滅活動でロータリーを代表し、
地域内の国別ポリオプラス委員会の見解を調整し、地域でポリオプラス補助金の優先事項を推
奨する。また、単一国の委員会が成り立たない場合に多国籍ポリオプラス委員会として機能す
る役割を持つ。現在の委員会のメンバーの氏名と連絡先は「Offi  cial Directory（公式名簿）」
で知ることができる。

●チェスリー・R・ペリー（Chesly R. Perry）
　ロータリー資料２・「ロータリーの先駆者」を参照。（P660-661）

●地区（The District）
　地区とは、管理の便宜上結びつけられた、一定の地理的な地域内にあるロータリークラブの
グループである。ロータリー地区の活動ならびにその組織は、ロータリークラブを支援し、そ
の取り組みをさらに高めることを唯一の目的とする。 （ロータリー章典 17.010.1.）

●地区委員会（District Committees）
　地区委員会は、ガバナー補佐の助言を得てガバナーが策定した地区目標を実行する責任を負
う。ガバナーエレクト、ガバナー、直前地区ガバナーが協力し、指導層の継続性と引き継ぎ計
画を確実に行うべきである。ガバナーエレクトは、任期が始まる前に、委員会の空席を補てん
するために委員を任命し、委員長を任命し、計画会議を開く責任がある。以下のような管理運
営機能を受け持つために、委員会が任命されるものとする。
入会・参加促進（入会・参加促進委員会）Membership Attraction and Engagement
新クラブ結成推進（新クラブ拡大委員会）New Club Development
財務 Finance
地区プログラム　以下が含まれる
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インターアクト　Interact
ローターアクト　Rotaract
ロータリー地域社会共同隊　Rotary Community Corps
ロータリー親睦活動　Rotary Fellowship
ロータリー友情交換　Rotary Friendship Exchange
ロータリー青少年交換　Rotary Youth Exchange
ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）Rotary Youth Leadership Awards 

公共イメージ  Public Image
地区大会  District Conference
ロータリー財団　The Rotary Foundation
国際大会推進　Convention Promotion
地区研修　District Training
奉仕活動委員会　以下が含まれる
クラブ奉仕　Club Service
社会奉仕　Community Service
国際奉仕　International Service
新世代（青少年）奉仕　New Generations（Youth）service
職業奉仕　Vocational Service

学友　Alumni
会員特典　Member Benefi t

　ガバナーと地区指導者チームが必要と認めた特別の任務を遂行する場合には、追加の地区委
員会が任命される。 （ロータリー章典 17.030.2.）

●地区委員会委員の資格（District Committee Qualifi cations）
　地区委員会委員に任命されるために推奨されている最低資格は、名誉会員以外の会員身分で
地区内クラブに所属している瑕疵なき会員であることである。 （ロータリー章典 17.030.2.）

●地区委員会の構成（District Committee Structure）
　委員会が効果的であるためには、指導者に継続性がなければならない。
　ガバナーは、各地区委員会に、最低 3人の委員を任命する。そのうちそれぞれ少なくとも 1
人は、1年の任期を務め、1人は 2年の任期を務め、1人は 3年の任期を務めるものとする。
以後、年々任務に就くガバナーが、空席を埋めるために、3年の任期を務めるロータリアンを
少なくとも 1人任命するものとする。各年度、ガバナーは各委員会の委員の 1人を委員長に任
命する。

●地区委員長
　現職の地区ガバナーは地区委員会委員長の任務に就くことはできない。任期終了したパスト
ガバナー、ガバナーノミニー、元ガバナー補佐、あるいは任期を終了した地区委員会の委員が
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地区委員長となることが望ましい。全ての委員会委員長は 7月 1日の就任を前に、前年の 12
月 31日までに選出され、RI に報告されるべきである。
　地区委員長は、委員長に就任する前に、地区チーム研修セミナーに出席するものとする。
　地区委員長は地区研修協議会に出席するものとする。 （ロータリー章典 17.030.2.）

●地区会員増強セミナー（District Membership Seminar）
地区会員増強セミナーの目的（District Membership Seminar Purpose）：

　クラブと地区レベルにおける会員増強活動を支援するようクラブや地区の指導者の準備を行
うことである。 （ロータリー章典 20.100.1.）
地区会員増強セミナーの参加者（District Membership Seminar Participants）

　クラブ会長、クラブ会員増強委員会委員、地区会員勧誘・維持強化委員会委員、地区拡大委
員会委員、ガバナー補佐、その他関心のあるすべてのロータリアンが含まれる。
 （ロータリー章典 20.100.2.）
地区会員増強セミナーの構成（District Membership Seminar Components）

　プログラムの前述の目的を達成するために、地区会員増強セミナーには次のような構成要素
が含まれる。
・会員概観（会員とは）
・クラ活動へ積極的な参加
・クラブ会員となる魅力
・新クラブの拡大
・会員の役割と責務
・活気あるロータリークラブ
・試験的クラブ
・リソース （ロータリー章典 20.100.3.）
地区会員増強セミナーの実施時期（District Membership Seminar Time Frame）

　半日から 1日にかけて行われる地区会員増強セミナーは毎年開催されるものとし、地区研修・
協議会の後に開かれるべきである。 （ロータリー章典 20.100.4.）
地区会員増強セミナーの指導者（District Membership Seminar Leaders）

　ガバナーがプログラム全般の責任者である。地区会員勧誘・維持強化委員会は、ガバナーお
よび地区研修リーダーと相談しながら、セミナーを計画、実施する責務を担う。セミナーの指
導者チームは、資格を備えた元ガバナーおよび／または会員増強活動において積極的に活躍し
ているロータリアンから構成される。ロータリーコーディネーターを含めることを検討しなけ
ればならない。 （ロータリー章典 20.100.5．）

注：  上記の指針は、単独の地区会員増強セミナーに適用されるものである。地区によっては、
地区研修・協議会など他のロータリー研修会と同時に地区会員増強セミナーを実施す
ることを望む場合もありうる。そのような場合は、ガバナーエレクト（もしくは会合
の招集者）の承認が必要となる。
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●地区会費（district dues）
　地区資金を設けることを選んだ地区の各クラブに支払いが義務付けられている人頭賦課金。
人頭賦課金の額は毎年、地区研修・協議会または地区大会にて承認されなければならない。6
カ月を超えて地区会費の支払いを怠ったクラブは、加盟身分が停止される可能性がある。

●地区拡大委員会（District Extension Committee）
　各ガバナーは、地区内に新しいロータリークラブを組織する計画を練り、実行するために地
区拡大委員会を任命する。委員会の構成、資格、任務と責任研修などに関しての詳細は別に定
める。「新クラブ結成推進委員会」を参照。

●地区学友委員会（District Alumni Committee）
１．目的
　地区の学友との継続的な関係を管理するための計画を策定、実施する。また、学友関係で各
クラブを支援する。
２．その他の資格

　学友である者、あるいは学友と一緒に仕事をした専門的経験のある者の採用を優先すべきで
ある。
３．任務および責務
ａ） 学友とその能力（話者としての能力、計画遂行能力、会員となる可能性、財団やロータ   

リープログラムへの貢献等）を確認し、そして彼らの一人ひとりをクラブや地区の活動
に結びつけていくために、他の地区委員会、特に会員増強委員会、財団委員会、新世代
委員会と連携協力する。

ｂ） ロータリーとの関係を維持するために、学友とともに活動する方法を生み出す。
ｃ） 学友に自分たちの情報をRI に報告するように促し、またプログラム参加者が適宜RI に   

報告されるように、他の地区委員長たちと協力する。
ｄ） プライバシー、青少年保護指針、現地法を順守する。
ｅ） 適宜、学友のイベントや組織を支援し、調整役を務める。
 （ロータリー章典 17.030.2. の J）

●地区幹事（District Secretary）
ガバナーは、その就任前に地区幹事を選定するよう奨励されている。地区幹事は、ロータリー
に精通しかつ地区会合の経験も豊富なロータリアンで、地区会合の準備、適切な書簡処理、諸
地区会合の議事録の編集、諸種の記録保持等の日常の管理事務の面でガバナーを補佐できるも
のでなければならない。ただし同一人を通算 5年を超えて地区幹事に任命してはならない。

●地区規則・手続委員会（Additional Committee）
　地区は、RI の組織規程を含め指名並びに選挙、その他の事柄に関してガバナーに助言し、援
助するための地区の「規則・手続」委員会を設置するよう奨励されている。この委員会は３名
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の委員からなり、各々任期をずらして３年任期とし、再任が可能なものとする。委員会の任命は、
就任年度の終了時にガバナーが行う。委員は、RI の組織規程文書および選挙手続きに精通して
いるべきである。
　RI の選挙方針および手続きに関して、地区内で規則・手続委員会の援助によっても解決でき
ない質問のあるガバナーは、クラブ・地区支援担当者または担当地域のRI 理事に援助を求める
べきである。 （ロータリー章典 17.030.3. の A.）

●地区境界の廃止と変更（Eliminating and Changing Boundaries of District）
　理事会は、クラブ数が 100を上回る地区、あるいはロータリアンの数が 1,100名未満の地
区の境界を、廃止あるいは変更することができ、そのような変更と同時に、理事会はその地区
のクラブを隣接地区に編入させることができる。理事会はまた、そうした地区をほかの地区と
統合、または分割できる。関係地区内クラブの過半数の反対がある場合は、前述以外のいかな
る地区の境界も変更してはならない。理事会は、関係地区のガバナーおよびクラブに相談し、
これらのガバナーおよびクラブが、提案されている変更や合併に対して要望事項を提出する然
るべき機会が与えられた後に初めて、地区の境界を廃止あるいは変更することができる。理事
会は、地理的境界、地区発展の可能性ならびに文化、経済、言語およびその他該当する要素を
考慮するものとする。地区の境界を廃止あるいは変更する理事会決定は、少なくとも 2年間効
力をもたないものとする。理事会は、新たに編成される地区や統合される地区における運営管理、
指導者構成、代表選出の手続を規定するものとする。 （RI 細則 16.010.1.）
１） 少なくとも 60以上のクラブ、および／あるいは所属ロータリアン 2,100名を擁し、

今後 10年間に少なくとも 75以上のクラブおよび所属ロータリアン 2,700 名に成長
する可能性を示している追加地区の創設案は、地区編成委員会によって好ましいものと
みなされる。

２） 地区編成手続きは、既存地区のガバナーが、事務総長に提案書を作成するものとする。
３） 再編成案の理由、ならびにクラブ会員の過半数の賛成投票を得るために、この案を慎重

に考慮する必要があることをガバナーが各クラブに的確に伝えたことを記し、ガバナー
が署名した声明書。また、クラブには、提案の受理後 30日間の異議申し立て期間が与
えられ、この期間後には異議申立ての機会は与えられないことが記載される。

 （ロータリー章典 17.010.5.）

●地区、クラブ、ロータリアンへの販売促進の禁止
　　（Prohibition of Solicitation of District, Clubs, and Rotarians）
　ロータリーの標章入り商品を販売する免許取得者だけが、免許契約に明記されている具体的
条件の下に、地区、クラブ、ロータリアンにロータリー標章入り商品の販売を促進できる。免
許取得者以外はこのような販売促進は許可されていない。

●地区決議会（District Resolutions Meeting）
　クラブからの提出立法案およびその他地区での重要な事柄について検討するために、地区が
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時期を問わず開催し、案件を採択するための会合。
　地区はガバナーが決定した時と場所で地区決議会を開催することができ、その場合は、21
日前までに地区内のすべてのクラブに明確な通知をする。クラブを代表する選挙人は、地区決
議会に提出されたいかなる案件についても票決を求めることができるものとし、この場合の投
票は選挙人に限りこれを行うことができる。

●地区研修委員会（District Training Committee）
目的

　本委員会は、ガバナー、ガバナーエレクトがクラブと地区の指導者に研修を行い、地区の研
修計画全般を監督するうえで、支援する責務がある。
委員のその他の資格

　研修、教育、または討論進行の経験を有する者を優先すべきである。
任務および責務
ａ） 委員会は、各会合の招集者に対して責任を負うという点を明確に理解していなければなら   

ない。
ｂ） 委員会は、以下の研修ニーズについて、ガバナーエレクトと協力すべきである。
１）会長エレクト研修セミナー（PETS）
２）地区研修・協議会
３）地区チーム研修セミナー
４）ガバナー補佐の研修

ｃ） 委員会は、以下の研修ニーズについて、ガバナーと協力すべきである。
１）地区指導者育成セミナー
２）ローターアクト指導者育成研修
３）クラブレベルの研修
４）適宜、地区内におけるその他の研修行事

ｄ） 委員会はまた、地区ロータリー財団セミナーと地区会員増強セミナーの第二の責任を負う   
ことがある。これらの会合の第一責任者は、他の地区委員が負う。研修委員会は、研修に   
関連した事柄について助言をすることもできる。

ｅ） 会合の招集者の指示の下、委員会は以下に挙げる事項の一つもしくはそれ以上に責任を持
つ。

１）プログラムの内容（理事会推奨のカリキュラムに準拠）
２）研修の実施
３）講演者やその他のボランティア探し
４）研修リーダーの準備・研修
５）プログラムの評価
６）諸準備
７）新会員候補者に対するマーケティング

ｆ） 地区が他地区合同PETSの一員として参加する場合、ガバナーエレクトは、他地区合同
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PETSの指針と手続きに従い、PETSにおける研修を立案し実施する者を選ぶ。この人物
は、本委員会の委員であるべきである。 （ロータリー章典 17.030.2. の I.）

●地区研修・協議会（District Training Assembly）（DTA）
　多地区合同で開催することもできる地区研修・協議会は、必要な技能、知識および意欲を持っ
たロータリークラブの指導者を育成し、会員基盤を維持、および／または増強し、それぞれの
地域社会をはじめ他の国の地域社会のニーズを取り上げたプロジェクトを実施して成功させ、
プログラムへの参加と資金寄付を通じてロータリー財団を支援するために、なるべく 3月、4月、
5月のいずれかの月に、毎年開催されるものとする。ガバナーエレクトが地区研修・協議会に
対し責任を持つものとする。地区研修・協議会は、ガバナーエレクトの指示および監督の下に、
計画、実施されるものとする。特別な事情があれば理事会は、ここに定める時期以外に地区研修・
協議会を開催することを認可できる。地区研修・協議会に出席を要請されるのは、次期クラブ
会長と次年度に重要な指導者の役割を務めるために次期会長より指名されたクラブの会員であ
る。 （RI 細則 16.020.）
地区研修・協議会の目的（Purpose of the District  Training Assembly）

　地区研修・協議会の目的は以下のとおりである。
・就任に先立ち、次期クラブ指導者がクラブの指導者チームを築けるようにする。
・ 地区ガバナーエレクト、次期ガバナー補佐、地区委員会にクラブ指導者チームの意欲を喚起し、
協力関係を築く機会を提供する。 （ロータリー章典 20.060.1.）
地区研修・協議会の参加者（District Training Assembly Participants）

　地区研修・協議会の参加者は、クラブ会長エレクトおよび次ロータリー年度に指導的役割を
果たすよう会長エレクトから指定されたロータリークラブ会員とする。
 （ロータリー章典 20.060.2.）
地区研修・協議会の構成要素（District Training Assembly Components）

　地区研修・協議会においては、研修に参加する各職務別グループのために次のような構成要
素が盛り込まれるものとする。

・RI テーマ
・役割と責務
・方針と手続
・チームの選任と研修
・年次計画と長期計画の策定
・支援源
・事例研究の演習
・チーム作り演習：クラブ目標の最終決定
・問題解決の演習

　研修に参加する機能別グループには以下が含まれる。
・クラブの管理運営
・クラブ公共イメージ
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・会員増強
・奉仕プロジェクト
・ロータリー財団
・幹事
・会計
・会長エレクト（注；会長エレクトは、PETSでの研修と重複しないよう、人前での話し
方とロータリアンの意欲喚起に焦点を当てる） （ロータリー章典 20.060.3.）

地区研修・協議会の実施時期（District Training Assembly Time Frame）
　地区研修・協議会は丸 1日間に及ぶセミナーから成り、できれば 4月か 5月に開催されるべ
きである。 （ロータリー章典 20.060.4.）
地区研修・協議会の指導者（District Training Assembly Leaders）

　ガバナーエレクトは、地区研修・協議会のプログラム全般の責任者である。地区研修リーダー
は、協議会の計画と実施の責任者である。職務別分野に関連する地区委員長は、それぞれの関
連分科会を指導する責任がある。会長エレクトのためのセッションは、適切であれば、元ガバナー
およびガバナー補佐が起用されるべきである。 （ロータリー章典 20.060.5.）
地区研修・協議会への出席（Attendance at District Training Assembly）
ａ） 次ロータリー年度に重要な指導的役割を務めるべくクラブ会長エレクトから任命された

ロータリークラブ会員は、任命を受諾する前に、地区研修・協議会への出席を約束する
よう所属クラブによって義務づけられるべきである。

ｂ） 各クラブは、地区研修・協議会に出席する会長エレクトの経費を支払うという方針を採
用するものとするが、このことは指定された他の参加者の出席の重要性を低めるもので
はない。 （ロータリー章典 20.060.6.）

地区研修・協議会の日程（Scheduling of District Training Assembly）
　事情によって、地区大会が 4月に開催される場合には、地区研修・協議会と地区大会を連続
した会合として開催する可能性が考慮される。ただし、そのような日程においては、地区大会
が後半に行われるものとする。このような連続した会合は、各会合に必要と定められている時
間数を減らすことなく、また各会合の本質的特色に配慮して行わなければならない。
 （ロータリー章典 20.060.7.）

●地区研修リーダー（District Trainer）
　地区研修リーダーは、ガバナーエレクトがクラブと地区の次期リーダーに研修を行い、ガバ
ナーが現会員に研修を提供するのを支援する。地区における研修では、ガバナーエレクトが会
長エレクト研修セミナー（PETS）、地区研修・協議会、補助金管理セミナー、地区チーム研修
セミナーを招集し、ガバナーが地区指導者育成セミナーやその他の研修・リーダーシップ育成
プログラムを（必要に応じて）招集する。

資格
　地区研修リーダーは以下に推奨される最低要件を満たしていること。
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・少なくとも3年間、地区内のクラブの正会員であり、会員としての義務を果たしていること。
･ 元地区ガバナー、元地区ガバナー補佐、元地区委員会委員長のいずれかであること。
･地区が定めた地区研修リーダーの責務を引き受ける意思と能力があること。
･研修あるいは教育に関連する職業に就いていること。
責務
・ 地区研修委員会の委員長を務め、必要に応じて研修やその他の行事における責務をほかの
委員に割り当てる。責務は以下のことが含まれる。
◦地区で行われる研修を管理する。
◦研修にかかわるほかの地区委員と連絡を取り合う。
◦  RI 研修リーダー、ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）、ロータリーコーディ 
ネーター（RC）、ロータリー公共イメージコーディネーター（RPIC）、等、RI とロータ リー
財団のリーダーと、研修について相談する。

・地区ガバナーやガバナーエレクトと協力して以下を行う。
◦会合の招集者が立案した研修プログラムを実施する。
◦セミナーの研修者を人選する。
◦最も効果的な研修方法を決める

・ガバナーエレクトと協力して補助金管理セミナーへの出席を呼びかける。
・必要に応じて、クラブ研修リーダーを支援する。

●地区財団活動資金（DDF）（District Designated Fund）（DDF）
　「ロータリー財団」を参照。（P356-357， 367）

●地区財務委員会（District Finance Committee）
目的

　地区財務委員会は、人頭賦課金の額および地区の管理運営に必要な費用を検討、調査するこ
とによって、地区資金の資産を守り、地区研修・協議会に向けて地区の財務状況に関する予算
と年次報告を準備するものとする。
構成

　地区会計が本委員会の職権上の委員を務めるものとする。
委員のその他の資格

　クラブの会計を務めた経験を有するもの、そして、または会計や財務経験のあるロータリア
ンを優先すべきである。
任務および責務
ａ）  地区ガバナーと協力して地区経費の予算を作成し、少なくとも地区研修・協議会の４週

間前までにこれをクラブに提出し、地区研修・協議会での次期クラブ会長会議で承認を
受ける。

ｂ）  RI 細則 16.060.2.（地区賦課金の承認）に従って承認を得られるよう、賦課金の額を検
討し、提案する。
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ｃ） 収支の正確な記録が維持されていることを確認する。
ｄ）  RI 細則 16.060.4.（地区の年次財務表および報告書）に基づき任期を終えたばかりの直

前ガバナーが提出する年次財務報告書を作成しなければならない。
ｅ）  委員会の委員１名（できれば会計）は、地区ガバナーとともに、地区資金の銀行口座の

署名人となるものとする。銀行口座は地区の名義で設けるものとする。
 （ロータリー章典 17.030.2. の C.）

●地区財務報告（district fi nancial statement）
　地区がクラブへの財務の説明責任を果たすために、地区会合で検討され、採択された、前ロー
タリー年度の財務表。

●地区資金（District Fund）
　地区は、ガバナー、ガバナーエレクト、地区業務を支えるため
に地区資金を設けることができる。地区資金を設ける場合は、地
区研修・協議会、PETS、地区大会のいずれかにおいて、地区人
頭分担金を課することへの承認を得なければならない。また、地
区資金は、2人以上の管理下に置かなければならず、年次財務表
をクラブに提示しなければならない。地区資金の不適切な管理ま
たは地区の年次財務表および報告書への違反を含め、財務上の義務を果たさなかったいかなる
人も、財務上の不正が地区内で解決されるまで、一切の役職に就くことが禁じられるものとする。

●地区資金の運営管理（Operation of a District Fund）
　地区の管理運用に必要な費用を検討、調査する地区財務委員会が設置されるものとする。ガ
バナーは、1年任期を務める委員、2年任期を務める委員、3年任期を務める委員をそれぞれ
1名ずつ任命し、その後の各年度には、空席を埋めるため、就任中のガバナーが 3年任期を務
める委員としてロータリアン 1名を任命するものとする。同委員会は、ガバナーと協力して地
区経費の予算を作成するものとし、予算案を地区研修・協議会の最低4週間前にクラブに提出し、
地区研修・協議会の次期クラブ会長の会議で承認を受けるものとする。
　一人当たりの地区賦課金の額は、地区研修・協議会または会長エレクト研修セミナーに出席
した次期会長の 4分の 3、または地区大会に出席して投票する選挙人の過半数の承認を得て決
められるものとする。
　ガバナーによって指名された地区財務委員会の委員 1名が、会計として地区資金の収支を正
確に記録するものとする。

●地区資金の設立（Establishing a District Fund）
　地区は、ロータリーの管理と発展のために地区資金を設けることができる。地区資金を設け
ることを選んだ地区は、以下を確認しなければならない。
１． 地区研修・協議会、地区の会長エレクト研修セミナー、あるいは地区大会で、地区の予
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算報告が行われたのち、地区人頭賦課金の承認を得ること。
２． 資金は一個人の管理下に置かないこと。
３． 年次財務表を次の地区大会、およびクラブに提示すること。

●地区指導者育成セミナー（District Leadership Seminar）
地区指導者育成セミナーの目的（Purpose of the District Leadership Seminar）

　クラブレベルを超えてロータリーで奉仕するよう地区内のロータリアンの意欲を高めること
である。 （ロータリー章典 20.080.1.）
地区指導者育成セミナーの参加者（Participants in the District Leadership Seminar）

　クラブ会長を務めた経験があり、またクラブで指導的な役割を 3年以上務めた経験があり、
更には、クラブまたは地区において更なるリーダーシップの役割に関心を持つ熱心なロータリ
アンが参加することができる。 （ロータリー章典 20.080.2.）
地区指導者育成セミナーの構成（District Leadership Seminar Components）

　プログラムの前述の目的を達成するために、地区指導者育成セミナーには次のような構成要
素が含まれる。
・指導力と意欲を起こさせる技能
・国際奉仕プロジェクト
・地区会合
・選択プログラム
・指導力を発揮する機会。 （ロータリー章典 20.080.3.）
地区指導者育成セミナーの実施時期（District Leadership Seminar Time Frame）

　丸 1日を充てた地区指導者育成セミナーを、地区大会の直前または直後に開催すべきである。
 （ロータリー章典 20.080.4.）
地区指導者育成セミナーの指導者（District Leadership Seminar Leaders）

　地区指導者育成セミナーのプログラム全般の責任はガバナーが負う。地区研修リーダーがセ
ミナーの計画と実施の責任者となる。セミナーの指導者チームは、資格の備わった元ガバナー
とガバナー補佐で構成される。 （ロータリー章典 .080.5.）

●地区社会奉仕委員会（District Community Service Committee）
　すべてのガバナーは、地区社会奉仕委員会を任命するよう奨励されている。この委員会の役
割と責務は次の通りである。
１） クラブが取り組むとよい地区内の新しい傾向、事柄、または新しい問題を特定するのを援

助する。
２） 成果を上げた社会奉仕プロジェクトについて話し、クラブ・プロジェクトの強化に役立つ

ロータリーのプログラムや協調事項に関する情報を提供するために地区内クラブを訪問す
る。

３） クラブ社会奉仕委員長が責務を遂行するのを奨励、援助する。
４） 適切であれば、クラブがロータリー地域社会共同隊（RCC）を結成するのを奨励し、プ
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ロジェクト開発案を交換するために地区レベルのRCC会議を奨励する。
５） 他の地区委員会との委員間交流を密にする。
６） アイディアを交換し、プロジェクトを推進するために、地区大会や地区研修・協議会その

他の会合と付随して、地区レベルでのクラブ社会奉仕委員長の会合を組織する。
７） 情報を分かち合い、クラブの目標設定を援助することを通じて、クラブ社会奉仕プロジェ

クトとロータリー以外の地元の奉仕団体との間で協力できる分野を探す。
８） ガバナー月信で広報するために、クラブ社会奉仕委員長に、成功を収めた社会奉仕プロジェ

クトについて定期的に報告するよう要請する。さらに、出版物に掲載される可能性もある
ので、RI にも報告するよう要請する。

９） 地区やゾーンの会合で、優れた社会奉仕プロジェクトを展示する。
10） 地区規模の社会奉仕活動を組織する。 （ロータリー章典 17.030.3. の D．）

●地区新世代（青少年）委員会
　　（District New Generations（Youth Service）Committee）
　地区ガバナーは、継続力とリーダーシップを育成する地区新世代（青少年奉仕）委員会を設
置すべきである。本委員会は、地区委員会を横断して経験を共有し、プログラム間のクロスプ
ロモーションを導き、奉仕の機会を促進し、さらに地区委員会間の一連の活動を調整するために、
地区インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA委員会、青少年交換委員会、およ
びガバナーによって適切と判断された場合、その他の委員会と協同すべきである。
　地区新世代（青少年奉仕）委員会は、新世代の基本理念を推進し、若者を力づけ惹きつけて
いるクラブおよび／あるいはロータリアン個人に対する認識を促進することが奨励されている。
 （ロータリー章典 17.030.3. の F.）

●地区青少年交換委員会（District Youth Exchange Committee）
　国際理解を発展させる機会として青少年交換を推進するため、ガバナーは、青少年交換委員
会または役員を任命する。地区青少年交換委員長の任期の限度を３年と定めるようガバナーに
奨励されている。
　青少年交換プログラムによって求められている特別な技術的知識や経験を考慮するとき、地
区青少年交換委員長の複数年の任期が奨励されている。また、適切に研修された後継者を養成
するために、時には、委員長の職務を 3年以上に継続しなければならないこともある。効果的
であるためには、地区青少年交換委員会はリーダーシップの継続と企画立案の連続性がなけれ
ばならない。
　青少年交換委員長の変更が望まれるとき、ガバナーエレクトは、ロータリーの一般知識を持ち、
かつ青少年交換プログラムに強い情熱を持っている候補者を推薦することが強く求められてい
る。また、青少年交換を確立されたプログラムにするために、委員長は地区青少年交換委員会
における重要な職務に最低3年以上の経験があることが求められている。英語でのコミュニケー
ション能力や地区レベルを超えた青少年交換大会等への出席ができることが積極的要件として
考えられるべきである。地区ガバナー、地区青少年交換委員長、地区青少年交換委員およびガ



－ 233 －－ 233 －

カ

サ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

ア

タ

バナーノミニーも含めた協議は、ガバナーエレクトによる任命プロセスに貴重な見識を提供す
ることになる。
　委員長の推奨されている 3年連続した職務継続を仮定して、このような協議は、その職責の
望まれている複数年の任命と共に選任された人が推奨される地区青少年交換経験があるかどう
かを確認する事の助けとなる。プログラムの継続性を確保するために、ガバナーは青少年交換
委員会の 33％以上変更することは奨励されていない。
　地区青少年交換役員または委員会は、それぞれのガバナーの監督の下に置かれる。各ガバナー
は、権限を持ち、個人的な金銭的利益を受けることの無いよう細心の注意を払いながら、地区
内の青少年交換活動の発展のためにあらゆる努力を払うよう求められている。
 （ロータリー章典 17.030.3. の C.）

●地区選挙の指針（District Nomination and Elections）
　RI 理事会が免除しない限り、地区はすべての地区選挙に、指名委員会手続、郵便投票、ある
いは地区大会での投票を行うよう義務付けられている。指名委員会の委員、補欠委員、委員候
補者は、指名委員会によって審査されるいかなる役職にも指名される資格を有さない。地区は、
地区ガバナーノミニーとゾーンのRI 理事選出のための指名委員会委員、規定審議会の代表議員
を選出する。
地区による指名および選挙

　ロータリアンと選挙候補者は、以下に従うものとする。
・地区選挙に関する規則について学び、これに従う。
・ 現在の任務、あるいは新しい任務が選挙運動のように思える場合、その懸念について知識
豊かなロータリアンに相談する。

・ 注目を惹いたり、個人的に認められたり、優遇を受けるために、個人的な宣伝活動を行わ
ない。

・対抗候補者の不適切な行為に対して同じように反応しない。
・ 必要な義務を果たす場合を除き、該当する選挙にかかわっているクラブと連絡を取ったり、
訪問したりしない。

●地区大会委員会（District Conference Committee）
目的

　地区大会委員会は、ガバナーの指示の下、良いプログラムとなるように、そして地区大会へ
の出席者数が最多となるよう計画・推進し、必要な手配を行うものとする。
委員のその他の資格

　会議開催の経験のある者、接客、サービス行の経験のある者そして、または報道関係、公共
イメージ関係のロータリアン、あるいはマーケティングスキルを備えたロータリアンを優先す
べきである。
任務および責務

　ガバナーの監督の下
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ａ） 地区大会の会場を選び、すべての関連する手配の調整に当たる。
ｂ） 出席者が最多となるよう、地区大会の財務の調整に当たる。
ｃ） 以下に特に力を入れ、地区大会への出席を推進する。

―― 新会員
―― 地区内の新クラブの全会員
―― 地区内の全クラブからの代表出席者とロータリーファミリー

ｄ） 報道機関、地域社会のリーダー、ロータリープログラムの受益者など、外部の人々に地
区大会を推進する。

ｅ） 地区研修リーダーと協力して、地区大会に付随して開かれる地区指導者育成セミナーの
調整に当たる。

ｆ） 関連性があり、動機づけになるような有益なプログラムを提供する。
 （ロータリー章典 17.030.2. の F.）

●地区大会および地区立法案検討会
　　（District Conference and District Legislation Meeting）
時と場所（Time and Place）

　ガバナーと地区内クラブ過半数の会長の合意によって定められる時および場所において、地
区内ロータリアンの大会を毎年開催するものとする。地区大会の開催日程は、地区研修・協議会、
国際協議会、または国際大会の日程と重ならないようにするものとする。RI 理事会は、２つ以
上の地区が合同で大会を開催することを認可できる。また、地区はガバナーが決定した時と場
所で地区立法案検討会を開催することができるが、その場合は、21日前までに地区内のすべ
てのクラブに明確な通知を行うことを条件とする。 （RI 細則 16.040.1.）
開催地の選択（Site Selection）

　ガバナーノミニーが選出され、事務総長に対してこれが書式で証されたならば、そのガバナー
ノミニーが、ガバナーを務める年度のその地区の大会をあらかじめ計画することができる。そ
の開催地は、そのガバナーノミニーと地区内クラブのその時点における会長の過半数との合意
によって決定することができる。理事会の承認を得て、地区は、ガバナーノミニーと、同年に
クラブ会長を務める者の過半数との投票によって、当該ガバナーノミニーがガバナーを務める
年度の地区大会の開催地を選定し、合意することができる。クラブがかかる会長を選出してい
ない場合は、そのクラブの現在の会長がかかる大会開催地の投票を行うものとする。
 （RI 細則 16.040.2.）
●地区大会および地区立法案検討会の決定
　　（Conference and District Legislation MeetingActions）
　地区大会および地区立法案検討会はその地区内の重要な事柄について推奨案を採択するこが
できる。ただしこのような推奨は、定款および本細則と一致し、ロータリーの精神と理念に沿
うものでなければならない。各地区大会および地区立法案検討会は、理事会が当該大会の審議
に付したすべての事項を審議、決定するものとし、また、これに関する決議を採択することが
できる。 （RI 細則 16.040.3.）
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地区大会幹事（Conference Secretary）
　ホストクラブの会長と相談の上、ガバナーは大会幹事を任命するものとする。大会幹事の任
務は、大会の計画を策定し、大会記録の作成についてガバナーに協力するものとする。
 （RI 細則 16.040.4.）
地区大会報告（Conference Report）

　地区大会終了後 30日以内にガバナーまたは議長代行者は、大会幹事とともに、書面によって、
大会記録の報告を行うものとする。そしてこの報告書は 3部を事務総長に、1部をその地区の
各クラブ幹事に送るものとする。 （RI 細則 16.040.5.）

●地区大会および地区立法案検討会での投票
　　（Conference and District Legislation Meeting Voting）
選挙人（Electors）

　地区内の各クラブは少なくとも１名の選挙人を選び、それを証明し、そしてこれをその地区
の年次地区大会および地区立法案検討会（開催される場合）に送るものとする。会員数が 25
名以上のクラブは、25名ごとに１名、または端数が 13名以上の場合、さらに１名の割合で選
挙人を送る権利を有する。つまり、会員数が 37名までのクラブは１人の選挙人を持つ資格を
有し、会員数が 38名から 62名までのクラブは２人の選挙人を持つ資格を有し、会員数が 63
名から 87名までのクラブは３人の選挙人を持つ資格を有する、というようになる。この会員
数は、投票の行われる期日に先立つ、直前のクラブ請求書の期日における会員数に基づくもの
とする。ただし、RI の加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加
する権利がないものとする。各選挙人はそのクラブの会員でなければならない。選挙人が１票
を投じるためには地区大会または地区立法案検討会に出席するものとする。
 （RI 細則 16.050.1.）
地区大会および地区立法案検討会の投票手続
　（Conference and District Legislation Meeting Voting-Procedures）

　地区大会または地区立法案検討会に出席しているクラブの瑕疵なき会員は、ガバナーノミニー
の選出、理事指名委員会の委員と補欠委員の選出、ガバナー指名委員会の構成および職務権限、
規定審議会と決議審議会の地区クラブ代表議員および補欠議員の選挙、ならびに地区の 1人当
りの賦課金の額の決定を除き、地区大会または地区立法案検討会に提出されたその他の案件の
すべてについて投票権を有するものとする。しかし、選挙人は、誰でも大会まは地区立法案検
討会に提出されたいかなる案件についても票決を求めることができるもし、この場合の投票は
選挙人に限りこれを行うことができるものとする。ガバナーノミニーの選出、理事指名委員会
の委員と補欠委員の選挙、ガバナー指名委員会の構成および職務権限、規定審議会と決議審議
会の地区クラブ代表議員および補欠議員の選挙のために投票をする際に、2票以上の投票権を
有するクラブは、すべての票を同じ候補者または提案に投じるものとする。候補者が 3名以上
おり、単一移譲式投票を必要とする、または用いる投票の場合、2票以上の投票権を有するク
ラブは、すべての票を同じ順番で候補者に投じるものとする。（RI 細則 16.050.2.）委任状に
よる代理者（Proxies）クラブは、そのクラブの欠席選挙人の委任状による代理者を指定する
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ことができる。このようなクラブは、このような委任状による代理者についてガバナーの承諾
を得なければならない。委任状による代理者には、自分のクラブの会員もしくはクラブの所在
する地区の他のクラブの会員を含めることができる。その代理は、当該クラブの会長および幹
事によって証明されなければならない。その委任状による代理者は、既に持っている投票権の
ほかに、自分が代理する欠席選挙人に代わってその投票権も行使することができるものとする。   
 （RI 細則 16.050.3.）

●地区大会推奨事項
　地区大会は以下の通りとすべきである。
ａ） 会期は 2日以上、最高 3日までとする。
ｂ） 会員の参加を増やすため、討論グループを盛り込む。
ｃ） 大半をロータリーおよびロータリー財団に関する主題に焦点を当て、均衡のとれたプロ

グラムを盛り込む。
ｄ） 地区の決議事項を審議する。
ｅ） 適切であれば、新しいロータリアン、地区大会に初めて出席したロータリアン、クラブ

会長、その他の人々に特別に歓迎の意を表す。
ｆ） ロータリーおよびロータリー財団の活動に参加したことのある人々を、プログラムの中

で、ボランティアとして最大活用する。
ｇ） 次回の地区大会を推進し、事前登録を呼びかける。
ｈ） できるだけ多くの出席を奨励するために、手ごろな費用に維持する。
ｉ） 地区大会と祝祭日やその他の行事が重なるのを避ける。
ｊ） 配偶者の行事やその他の行事が重ならないよう日程を調整し、登録者全員が本会議に出

席するよう奨励する。
ｋ） 「友愛の広場」などでクラブや地区のプロジェクト展示を行うよう推進する。
ｌ） RI 会長代理の経験を認め、適宜、討論やその他のセッションに参加してもらう。
ｍ） 新しいロータリアンのために特別オリエンテーションを提供する。
ｎ） クラブ会長、あるいはクラブで指導的な役割を 3年以上務めた関心のあるロータリア

ンのために、地区大会の直前または直後に丸 1日の地区指導者育成セミナーを組み入
れる。

●地区大会における会長代理の資格と選出
　会長代理はRI 会長代理として啓発し意欲を喚起する講演を行う。会長代理選出の際、会長は
演説力、社交力、言語力、ロータリーに関する精通度、これらの役職を担う際の個人の過去の
実績、および任命の際の費用有効性も評価すべきである。
　そして、代理指名は早急に行い、大会に時間の余裕をもって会長代理に参考資料を提供する
ものとする。
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●地区大会における会長代理の役割
　　（Role of the President’s Representative at Conference）
　RI 会長夫妻の代理を務めるにあたり、会長代理夫妻は可能であれば以下を行うべきである。
１． できるだけ多くのロータリアン並びに配偶者と直接挨拶を交わす。
２． 公式の講演をはじめ、大会に全面的に参加することを通じて、地区大会参加者を啓発し、

意欲を喚起する。
３． RI 会長と年度のRI テーマに関する情報を提示する。ま

た、適切であれば次年度のテ－マに言及する。
４． 会員勧誘と参加推進の重要性を強調する。
５． ロータリー財団のプログラムおよび発展を推進する。
６． 今後の責務のためにガバナー、ガバナーエレクト、およ

び他のロータリアン参加者について評価を行う。
７． 今後の任命の対象として考慮されるべき、出席している元ガバナーについて評価を行う。
８． 可能であれば、地区大会の前後にロータリークラブを訪問し、ロータリー奉仕プロジェク

トを見学する。
９． 予定されている地区大会のすべての会合に出席する。
10.  地区の論争に関与しないようにする。上記の任務を遂行するにあたって、会長代理夫妻は、

RI の最高役員にふさわしい品格と礼儀をもって振舞うべきである。
 （ロータリー章典 20.030.2.）

●地区大会におけるガバナーの役割と責務（Role and Responsibilities of the Governor）
　地区大会を成功させるために、ガバナーは以下を行う。
１． 地区大会の立案、組織、実施の責任者となる。
２． 理事会の推奨する指針に沿って、総合的かつ均衡のとれたプログラムを立案する。
３． RI 会長代理夫妻には、RI 会長にふさわしい歓待と礼儀をもって接するようにする。
４． 地区大会のプログラムと活動に地区内全クラブを参加させることにより、全クラブが最

大限に代表されるようにする。
５． 地区大会中並びにその前後に、綿密に計画された公共イメージ活動（報道機関を含む）

を実施することによって、地元地域の関与を促す。
６． 地元地域を代表する人々をプログラムに参加するよう招く。
７． すべての新クラブの会員全員が地区大会に出席するよう、特に力を注ぐ。
８． 会長代理のエイドを任命する。 （ロータリー章典 20.020.2.）

●地区大会における代表議員の選挙
　　（Election of Representatives at the District Conference）
選挙（Election）

　地区が指名委員会手続を使用しないと決めた場合、年次地区大会にて、またRIBI 内の地区の
場合は地区審議会にて、代表議員および補欠議員を選挙してもよい。選挙は審議会が開かれる
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2年前の年度に行うものとする。RIBI においては、審議会の開かれる年度の 2年前の 10月 1
日を過ぎてから開かれる地区審議会において選挙されるものとする。 （RI 細則 9.070.1.）
推薦（Nominations）

　地区内のクラブは、代表議員を務める意思があり、実際に務めが果たせることを示している
者で、審議会議員となる資格のある地区内のクラブ会員を代表議員の候補者として推薦できる。
クラブは、その推薦を文書で行うものとする。この文書には、クラブ会長と幹事の署名がなけ
ればならない。この推薦書は、ガバナーに提出され、地区大会においてクラブの選挙人に提示
されるものとする。 （RI 細則 9.070.2.）
代表議員と補欠議員の選出（Selection of Representatives and Alternates）

　過半数の投票を得た候補者を規定審議会と決議審議会の代表議員とする。候補者が 2名しか
いない場合、過半数が得られなかった候補者を補欠議員とし、議員が務めを果たせない場合に
のみその任に就くものとする。候補者が 2名を上回る場合は、投票は単一移譲式投票方式によ
るものとする。この単一移譲式投票方式による投票において 1名の候補者が過半数を得た場合、
第 2位の票数を得た候補者が補欠議員となるものとする。各クラブは、そのクラブが有するす
べての票を投じる 1名の選挙人を指定するものとする。2票以上を有するクラブが投じるすべ
ての票は、同じ候補者に投じられるものとする。３名以上の候補者がおり単一移譲式投票方式
が必要とされる、または用いられる投票において、２票以上を有するクラブが投じるすべての
票は、同じ優先順位に従って候補者に投じられるものとする。 （RI 細則 9.070.3.）
代表議員の候補者が 1名のみ（One Candidate for Representative）

　地区で候補者に指名された者が 1名のみであった場合、投票は行わないものとする。ガバナー
はその被指名者を審議会における代表議員として公表するものとする。ガバナーはまた、地区
内クラブの会員である適格なロータリアンを、補欠議員として任命するものとする。
 （RI 細則 9.070.4.）
クラブから代表議員を推薦（Suggestions by Clubs for Representative）

　候補者を指名するクラブがこの候補者の所属クラブでない場合、この指名が認められるには、
候補者の所属クラブが書面で明確に同意するものとし、また、この文書にはクラブの会長と幹
事の両方が署名するものとする。 （RI 細則 9.070.5.）

●地区大会の開催時期・開催期間および参加者
開催時期

　理事会は、地区にとって最も都合のよい時期に地区大会を開催するよう奨励している。
　ただし、当該地区に属するゾーンのロータリー研究会や国際大会と同時に開催しないものと
する。
開催期間
ａ） 地区大会の開催期間は少なくとも 2日以上、最高 3日間が推奨されている。
 ガバナーは、ロータリーに関連した主題を主な内容として地区大会のプログラムを作成

するよう求められている。プログラムにロータリアンではない講演者を招く場合、その
講演内容はロータリーの目的に直接関連しているべきである。
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ｂ） ガバナーは、地区大会のプログラムを計画するにあたって、本会議とグループ討論でロー
タリーに関する内容に合計 9時間費やすことが求められている。（昼食会、晩餐会、次
期会長および幹事の会合はこれに含まれない）

ｃ） 会長エレクトは、国際協議会において、地区大会に関するRI の方針を全面的に順守し
ていない地区大会を開催した地区の全ガバナーエレクトと会合を持つことを考慮すべき
ものとする。

参加者
　地区大会は、地区の全ロータリアンの関心に訴えるよう計画されるべきである。特に新しい
ロータリークラブ会員の出席が奨励されている。配偶者、家族、ローターアクター、インター
アクター、青少年交換学生、ロータリー財団学友、その他ロータリープログラムのボランティ
アに地区大会活動への参加を呼びかけるよう、理事会がガバナーに奨励している。

●地区大会の概要（District Conference Overview）
　地区会議の主な目的は、地区内のすべてのロータリアンを一同に招集し、より一層ロータリー
に巻き込み、またロータリーの理解を深めるよう鼓舞することである。
 （ロータリー章典 20.010.）

●地区大会の目的
　地区大会の目的は、地区内のすべてのロータリアンが下記の目的のために集うことである。
１．地区の奉仕プログラムやプロジェクトを紹介する。
２．ロータリアンの奉仕活動への更なる参加意欲を高める。
３．クラブレベルを超えたロータリーのビジョンを分かち合う。
４．忘れられない親睦体験を味わう。
５．ロータリー指導者との交流の機会を提供する。

●地区大会の要件（Requirements for the District Conference）
　地区大会では次のことが行わなければならない。
１． RI 会長代理に、2回の重要な講演をする機会を用意し、そのうち 1回は、最多数の出

席者がいる大会セッションで 20～ 25分間主要な講演をするためのものとし、また会
長代理には大会の終わりにホスト地区に感謝の意を表する挨拶を述べる機会が与えられ
るべきである。

２． RI 細則 16.060.4. 項（地区の年次財務表および報告書）に規定されている通り地区の
会合で 既に採択されていない場合は、前ロータリー年度の年次地区財務表および財務
報告書について討議し、採択する。

３． 地区・研修協議会あるいは地区が開催する会長エレクト研修セミナーで既に人頭賦課金
が承認されていない場合は、地区大会でこれを承認する。

４． 適切であれば、RI 理事の指名委員会委員を選任する。
５． 地区が指名委員会の手続きを行わないと選択した場合、規定審議会の 2年前のロータ
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リー年度の地区大会で、地区の規定審議会代表議員を選出する。
 （ロータリー章典 20.020.1.）

●地区大会報告（District Conference Report）
　地区大会終了後 30日以内にガバナーまたは議長代行者は、大会幹事とともに、書面によって、
大会記録の報告を行わなければならない。そしてこの報告書は３部を事務総長に、１部をその
地区の各クラブ幹事に送らなければならない。 （RI 細則 16.040.5.）

●地区チーム研修セミナー（District Team Training Seminars）
地区チーム研修セミナーの目的（District Team Training Seminar Purpose）
・ 次期ガバナー補佐および次期地区委員と委員長が就任に備
える

・ 地区ガバナーエレクトに、地区指導者チームを築き、クラ
ブを支援するようチームの意欲を高める機会を提供する。

 （ロータリー章典 20.090.1.）
地区チーム研修セミナーの参加者
　（District Team Training Seminar Participants）

　地区チーム研修セミナーの参加者には、自ロータリー年度に
ガバナー補佐としてガバナーエレクトにより任命されたロータリアン、地区委員会委員長およ
び委員を含むものとする。 （ロータリー章典 20.090.2.）
地区チーム研修セミナーの構成（District Team Training Seminar Components）

　前述のプログラムの目的を達成するために、地区チーム研修セミナーは次のような構成要素
が含まれる。
・RI テーマ
・地区の管理運営
・役割と責務
・クラブリーダーシップ・プランと地区リーダーシップ・プランの下でクラブと協力する
・ロータリークラブ・セントラルを理解する
・リソース
・年次計画と長期計画
・コミュニケーション （ロータリー章典 20.090.3.）
地区チーム研修セミナーの実施時期（District Team Training Seminar Time Frame）

　丸 1日の地区チーム研修セミナーは、PETSの前、国際協議会の後に開催すべきである。
 （ロータリー章典 20.090.4.）
地区チーム研修セミナーリーダー（District Team Training Seminar Leaders）

　ガバナーエレクトが地区チーム研修セミナーのプログラム全般の責任者となる。地区研修リー
ダーがセミナーの計画と実施の責任者となる。セミナーの指導チームは、資格を備えた元ガバ
ナーを含むものとする。 （ロータリー章典 20.090.4.）
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●地区とロータリークラブによる他団体との協力
　　（District and Rotary Club Cooperation With Other Organizations）
　地区とロータリークラブは、プロジェクトと活動において他団体を支援し、他団体と協力で
きる。ただし、以下の条件がある。
１） ロータリーの理念と目的に沿うプロジェクトまたは活動であること
２） 関係クラブまたは地区内の会員がこの協力活動を承認していること
３） 活動の継続期間中に限定してクラブ会長またはガバナーにより任命されたロータリー委

員会が直接協力し、責任を負うこと。また、毎年これを見なおすこと
４） 独立した組織体としてのクラブまたは地区の自主性を保持すること
５） ロータリーとその奉仕活動を一般の人々に知らせるために、協力と言う性格の範囲内で、

クラブまたは地区が適切な形で認められること
６） クラブまたは地区と協力団体とが合同プロジェクトの性質について広報するという共同

責任を負うこと
７） クラブまたは地区が、継続的参加の義務を引き受けないこと
８） クラブまたは地区が、他団体に対する継続的な金銭的義務を引き受けないこと。その代

わりに、地区内のロータリークラブに対して、地区大会あるいはその他の適切な手段に
より、このようなプロジェクトや活動への支援を継続するかどうかを検討し、決定を下
せるような機会を提供すること

９） クラブまたは地区が、協力団体のメンバーとならないこと
10）クラブまたは地区がそのような活動を始めたり、あるいは協力活動の合意を結んだりす

ることにより、RI がその活動あるいは協力の合意に拘束されるようなことがないこと
11）政府機関による法的義務がある場合、あるいは理事会か執行委員会が承認した場合を除

き、クラブやロータリアンの名簿を他団体に提供しないこと。

●地区によるロータリー活動の推進（District Promotion of Rotary Activities）
　地区は毎年、地区内における地区とクラブのロータリー活動に関して一般の認識を高める目
的で、適切な予算の一部を配分するよう奨励されている。地区内クラブが地区でロータリー活
動に対する一般市民の認識を高める方策を立て、実施するにあたり、これを援助する地元の広
報コンサルタントを、RI に費用の負担をかけずに雇うことを地区は検討すべきである。

●地区の覚書（District Memorandum of Understanding）（MOU）
　各地区とロータリー財団の間で取り交わされるこの法的な同意書。参加資格条件および補助
金資金を適切に管理するための条件が記載されている。

●地区の規模（Size of the District）
　大きな会員規模を持つ地区が、クラブ数やロータリアン数の少ない地区に比して有利である
ことは明白であり、小規模地区が引き続き増えるならば、RI の管理運営と財務に望ましくない
影響が生じる。従って、RI 理事会は、クラブ数が 75に満たない、また所属ロータリアン数が
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2,700名に満たない地区にこれらの数に達するよう奨励している。
 （ロータリー章典 17.010.3.）

●地区の財務（District Finances）
地区資金（District Fund）

　各地区は、「地区資金」という基金を設けても差し支えない。その目的は、地区提唱プロジェ
クトおよび地区内におけるロータリーの管理・開発の資金を調達することである。地区資金は
地区大会の決議によって設けるものとする。地区資金の不適切な管理または RI 細則
16.060.4.（地区の年次財務表および報告書）への違反を含め、財務上の義務を果たさなかっ
たいかなる人も、財務上の不正が地区内で解決されるまで、一切のRI または地区の役職に就く
ことが禁じられるものとする。 （RI 細則 16.060.1.）
地区賦課金の承認（Approval of Levy）

　地区資金は、地区内クラブの会員に均一の賦課金を割り当てるという方式によって、調達さ
れるものとする。1人当たりの賦課金の額は、次のいずれかによって決定するものとする。
（a） 地区研修・協議会に出席した次期クラブ会長の４分の３の承認。ただし、会長エレクト

が標準クラブ定款第 13条第５節（c）項（役員の選挙－資格要件）に従ってガバナー
エレクトによって地区研修・協議会出席を免除されている場合は、会長エレクトの指定
した代理が、会長エレクトに代わって、あるいは地区の裁量で、投票する権利を有する
ものとする。

（b） 地区大会に出席し、投票する選挙人の過半数。
（c） 地区の裁量により、地区の会長エレクト研修セミナーに出席した次期クラブ会長の４分

の３の承認。ただし、標準クラブ定款第 13条第 5節（c）（役員の選挙－資格要件）
に従い、会長エレクトがガバナーエレクトから出席を免除されている場合は、会長エレ
クトの指定した代理が、会長エレクトに代わって投票する権利を有するものとする。

 （RI 細則 16.060.2.）
地区の 1人当りの賦課金（Per Capita Levy）

　地区の 1人当りの賦課金の支払いは、地区内全クラブの義務である。そうした負担金の未払
いが 6カ月以上に及ぶという証明書類をガバナーから受理した理事会は、直ちに、未納中のク
ラブへのRI 事務局のサービスを停止するものとする。 （RI 細則 16.060.3.）
地区の年次財務表および報告書（Annual Statement and Report of District Finances）

　ガバナーは、ガバナーとしての年度終了後 3か月以内に地区内全クラブに対し、独立検査を
受けた地区の年次財務表および報告書を提出しなければならない。この検査は、地区大会によ
り決定された通りに、資格を備えた会計士あるいは地区監査委員会のいずれかが行うことがで
きる。地区監査委員会による検査を行う場合、委員会は、
（ａ） 少なくとも 3人の委員から構成されなければならない。
（ｂ） すべての委員は正会員でなければならない。
（ｃ） 少なくとも 1名は、元ガバナーもしくは監査の経験を有する人物でなくてはならない。
（ｄ） ガバナー、財務長、地区銀行口座の署名人、財務委員会の委員がその就任年度に監査委
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員会に携わることを認めない。
（ｅ） 地区が定めた手続きに従い、地区により選出された者を委員とする。
　この年次財務表および報告書の詳細は、次の項目を含むものとするが、これらに限定される
ものではない。
（ａ） 地区のすべての資金源（RI、ロータリー財団、地区およびクラブ）
（ｂ） 募金活動によって地区が得た、または地区に代わり受領した資金。
（ｃ） ロータリー財団から受領した補助金、または地区が使用すべく指定されたロータリー財

団の資金。
（ｄ） すべての地区委員会の金銭的取引。
（ｅ） 地区による、または地区に代わってガバナーが行ったすべての金銭的取引。
（ｆ） 地区資金のすべての支出。
（ｇ） RI からガバナーが受け取ったすべての資金。
　この年次財務表および報告書は、次の地区の会合に提出の上、討議に付され、採択されなけ
ればならない。この地区の会合は、地区内すべてのクラブから代表者が 1名出席する権利があ
るものでなければならないし、また、地区の財務表および報告書が提出されるということを
30日前に予告した会合でなければならない。このような地区会合が開催されない場合、年次
財務表および報告書は、次の地区大会に提出の上、討議に付され採択されるものとする。提出
された財務表が採択されなかった場合、その地区大会の終了から 3か月間以内に、次の地区の
会合において討議に付され、採択されるものとする。その会合は、すべてのクラブから代表者
が 1名出席する権利があり、また、地区の財務表および報告書が提出されるということを 30
日前に予告した会合でなければならない。そのような地区会合が開催されない場合、ガバナー
が 60日以内に郵便投票を実施するものとする。 （RI 細則 16.060.4.）

●地区の提案と承認（District Proposals and Endorsements）
　地区は、地区大会かクラブの郵便投票を通じて、立法案を提案すべきである。いかなる地区も、
1回の審議会につき 5件より多くの立法案を提案もしくは承認すべきでない。地区は、地区大
会終了後 45日以内に、地区大会で提案または承認されたすべての立法案を事務総長に送付し
なければならない。

●地区の法人化（District Incorporation）
　地区は、RI が義務付けている 11の規定を法人規約文書に含め、法人化に関するRI の要件
をすべて満たしている場合に限り、法人化することができる。地区が法人化を望むことを決定
した場合、ガバナーは、地区を担当するクラブ・地区支援担当（日本事務局、クラブ、地区支
援室）職員に連絡し、ロータリーの要件に関する詳細な情報を求めるべきである。（クラブ・地
区担当職員は、RI のウェブサイト［www.rotary.org/murotary/ja/contact/reps］で検索
できる）。
　地区は法人化するために理事会の承認を求めることができる。少なくとも地区内クラブの 3
分の 2が、地区大会での投票あるいは郵便投票に於いて、法人化の提案を承認しなければなら
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ない。いずれの手続においても、各クラブには 1票の投票資格が与えられる。
　地区が法人化された時点で、この法人およびそれまで法人化されていなかった地区は、一つ
の統一体となる。法人化された地区は、RI の定款、細則、方針の下に、地区のすべての義務お
よび要件を果たさなければならない。
　法人化された地区の法人規約文書は、地元の法律の許す範囲において、RI の定款、細則、方
針に準拠するものでなくてはならない。RI の文書や方針の改正により、地区の法人規約文書と
の矛盾が生じる場合、地区は直ちに、法人規約文書が再度適合したものとなるよう修正しなけ
ればならない。法人地区は、RI の定款、細則、方針に準拠して活動しなければならず、これら
と矛盾する活動を行ってはならない。
　地区は、法人化するために地元の法務当局へ提出が義務付けられている法人規約文書を、理
事会に代わる事務総長宛てに提出しなければならない。
地区ガバナーは、法人化手続を監督する責任を負う。法人地区の構造は、地区リーダーシップ・
プランを促進するものでなければならない。
　ガバナーは、地区法人の解散あるいは状況の変更があった場合は、即座に理事会に通知しな
ければならない。 （ロータリー章典 17.020.）

●地区の役割（Role of the District）
　地区とは、RI の管理運営のために、RI 細則に従ってRI 理事会によって設けられた地理的な
境界内にあるクラブのグループである。
　地区の活動およびその組織は、個々のロータリークラブがロータリーの目的を推進するのを
援助することを唯一の存在目的とするものである。
　地区が特定の奉仕プロジェクトまたはプログラムのスポンサーとなったり、それらのプロジェ
クトやプログラムの方針を決定することについては、RI のプログラムの対象外である。
 （ロータリー章典 17.010.1.）

●地区の郵便投票（District Ballot-by-Mail）
　RI 細則に明記する諸決定や選挙は地区大会または地区研修・協議会で行うものであるが、地
区内のクラブが郵便投票を通じて行うこともできる、この郵便投票は、RI 細則 14.040.（郵便
投票の書式）の手続できる限り沿った方式で行うものとする。 （RI 細則 16.120.）

●地区プログラム委員会（District Program Committee）
目的

　プログラムの関連している委員会は、地区レベルでのプログラムの推進と運営に責任を持ち、
以下を含む個々のプログラムに参加するロータリークラブに具体的な支援と指導を行う。
　　インターアクト
　　ローターアクト
　　ロータリー地域社会共同隊
　　ロータリー友情交換
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　　ロータリー親睦活動
　　ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）
　　青少年交換
委員のその他の資格

　特定のRI プログラムについてクラブレベルでの経験を有する個人を優先すべきである。
任務および責務
ａ） 地区内各クラブとの定期的な連絡および地区の諸会合や都市連合会等を通じて、プログ

ラムに対する理解の増進を図り、効果的な参加を推進する。
ｂ） 地区またはゾーンの会合で効果的に実施されたRI プロジェクトを展示し、手本となる

優れたプロジェクトの例を地区内クラブに知らせる。
ｃ） 地区内のクラブを訪問し、特定のプログラムの効果的な実例について話し、そしてクラ

ブがRI のすべての報告要件を承知していることを確認する。
ｄ） クラブのRI プログラム委員長が責務を遂行するのを奨励し、援助する。
ｅ） プログラムから恩恵を受けることのできる地元のニーズを特定するよう、地区内クラブ

を奨励する。
ｆ） 情報を分かち合い、クラブの目標設定を援助することによって、ロータリー以外の地元

の奉仕団体とクラブのプログラム活動との間で協同できる分野を特定する。
ｇ） プログラムに関連した地区規模の活動を実施する。
ｈ） 地区内のすべての適切な通信媒体（ロータリーとロータリー以外の両方を含む）におい

て、プログラムの目標と功績が紹介されるよう推進する。
 （ロータリー章典 17.030.2. の D）

●地区編成手続（Districting Procedures）
　地区編成にあたっては、次のような手続きを踏むものとする。
１． 提案は、追加地区の設置、地区内におけるクラブの再編成、あるいは既存地区の合併につ

いて検討が行われる。
２． 地区編成案は、地理的環境、地区発展の可能性、文化、経済、言語、その他関係する要素

を考慮に入れるものとする。
３．少なくとも 60以上のクラブ、および／あるいは所属ロータリアン 2,100名を擁し、今後

10年間に少なくとも 75以上のクラブおよび所属ロータリアン 2,700名に成長する可能
性を示している追加地区の創設案は地区編成委員会によって好ましいものとみなされる。

４．既存地区のガバナーが、事務総長に提案書を作成するものとする。提案は地区委員会によ
り検討が行わなければならない。また、既存の地区のガバナーから提供される情報は次の
事項を含めなければならない。

ａ） 現在の地区を管理するにあたって直面している文化的または人種的な要因、地理的距離
をはじめ、財政的かつ経済的な問題（ただし、これらに限定されない）といった提案理
由。

ｂ） 創立年月日、過去 3年間の 7月 1日の時点における会員数を記載した既存のクラブの
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リスト。各クラブが過去 3年間に継続して運営されており、RI に対して財政的な滞り
がないこと、および再編成後の地区における発展と拡大の可能性のある地域について付
記すること。そして新規編成後の各地区において会員数 20名以下のクラブが 10％を
超えないことを示した提案された地区。

ｃ） この再編成案の理由、ならびにクラブ会員の過半数の賛成投票を得るために、この案を
慎重に考慮する必要があることをガバナーが各クラブに的確に伝えたことを記し、ガバ
ナーが署名した声明書。また、クラブには、提案の受理後 30日間の異議申し立て期間
が与えられ、この期間後には異議申し立ての機会は与えられないことが記載される。

ｄ） ガバナーはこの案を承認したクラブのリストを提出するものとする。
５． 提案書を調査検討するにあたり、地区編成委員会は、RI 理事会が検討できるような推奨

案を理事会に報告しなければならない。
6． RI 細則 16.010.（創設）に従い、理事会は、クラブ数が 100を超える地区、またはロー

タリアン数が 1,100名未満の地区の境界を廃止あるいは変更することができる。その変
更に伴い、理事会はその地区のクラブを隣接地区に統廃合することができるし、あるいは
また、そのような地区を他の地区と合併するか、地区を分割することができる。地区が統
合されると、元の地区から将来のガバナーとして選出された者は、新しく合併された地区
においても就任の資格を与えられるものとする。

７． 地区の合併案が、対象の地区内のクラブの過半数が合併案提出後 30日以内に反対の意思
を表示したために却下された場合、理事会は対象のロータリークラブを地区ではないス
テータスとする、またはその地区におけるガバナーの割り当てを減らす、規定審議会に地
区代表を派遣するための予算を支給しないなどの措置を講じる可能性がある。（ただし必
ずしもこれらに限定されない。）

８． 事務総長は理事会を代表して、地区の境界線が同じである場合の地区境界線の説明を変更
する際の承認を行う権限を持つ。

9． 事務総長は理事会に代わって、10クラブ以内の編入である場合、またはロータリークラ
ブがない地域をある地区から近隣の地区へ移す程度の軽微なものであれば、地区の境界修
正を行う権限を有するものとする。協会の修正は、決定後の 7月 1日から発効するもの
とする。

10. 反対が、地区内のクラブ総数の過半数に達しない場合は地区の境界を変更することはでき
ない。 （ロータリー章典 17.010.5.）

●地区ポリオプラス小委員会（District Polio Plus Subcommittee）
　この委員会の責務は、ポリオ撲滅へのロータリーの取り組みを支援し、ポリオプラス活動に
参加するよう全ロータリアンに奨励することである。各地区のポリオプラス小委員会の焦点は、
地区内でポリオが発生しているか、（発生している場合には）地区や国がポリオ撲滅過程のどの
段階にあるかによって異なる。
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●地区リーダーシップ・プラン（District Leadership Plan）
　全ての地区は、ロータリー章典 17.030.1（ガバナー補佐）から 17.030.3（その他の委員会）
までの条項に準拠し、地区リーダーシップ・プラン（DLP）を開発し、採択するよう義務付け
られている。義務づけられている地区リーダーシップ・プランの構成要素は次のようなもので
ある。
1） 「ガバナー補佐」、「地区研修リーダー」、「地区委員会」、「クラブリーダーシップ・プラン」

といった共通の用語
2） ガバナー補佐、地区研修リーダー、地区委員会委員、クラブ指導者の明確な責務と任務
3） 地区内の指導の継続を確保する地区委員会
4） ガバナーが委任することのできない任務や責務の明確な記述
5） クラブが（地区リーダーシップ・プランに）対応するクラブリーダーシップ・プランを

クラブが施行するのを助ける明確な計画
　地区リーダーシップ・プランは、ガバナーがガバナー補佐を任命することを定め、ガバナー
補佐がクラブ運営に関連した管理業務を遂行することで、ガバナーが以下の責務に専念する時
間が持てるようにするものである。
ａ） 会員を惹き込み、積極的参加を促すことの重要性を強調する
ｂ） 個々の行事への参加を通じて、クラブと地区の活動やプロジェクトに参加するようロ－

タリアンの意欲を喚起する
ｃ） ロータリー財団セミナーや財団プログラムへの参加を奨励し、財団の表彰プログラムを

通じて財団への財政支援を奨励する
ｄ） 個々のロータリアンの功績を称える
ｅ） 地区の将来を計画する
ｆ） クラブリーダーシップ・プランを通じて、地区内のクラブの長期的な発展に取り組む。
ｇ） RI 細則 16.090（ガバナーの任務）に掲げられている任務を遂行する。

　細則により地区リーダーシップ・プランは次の問題を扱わなくてはならない。
ａ） 地理、言語、文化、各地域における充実したクラブと弱体クラブ数のバランス、および

ガバナー補佐が実際に適切に援助できると考えられるクラブ数といった要因を考慮した
上で、地区のニーズに基づいて任命されるガバナー補佐の数（４～８クラブを各ガバナー
補佐に割り当てるよう推奨されているが、いかなる場合にも、１人のガバナー補佐が１
クラブだけを担当することがあってはならない）。

ｂ） ガバナー補佐にどのように研修を行うか。
ｃ） 地区にはどのような委員会が必要か。
ｄ） ガバナー、ガバナー補佐、地区委員会の相互の連絡方法。
ｅ） ガバナー補佐を活用することにより、地区はどのように指導に継続性を持たせるか。
ｆ） 適宜、あるいは必要に応じて、地区はどのように委員会に継続性を持たせるか。
ｇ） ガバナー補佐の任命と解任に用いる方法。
ｈ） 地区内クラブのための（地区リーダーシップ・プランに）対応するクラブリーダーシッ

プ・プラン。
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　現職の地区ガバナー、ガバナーエレクト・ガバナーノミニーは、以下の項目について一致し
た見解に達するべきである。
ａ） 地区の戦略計画
ｂ） 任期が１年を超える地区役職の任命
ｃ） 期間が１年を超える地区奉仕プロジェクト。 （ロータリー章典 17.030.）

●地区レベルの選挙の指針
　ガバナーは、RI 理事会によって採択された「地区選挙の指針」、ならびに以下の選挙の指針を、
指名を正式に要請する際に全クラブに送付するものとする。
　ロータリアンおよび選挙候補者は、以下に従うものとする。
１． RI の選挙の指針の精神と字句の両方を理解し順守する。
２． 現在の、または新しい任務が選挙運動のように思える場合、知識豊かなロータリアンに

相談する。
３． 注目をひいたり、個人的に認められたり、優遇を受けるために、個人的な推進活動を行

わない。
４． 対抗候補者の不適切な行為に対して同じように反応しない。
５． 必要な義務を果たす場合を除き、該当する選挙に関わっているクラブと連絡を取ったり、

訪問したりしない。 （ロータリー章典 17.040.1.）

●地区ローターアクト委員会（District Rotaract Committee）
　地区ローターアクト委員会は、同人数のロータリアンとローターアクターによって構成され、
地区ローターアクト委員長（ロータリアン）と地区ローターアクト代表（ローターアクター）
が協同議長を務めるべきである。地区ローターアクト委員長および地区ローターアクト代表は、
ローターアクトクラブが提唱ロータリークラブと協力的な関係を築き、提唱ロータリークラブ
会員と個人的つながりを築けるよう援助すべきである。

●地区ローターアクト代表（District Rotaract Representative）
　地区ローターアクト代表の役職は、ローターアクターに、地区内のリーダーとして成長し、
地域のローターアクターを発展させる機会を提供するものである。2つ以上のローターアクト
クラブがあるすべてに地区は、地区ローターアクト代表を選挙しなければならず、選挙方法は、
地区ローターアクト委員会とガバナーが決める。
　地区ローターアクト代表は、就任まで、ローターアクトクラブ会長またはローターアクト委
員会委員として、1任期を満了していなければならない。選挙の争いがあった場合、ガバナー
と地区ローターアクト委員長と相談して解決すべきであり、国際ロータリーはこれに一切関与
しない。

●地区ロータリー財団委員会（District Rotary Foundation Committee）
　RI 理事会と管理委員会は、各ガバナーが、就任に大きく先立って、地区ロータリー財団委員
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会の全委員を任命しなければならないことに同意した。地区ロータリー財団委員会は、1名の
委員長と 4名の小委員会委員長によって構成される。地区は、追加の小委員会を任命できる（追
加の小委員会の中には、オンラインでロータリーに報告できるものもある）。地区は、その地区
のロータリアンの関心と興味に合わせて委員会を構成すべきである。地区ロータリー財団委員
会が効果的に機能するには、指導力に継続性を持たせる必要がある。従って、委員長は 3年任
期で任命され、理由があれば解任されるものとする。理由があって解任となる場合には、管理
委員会委員長の事前の承認を得なければならない。地区ロータリー財団委員長の任期 3年間の
各年度に就任する予定のガバナー（選出されている場合）が、地区ロータリー財団委員長の選
出に参加する。必須要件ではないが、地区ロータリー財団委員長はパストガバナーが務めるこ
とが推奨されている。当該年度に、ガバナーによって選出された小委員会委員長は、自動的に
地区ロータリー財団委員会のメンバーとなる。ガバナーは委員会の職権上の委員となる。ガバ
ナーの直接の指導の下、委員長は委員会と協力して、すべての地区財団活動を計画、調整、評
価する。
　小委員会の委員は、可能な限り、それぞれの小委員会の担当分野において経験を有する者が
務めるべきである。小委員会は、以下の項目の運営にあたるために任命されるものとする。
1）ポリオプラス
2）補助金
3）資金推進
4）財団資金管理 

　地区ロータリー財団委員会およびそれぞれの小委員会の任務は、「地区ロータリー財団委員会
要覧」（300）および「ロータリー財団章典」に記載されている。
 （ロータリー財団章典 17.020. の G.）

●地区ロータリー財団セミナー（District Rotary Foundation Seminar）
目的

　このセミナーの目的は、ロータリアンが財団プログラムについて学び、財団に積極的に参加し、
財団を支援する意欲を高めることである。このセミナーは、クラブレベルでのロータリー財団
に対する認識を深めるための、主な手段である。地区ロータリー財団委員会がセミナーを実施し、
ロータリー財団コーディネーター、ロータリー財団コーディネーター補佐、またはロータリー
財団学友コーディネーターが支援することができる。
　地区財団セミナーは、具体的に次の機会を提供する。
・財団プログラムを支援し、それに参加するようロータリアンの意欲を高める
・ロータリー財団を資金面で支援するようロータリアンの意欲を高める
・基本的な財団プログラムおよび方針を簡単に説明する
・ ロータリー財団プログラムや方針の改正事項をロータリアンに知らせ、来る年度の目標を
概説する

・財団へ多大な貢献をした地区内の個人やクラブを表彰する
・財団プログラムと活動に関する質問に答える。
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主題
・財団プログラム
・ポリオプラス
・財団目標の設定
・EREY（毎年あなたも 100ドルを）
・未来の夢計画
・地区とクラブの組織：ロータリー財団委員会
・シェアシステムを理解する
・財団資金の管理
・すべてのロータリアンに財団のメッセージを伝える
・財団目標の達成
・DDFの活用
・ロータリー財団月間の活動
・財団学友のロータリーとのかかわりを維持する。
参加者

　セミナーの主な対象は、クラブ会長、クラブ財団委員会、地区ガバナー、ガバナーエレクト、
ガバナーノミニー、ガバナー補佐である。ただし、地区内の全会員に出席が奨励されている。
　詳細は「地区ロータリー財団セミナーの手引き」を参照。

●地区ロータリー出版物に対する指針（Guidelines for Rotary District Publications）
　地区ロータリー出版物は、ロータリーのあらゆる面にわたってロータリーの目的を推進する
ためにある、地区ロータリー出版物は、下記の基準に合致するものとする。
１． その出版物は特定の 1地区を対象に発行されるものであること。
２． その出版物は、あらゆる面において、当該地区のガバナーの直接監督下になければなら

ない。
３． 当該ガバナーは、編集者に任命されたロータリアンとともに、地区出版物の編集内容に

対して共同責任を負うものとし、かつその内容はRI の方針に合致すべきこと。
４． 局地的あるいは当該地区全体に関するニュースに加えて、RI に関する情報および会長

から要請される情報および特別教示事項を掲載すること。

●地区ロータリー親睦活動委員会（District Rotary Fellowship Committee）
　ガバナーは地区ロータリー親睦活動委員会を任命するよう奨励されている。この委員会は、
委員長１名と少なくとも３名の委員からなり、地区内クラブのロータリー親睦活動への参加を
促す責務を負う。地区ガバナーは、ロータリー親睦活動のメンバーであるロータリアン１名を、
地区内の以下の活動の調整を図る地区ロータリー親睦活動委員長として任命すべきである。
１） ロータリー親睦活動に関する情報を提供するため、クラブを訪問する。
２） プレゼンテーション（説明発表）を行う際に、親睦活動の現メンバーを招き、出席して

もらう。



－ 251 －－ 251 －

カ

サ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

ワ

ア

タ

３） 「公式名簿」および「世界ネットワーク活動グループ名簿」に掲載されている各親睦活
動グループの役員と連絡を取り、今後の行事予定について情報を集め、この情報をガバ
ナー月信または地区のウェブサイトで紹介する。

４） 地区内のロータリー親睦活動に関するプレゼンテーション（説明発表）を地区大会で行
うよう手配し、地区大会で展示するブースを確保する。

５） ロータリー親睦活動の案内資料を地区内のロータリー、ロータリアンに電子媒体で配信
し、グループへの入会希望者がいれば該当するグループに連絡するよう奨励する。

６） ロータリー国際大会において、種々のロータリー親睦活動への参加を奨励する。
 （ロータリー章典 17.030.3. の E.）

●チャーターナイト（Charter Night）
　RI 理事会で新しくRI への加盟が承認されると、RI 会長、事務総長およびガバナーの署名の
ある加盟認証状がRI 世界本部からそのクラブへ発行される。この加盟を許可された日からその
クラブはRI における正式の構成単位クラブとなるが、実際にこの日よりは遅れて加盟認証状伝
達式が行われる。チャーターナイトはこの伝達式の後開かれる祝宴のことである。日本では加
盟認証状伝達式と祝賀会を含めてチャーターナイトと呼んでいる。

●チャーターメンバー（Charter Member）
　創立会員のこと。

●チャレンジ・ギフト（Challenge Gift）
　年次寄付、恒久基金寄付、使途指定寄付どれにも共通するのがチャレンジ・ギフトである。チャ
レンジ・ギフトをする人は次のように宣言する。「誰か 1,000ドル寄付すると言ったら、私も
1,000ドル寄付します。別の人が 2,000ドル寄付すると言ったら、また、私も 2,000ドル寄
付しましょう。」こう言って挑戦するのである。これには上限を設けることができる。
　例えば 2万ドル以内なら、「私はだれか寄付すれば、その同額を寄付します」と宣言するの
である。
　認証ポイントを使ったチャレンジ・ギフトもある。多額の寄付をして、たくさんの認証ポイ
ントを持っている人が、寄付をする人に同額相当のポイントを譲るというものである。これは
必ずしも１対１とは限らない。ロータリーのポリオプラス寄付に対してビル・ゲイツ財団は 2
対 1のチャレンジ・ギフトを 2018年度まで 5年間行うと発表している。ただし、上限 3,500
万ドルまでである。

●中核人物（Key-men）
　キーメンのこと。

●中核的価値観（Core Values）
　ロータリー資料 1・「中核的価値観」を参照。（P406-407）
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●仲裁および調停（Arbitration and Mediation）（RI）
意見の相反（Disputes）

理事会の決定に関すること以外で、ロータリークラブの現会員または元会員、ロータリー地区、
RI、またはRI 役員との間に意見の食い違いが起こり、友好的に解決できない場合、その問題は、
論争当事者のいずれかが事務総長に要請し、調停によって解決されるか、または調停が論争当
事者のいずれかによって拒否された場合は、仲裁によって解決されるものとする。調停や仲裁
の要請は、論争が起きてから 60日以内に行うものとする。 （RI 細則 25.010.）
調停または仲裁の期限（Date for Mediation or Arbitration）

　調停または仲裁の場合、理事会は論争当事者と協議して、調停または仲裁の要請を受理して
から 90日以内に、調停または仲裁の日取りを決定するものとする。 （RI 細則 25.020.）
調停（Mediation）

　調停の手続は、理事会により定められるものとする。論争当事者のいずれかが、事務総長ま
たは調停のために事務総長によって任命されたほかの者に、論争当事者が所属するクラブ以外
のロータリークラブ会員で、適切な調停技能と経験を有する者を調停人として指名するよう要
請できるものとする。 （RI 細則 25.030.）
調停の結果（Mediation Outcomes）

　調停によって当事者同士が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるものとし、各当事
者がその記録をそれぞれ保管するものとする。さらに、理事会にも記録を 1部提出し、事務総
長がそれを保管するものとする。両論争当事者への通知として、当事者が承諾できる結果に関
する要約文を作成するものとする。当事者の一方が調停内容を十分に履行しなかった場合、も
う一方は事務総長を通じて、さらに調停を要請することができる。 （RI 細則 25.030.1.）
調停の失敗（Unsuccessful Mediation）

　調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者はRI 細則 25.040．（仲裁）に定める
仲裁に訴えることができる。 （RI 細則 25.030.2.）
仲裁（Arbitration）

　仲裁が要求された場合、両当事者はそれぞれ 1名の仲裁人を指定し、両仲裁人は 1名の裁定
人を指定するものとする。裁定人または仲裁人には、論争当事者の所属するロータリークラブ
以外のロータリークラブ会員のみが指定されることができる。 （RI 細則 25.040.）
仲裁人または裁定人の決定（Decision of Arbitrators or Umpire）

　もし仲裁が要求され、仲裁人によって合意に達した決定もしくは、両仲裁人が意見の一致を
見なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてを拘束するものとなり、提
訴することはできない。 （RI 細則 25.050.）
調停または仲裁の費用

　論争解決にかかる費用は、調停または仲裁にかかわらず、調停人または仲裁人による別段の
決定がない限り、両論争当事者が等しく負担すべきである。 （RI 細則 25.060.）

●仲裁および調停（Arbitration and Mediation）（クラブ）
意見の相反
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　理事会の決定に関すること以外で、現会員または元会員と本クラブ、クラブ役員、または理
事会との間に意見の食い違いが起こり、この様な場合のために規定されている手続によっては
どうしても解決できない場合、その問題は、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、調停によっ
て裁定を行うか仲裁によって解決を図るものとする。
調停または仲裁の期限

　調停または仲裁の場合、理事会は論争当事者と協議して、調停または仲裁の要請を受理して
から 21日以内に行われるよう、調停または仲裁の日取りを決定しなければならない。
調停

　このような調停の手続きは、国もしくは州に対し管轄権を有する関係当局によって承認され
たものであるか、または代替の争議の解決方法を含む専門知識に定評のある優れた専門職団体
によって推薦されたものであるか、またはRI 理事会もしくはロータリー財団管理委員会が定め
る指針文書によって勧められるものとする。調停人にはロータリークラブの会員のみを指定す
ることができる。クラブは、適切な調停技能と経験を有するロータリークラブの会員を任命す
るよう地区ガバナーもしくはガバナーの代理人に要請することができる。
（ａ） 調停の結果。調停によって当事者同士が合意に達した結果もしくは決定は、記録される

ものとし、各当事者ならびに調停人がその記録をそれぞれ保管するものとする。さらに、
理事会にも記録を 1部提出し、幹事がそれを保管するものとする。クラブへの報告の
ために、当事者が承諾できる結果の要約文書を作成するものとする。当事者の一方が調
停内容を十分に履行しなかった場合、もう一方は会長または幹事を通じて、さらに調停
を要請することができる。

（b） 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者は本条の第 1節に
定める仲裁に訴えることができる。

仲裁
　仲裁が要求された場合、両当事者はそれぞれ 1名の仲裁人を指定し、両仲裁人は 1名の裁定
人を指定しなければならない。裁定人または仲裁人にはロータリークラブ会員のみを指定する
ことができる。
仲裁人または裁定人の決定

　もし仲裁が要求され、仲裁人によって下された決定もしくは両仲裁人が合意に達しえなかっ
た場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、提訴す
ることはできない。 （標準クラブ定款第 19条）

●超我の奉仕（Service Above Self））
　ポートランドで開催された第 2回大会で、ミネアポリスのB．フランク・コリンズは他人の
ために尽くす意義と重要性を説き、ロータリークラブは“Service Not Self”を根本精神とし
なければならないと強調した。その後この標語は“Service Above Self”と修正。1950年ロー
タリーのモットーとして公式に採用され、1989年規定審議会によりロータリーの第一標語に
指定された。
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●超我の奉仕賞（Service Above Self Award）
　この賞の目的は、奉仕活動が人類に影響を及ぼす 150人のロータリークラブ会員を最高
150名まで称えることである。特定の地区から毎年1名以上の受賞者を推薦することはできず、
受賞者は 1度しか受賞できない｡
適格指名者　現在の地区ガバナーおよびRI 理事のみ
が地区から 1名の候補者を提出できる。現在RI の
非特別地区ロータリークラブへの特別代表者は、非
地区クラブから 1年に 1名のロータリアンを推薦す
ることができる。
対象となる候補者　グッドスタンディングのロータ
リアンが指名されている場合は、次、直前、元、現
ガバナーあるいは次、元RI 理事、RI 会長および財団管理委員以外の指名されたロータリアン。
　賞に自己を指名することはできない。さらに、候補者は、配偶者、直系子孫（子供または孫）、
直系子孫の配偶者、または指名者の祖先（親または祖父母）であってはならない。
指名基準　候補者は、瑕疵なきロータリアンでなければならない。彼らはどんな形でも、どん
なレベルでも、人道的な実践例を実証した人。個人的なボランティア活動やロータリーを通じ
て他者を援助する積極的な関与が重視される。
　選出された、または任命されたロータリーの任命における功績を認めただけでは授与されな
い。ロータリー、財団、または個々のプロジェクトへの個人的な財政への貢献は、この賞には
関係しない。
受賞者の選択　会長は、受賞者を審査するために現役の理事会メンバーを 5名まで選出するも
のとする。選出された結果、RI は指名者あるいは被指名者に受賞ロータリアンを称えるために
「超我の奉仕賞」のピンと盾を授与するものとする。 （ロータリー章典 43.040.）

●直前（Immediate Past）
　クラブの会長または地区ガバナーが任期を終えて退任し、新任者が着任してから退任するま
での間、前者を直前会長、後者を直前ガバナーという。

●定款（Constitution）
　ロータリー組織の基礎となるRI 定款、およびその加盟クラブ組織の基礎となるクラブ定款。
　RI 定款は 16条から成り、定義、名称および性格、RI の目的、ロータリーの目的、会員、理
事会、役員、管理、国際大会、規定審議会、会費、財団、会員の称号と徽章、細則、解釈の仕方、
と改正の主条項を規定している。
　すべての加盟クラブは、この定款に抵触しないクラブ定款を採用しなければならないが、
1922年以後にRI に加盟したクラブは、標準クラブ定款を採用しなければならない。
　標準クラブ定款は 22条からなっており、定義、名称、クラブの目的、クラブの所在地、目的、
五大奉仕部門、会合、会員身分、職業分類、出席、理事および役員、入会金および会費、会員
身分の存続、地域社会、国家、および国際問題、ロータリーの雑誌、ロータリーの目的の受諾
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と定款・細則の順守、仲裁および調停、細則、解釈の仕方、と改正の諸条項を規定している。
　RI の定款もクラブの定款も、ともに規定審議会の議決によらなければ改正できない。
　ただし、標準クラブ定款第 2条（名称）および第４条（所在地）は、定足数を満たした数の
会員が出席した本クラブの例会においていつでも、すべての投票する出席会員の最低 3分の 2
の賛成投票によって、改正することができる。
　ただし当該改正案の通告が、これを議する例会の 10日前に、各会員に郵送されなければな
らない。
　そしてさらに、かかる改正は、RI 理事会に提出してその承認を求めなければならない。

●定款細則委員会（Constitution and Bylaws Committee）
　RI 定款細則委員会の委員は、審議会の投票権を有しない議員で、審議会運営委員を務める。
同委員会は、立法案の公表前にすべての立法案の趣旨と効果を検討し、これを承認するものと
する。立法案の公表直後に、審議会議長は、立法案件を定款細則委員会の各委員に割り振るも
のとする。各定款細則委員は、自分に割り振られた立法案をすべて研究し、立法案の各案件の
趣旨、背景、効果について、また、案件の欠陥に付いて審議会に報告する準備をしなければな
らない。

●定款細則委員会委員の他の任務
　　（Further Duties of the Members of the Constitution and Bylaws Committee）
　定款細則委員会は、立法案の公表前にすべての立法案の趣旨と効果を検討し、これを承認す
るものとする。立法案の公表直後に、審議会議長は、立法案件を定款細則委員会の各委員に割
り振るものとする。各定款細則委員は、自分に割り振られた立法案をすべて研究し、立法案の
各案件の趣旨、背景、効果について、また、案件の欠陥について審議会に報告する準備をしな
ければならない。 （RI 細則 9.140.2.）

●提携クレジットカード（Affi  nity Credit Cards）
　国際ロータリーは、提携クレジットカードにロータリー標章を使用することを許可しない。
事務総長の事前の承認なしに、RI による提携クレジットカード・プログラムにロータリー標章
を使用することは禁止されている。事務総長だけが、理事会に代わって提案書を要請する権限
を有する。
　事務総長の承認を受ける前に、すべてのRI 提携クレジットカードの提案書は、以下の指針に
一致していなければならない。
ａ） 提携クレジットカードの勧誘を受けないことを要望する機会を与えることを含め、すべ

ての勧誘方法についてRI の承認を受けている。
ｂ） 提携クレジットカードの利率は適正でなければならない。
ｃ） 提携クレジットカードプログラムに関連してRI によりかかったすべての経費を差し引

いた後で、次のd.項にある収益を除き、プログラムからRIが受領した一切の収益は、ロー
タリー財団へ配当されるものとする。
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ｄ） マスターカードとのスポンサー契約を通じて発行されるカード 20,000枚ごとに受領
する米貨 75,000ドルは、RI 国際大会の予算に配分されるものとする。

ｅ） カードのデザインおよびプログラムに関連するすべての推進資料を含め、ロータリーの
名称および徽章の仕様について、RI による出版前の審査と承認を受ける。

ｆ） RI の許可なしにRI の郵送用リストを売却したり、賃貸したり、他の組織によって使用
されてはならないことを含め、かかる郵送リストについて制限が定められている。

 （ロータリー章典 34.070.2.）

●提唱クラブ（Sponsor Club）
　IAC,RAC, ロータリー地域共同隊を結成し、指導、助言の責任を持つロータリークラブのこと。
新ロータリークラブの結成の時は、スポンサークラブといわれる。

●適切な主題（Proper Subjects）
　地域社会、国家および世界の一般福祉にかかわる公共問題の功罪は、本クラブの会員にとっ
て関心事であり、会員の啓蒙となり各自が自己の意見を形成する上で、クラブ会合における公
正かつ理解を深める研究および討議の対象として適切な主題というべきである。しかしながら、
クラブは、いかなる係争中の公共問題についても意見を表明してはならない。
 （標準クラブ定款第 16条第 1節）

●手続要覧（Manual of Procedure）
　クラブと地区の指導者が、ロータリーおよび奉仕に最も関連深い方針と手続を理解するのを
助けるために作成された出版物。3年毎に開かれる規定審議会の終了後に発行される。RI 組織
規定文書も収められている。

●同一職業分類の会員数の制限
　　（Limitation of Membership having the Same Classifi cation）
　一つのロータリークラブで各職業分類を代表する正会員は、正会員数 50名以下のクラブで
は同一職業分類に 5名まで、正会員数 51名以上のクラブでは、同一職業分類に属する正会員
数は、クラブ正会員数の 10％まで認められる。

●同一のクラブで同時に正会員および名誉会員になること
　　（Active and Honorary Membership in Same Club）
　同一のクラブで同時に正会員と名誉会員を兼ねることは、認められない。
　ただし、一つのクラブで正会員であり、他のクラブで名誉会員であることはできる。

●投資方針（Investment Policy）
　RI 理事会は随時、さしあたって使用目的のない金について一般資金投資勘定に積み立ててお
くようにすることを支持するものとする。一般資金の目標は、実質的価値の観点から元金の安
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全と市場性を考えて、その上で、最高の収益率を目指して行うものとする。この方針は、RI 理
事会が定める「投資実施手続き」に従って実施されるものとする。

●道徳律（Code of Ethics）
　ロータリー資料 1・歴史的文書・「全分野の職業人のための倫理訓（道徳律）」を参照。（P469）

●投票委員会（Balloting Committee）（国際大会）
任命と任務（Appointment and Duties）

　会長は、国際大会において選挙人の中から投票委員会を任命しなければならない。この委員
会は、投票用紙の配布、集計を含め、その国際大会におけるすべての投票を司るものとする。
　この委員会は、会長の定める少なくとも 5名の選挙人から成るものとする。事務総長は、す
べての投票用紙印刷の責任を負うものとする。 （RI 細則 10.110.1.）
役員の選挙の通知（Notice of Election of Offi  cers）

　会長は役員の指名および選挙を行う場所および時間について選挙人に通知しなければならな
い。このような通知は、国際大会の第 1回本会議で行うものとする。 （RI 細則 10.110.2.）
委員会の報告（Report of Committee）

　投票委員会は、投票の結果を速やかに大会に報告しなければならない。その報告は、委員会
の過半数によって署名されなければならない。委員会委員長は全投票用紙を保管しなければな
らない。委員会の報告が採用された後、大会が別段指示した場合を除き、委員会委員長は全投
票用紙を破棄しなければならない。 （RI 細則 10.110.3.）

●投票が同数になった場合（in the Event of a Tie）
　何回目の計算にせよ、得票が同数になった場合には、選択票の数とその相対的価値によって
結果を定めることになる。すなわち、2回目の計算においては第1選択の数の最も少ない候補者、
3回目の計算においては第１および第 2選択の数の最も少ない候補者を除外していけばよい。

●投票権を有しない議員（Nonvoting Members）
　審議会には、以下のように投票権を有しない議員もいる。
・ 議長、副議長、および議長運営手続きの専門家（審議会開催年度に任期に就いている会長
より任命される）

・RI 定款細則委員会
・特別議員（会長より 3名まで任命される）
・  RI 会長、会長エレクト、ほかのRI 理事会メンバー、および管理委員会の選んだロータリー
財団管理委員

・幹事（ほかに任命されない限り、RI 事務総長が務める）

●登録料（Registration Fee）
　国際大会に出席する 16歳以上の者は、すべて登録して登録料を支払わなければならない。
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登録料は理事会が定めるものとする。代議員または委任状による代理者は、その登録料を支払
うまでは、国際大会において投票する権利を有しないものとする。 （RI 細則 10.070.）

●特定行事のためのRI 免許要件への例外
　　（Event-Specifi c Exception to RI’s Licensing Requirements）
 クラブ、地区、その他のロータリー組織は、期間限定のプロジェクトを推進する場合、特定行
事の募金用としてRI の免許なしにロータリーの標章入り商品を販売できる。この例外の適用を
受けるには、そのような特別プロジェクトの一環として販売される商品に、ロータリーの標章
に加えて、以下のすべてを含めなければならない、
1） ロータリークラブ、ロータリー地区、またはそのほかのロータリー組織の名称（ロータ

リー標章に近接した位置に同等に目立つような方法で表示すること）
2） 募金行事またはプロジェクトの名称
3） 行事またはプロジェクトの開催日または期間 （ロータリー章典 34.040.2.）

　クラブ、地区、その他のロータリー組織は、RI から免許を取得することによって、この基準
を満たさない商品を販売できる（商品の販売それ自体は、このRI 免許方針の例外の目的である
［行事］とはみなされない）。
　詳細は、RI 免許業務課（RILicensingServices@rotay.org）に連絡のこと。

●特定のプロジェクトおよび活動に関する他団体との協力のための指針
　　（Guidelines for Cooperation with Other Organizations Regarding Specifi c Projects and Activities）
　クラブと地区は、以下の条件の下、プロジェクトと活動に於いて、他団体を支援し、他団体
と協力することができる。
ａ） このような活動がロータリーの理想と目的に沿っていること
ｂ） 関係クラブまたは地区内の会員がこの協力活動を承認していること
ｃ） 活動の継続期間中、クラブ会長またはガバナーの任命したロータリー委員会が直接に協

力し、責任を負うこと。また、毎年活動の見直しがおこなわれること
ｄ） 独立した組織体としてのクラブまたは地区の自主性を保持すること
ｅ） ロータリーとその奉仕活動を一般の人々に知らせるために、協力という本来的な性質の

範囲において、クラブまたは地区が適切な形で認められること
ｆ） クラブまたは地区と協力団体とが合同プロジェクトの性質を一般の人々に伝達するとい

う共同責任を負うこと
ｇ） クラブまたは地区は、合同プロジェクト参加に当たって継続的義務を引き受けないこと
ｈ） クラブまたは地区は、他団体への継続的財政義務を引き受けないで、地区内のロータリー

クラブに対し、地区大会その他の適切な手段により、このようなプロジェクトまたは活
動への継続的支援を検討し、決定を下せるような機会を提供すること

ｉ） クラブまたは地区は、協力団体のメンバーとならないこと
ｊ） クラブまたは地区がそのような活動を始めたり、あるいは協力活動の契約を結んだりす

ることにより、RI がその活動あるいは契約に拘束されたり、責任を負うようなことが
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一切ないこと。 （ロータリー章典 11.020.3.）

●特別委員会（Special Committee）
　RI 細則 17.010.（定数と任期）から 17.030.（会合）までの規定は、指名委員会またはRI
細則 17.100.（会員増強委員会）から 17.130.（運営審査委員会）の下に結成された委員会に
は適用されない。 （RI 細則 17.040.）

●特別議員（Members-at-Large）
　立法案の公表直後に、規定審議会議長は、直ちに、一定の立法案件を指定して、これを各特
別議員に付託するものとする。各特別義員は、割り当てられた立法案件すべてを検討し、各案
件について、審議を容易にし、十分討議されなかった立法案件の採択に対する賛否の意見につ
いて規定審議会に情報を提供する用意をしておかなければならない。 （RI 細則 9.110.）

●特別協議会（Special Assemblies）
　国際大会においては、その都度、クラブの結成されている国または複数の国のグループのロー
タリアンが集まって、特別協議会を開催することができる。理事会または国際大会は、どの国
または国々のためにこのような特別協議会が開催されるかを随時決定し、大会委員会にそのた
めに必要な指示をしなければならない。この協議会においては、特に関係国に属する問題を協
議することができる。会長は協議会の招集者を指名し、その協議会運営のためにできるだけ国
際大会に準じる手続規則を定めてこれを公表しなければならない。協議会を開いたときは、そ
の議長および幹事を選出しなければならない。 （RI 細則 10.150.）

●特別行事（Special Observances）
　RI 理事会は奉仕の重点分野を認識し強調するために、いくつかの特別行事（月間、週間、日）
を設けている。 （ロータリー章典 8.020.）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P731-736）

●特別選挙（Special Elections）
　地区がガバナーノミニーを選出できなかった場合、もしくはガバナーノミニーが選挙される
資格を喪失した場合、もしくは任務を引き受けることができなくなった、あるいは引き受ける
意思がなくなった場合、そして国際大会における役員の年次選挙に先立って、その地区が別の
ノミニーを選出しなかった場合、ガバナーが、RI 細則 14.020.（ガバナーの指名手続）に従っ
て指名手続を再度踏むものとする。同様に、国際大会において地区がガバナーノミニーを選出
したが、ノミニーが国際協議会の少なくとも３カ月前までに資格を喪失した場合、もしくは任
務を引き受けることができなくなった、あるいは引き受ける意思がなくなった場合、ガバナーは、
RI 細則 14.020.（ガバナーの指名手続）から始まる指名手続きを再度踏むものとする。いずれ
の場合も、理事会が、指名されたロータリアンをガバナーエレクトとして選挙するものとする。
その後、ガバナーエレクトが資格を喪失した場合、もしくは任務を引き受けることができなく
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なった、あるいは引き受ける意思がなくなった場合、理事会が、RI 細則 16.070.（ガバナーノ
ミニーの資格条件）の資格条件を備えたロータリアンを空席の役職に選挙するものとする。た
だし、ガバナーエレクトもしくはガバナーノミニーが任務を引き受けることができなくなった、
あるいは引き受ける意思がなくなった場合に、その後継者の選挙手続きが地区により正式に完
了している場合には、定められた通り国際大会または理事会によって選出されることを条件と
して、この後継者に引き受ける意思があれば、この者が自動的に空席の役職に就くものとする。
 （RI 細則 14.070.）
特別選挙の特例（Special Provision to Special Election）

　ガバナーがRI 細則 14.070.（特別選挙）に従って指名手続を再び踏む際に、当初の指名手
続において指名委員会に対して正式に推薦された者がいずれのクラブからもなかった場合、ガ
バナーは、RI 細則 14.020.4.（クラブからガバナーノミニーを推薦）により義務付けられた手
続を再び踏む必要はないものとする。 （RI 細則 14.070.1.）

●特別代議員（Delegate-at-Large）
　RIの各役員および現在もクラブで会員身分を有するRIの各元会長は、これを特別代議員とし、
国際大会の投票に付された各案件に対して１票を投じる権利を有する。 （RI 細則 10.060.）

●特別代表（special representative）
　ガバナーの指名により、ガバナーに代わってクラブ結成の手続一切を行う通常 1名のロータ
リアン。通常、スポンサークラブの会員の中から指名される。

●都市連合一般討論会（Intercity General Forum）（IGF）
　近隣都市の数クラブが集まって、ロータリー情報および教育の手段として研究・討議する会合。
ガバナーから任命されたリーダーが司会をし、参加クラブより提出された事項について意見を
出し合い、討論をし、経験豊かなロータリアンのカウンセラーが助言をし、最後の全体討論では、
ガバナーから選ばれた元RI の役員のゼネラルリーダーが概評する。
　IGFも厳密には IMの一会合である。

●都市連合会（Intercity Meeting）（IM）
　以前は IGF（Intercity General Forum）や ICGF（Intercity and Club General Form）
と呼ばれていた地区行事であったが、1969年のRI 理事会決議でRI の正式行事から除外され、
それ以後、実施するか否かはガバナーの裁量に委ねられることになった。その後 IM（Intercity 
Meeting ）と呼称変更され現在に至っている。
　近隣クラブが共通のテーマで語り合い、知己の輪を拡げる意義は大きく、ほとんどの IMは
フォーラムと懇親会がセットとなっている形式がとられている。
　1988年手続き要覧では、標準クラブ定款の出席規定を除き、IMに関する記載が抹消されて
しまったが、IMを開催するか否か、だれが主催するかについては、従来通り、すべてガバナー
の自由裁量権の下にあると解釈すべきである。
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●「友」インターネット速報（The Internet News Flash of TOMO）
　RI のウェブサイト並びにロータリーの友ウェブサイトからのニュースを転載。
　DICO（地区のインターネット担当委員）とガバナー事務所に送っている。各クラブへは地
区の担当者から配信。

●トラスティ（Trustee）
　ロータリー財団管理委員会の委員こと。

●内部拡大（extension, internal）
　クラブの所在地域内で得られる適格な職業分類代表者を漏れなく入会させてクラブ会員数を
増加させること。

●ニコニコ箱（Smile Box）
　例会場で会員が自由意志で善意の寄付金を入れる箱。起源は、東京説・大阪説と定かではな
いがロータリー特有のもので、会員、家族、事業などの慶び事、お祝い事をニコニコしながら
披露し、慶びを分かち合い、また失敗したり、迷惑をかけた時もユーモアたっぷりに苦笑し、
例会を賑わせて親睦を増進し、集まったお金は奉仕活動資金に使用される。スマイルボックス
とも呼ばれている。

●日本のロータリーの誕生（Birth of Rotary in Japan）
　ロータリー資料２・「日本のロータリー史」を参照。（P635-637）

●入会・参加促進委員会（Membership Attraction sand Engagement Committee）
目的

　本委員会は、地区内で会員を増加するための地区にふさわしい会員増強戦略を確認、促進、
実施する。
　委員長は新会員の勧誘や会員を惹き込む活動に関する卓越した知識をもち、それに責任を持っ
て取り組み、そしてその経験がある者でなければならない。さらに、委員長は、ロータリーコー
ディネーターによって適宜開催される研修会に出席しなければならない。
委員のその他の資格
ａ） 新会員の加入および会員増強プログラムの実施で成果を上げているロータリアンや、多

様な会員を有するクラブのメンバーであるロータリアンが優先されるべきである。
ｂ） 会員を惹きつけ、積極的参加させることに関連する委員会の委員長を務めた経験を有す

る者を考慮すべきである。
任務および責務
ａ） ガバナーおよび地区研修リーダーと相談の上、地区会員増強セミナーを立案、推進実施

する。
ｂ） 各クラブが会員増強目標を達成できるよう、ガバナーとクラブ指導者と協力する。
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ｃ） ロータリークラブ・セントラルやその他の会員増強に関するリソースに精通しておく必
要がある。

ｄ） ロータリーコーディネーターをリソースとして活用する。
ｅ） 地区規模の会員増強活動を調整する。
ｆ） RI または会長による会員表彰プログラムに参加するようクラブを奨励する。
ｇ） 会員を惹きつけ、積極的参加させることの努力を支援する活動を調整するために、他の

地区委員会とも常に連絡を取り合う。
ｈ） 委員会委員の名前をすべてのクラブに知らせ、これらの委員から援助が受けられること

を伝える。
ｉ） 効果的な会員の勧誘計画を立て、これを実施するようクラブを奨励する。
ｊ） クラブ会員増強委員長が責務を遂行するのを支援する。
ｋ） クラブを訪問し、成果のあったあらゆる会員勧誘や積極的参加推進の活動について話し、

それらの活動に関する情報を与える。
ｌ） 現在ロータリークラブがなく、新クラブを設立するための要件を満たすだけの人口を持

つ地域社会があるかどうかを調べる。
ｍ） 既存のクラブが提供している奉仕活動が毀損されることなく新たなクラブを設立するこ

とができる地域社会があるかどうか、調査検討する。
ｎ） 新クラブを組織し、設立することを支援する。
その他の研修要件

　委員長だけでなく、できるだけ多くの委員がロータリーコーディネーターの実施する適切な
研修に出席すべきである。
委員長の任命

　地区入会・参加促進委員長はリーダーシップ継続性がなければならない。；
　つまり、委員会委員長は 3年任期で任命され、任期を務めることになるガバナー、ガバナー
エレクト、ガバナーノミニーの書類による承認によって確認することが条件となっている。3
年任期のそれぞれの年度の地区ガバナーは（選ばれている場合）、委員長の選考に参加するもの
とする。かかる選考は 7月 1日に就任する前年の 12月 31日までに実施され、RI に報告しな
ければならない。正当な理由の解任は、3年任期の残存年度に関係するすべてのガバナー（選
ばれている場合）の事前承認を得なければならない。 （ロータリー章典 17.030.2. の A.）

●入会式（Induction Ceremonies）
　ロータリアンとなる日は、今後長年にわたるロータリーとの関係と輝かしい未来が始まる 1
日目となる。入会式は、新会員をクラブに迎え入れるための記念すべき意義ある行事である。
新会員と配偶者を歓迎するために、クラブ会員の家族を招待し、クラブの全会員に入会式に出
席するよう奨励すべきで、正式な入会式の後に、新会員が、クラブ会員の一人一人に自己紹介
できるよう十分な時間をとること。
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●入会の意義（Signifi cance of Membership）
　ロータリークラブには、入会したいと思ってもすぐに入会できるものではない。会員の誰か
が推薦し、会員選挙の手続きを経て、さらにクラブ細則に従い会員の同意が必要である。この
ようにして入会が認められたということは、クラブが真にあなたを必要とし、あなたもそれを
受諾したからである。
その理由は、
・ ロータリーが理想とする奉仕の精神をあなたの業界に広め
て頂くのに、クラブはあなたを最適任者と認めたのである。

・ クラブの全会員は、あなたの職業的、社会的品行を高く評
価し、あなたとの親交を深めることを希望し、それによっ
て自分の知らない知識を得ることもでき、ひいては社会奉
仕をさらに広め、お互いの人間性も向上していきたいと
願っているということである。

●任意の回り持ちのシステム（Voluntary System of Rotation）
　地区内の地域の間で役職を回り持ちとする任意のシステムを採用してもよいが、この任意の
回り持ちシステムに関わらず立候補することを希望する候補者がいる場合、この候補者を候補
者リストから除外することはできない。 （ロータリー章典 17.040.2.）

●認証（Recognition）
　寄付者に、感謝のしるしとしてポール・ハリス・フェローやベネファクターのピン、認証状
を贈ること。認証と寄付実績は同じではない。

●年会費（Dues）
　正会員はそのクラブの細則に定める年会費をクラブに納入する。金額は各クラブ間において
一定してはいない。

●年次基金（Annual Fund）
　「ロータリー財団」を参照。（P368）

●年次セミナー（Annual Seminar）
　各ロータリーセンターは、国際問題や紛争解決に関するセミナーを年 1回催さなければなら
ない。これは平和フェローが研究発表をする機会でもある。オーストラリアとイングランドで
はポール・ハリス・セミナーと呼ばれている。

●年次総会（Annual Meeting）
（ａ） 役員を選挙するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年 12月 31日まで

に開催されなければならない。
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（ｂ） 衛星クラブ（該当する場合）は、衛星クラブの管理全般を担う役員を選挙するため、
12月 31日までに年次総会を開催するものとする。 （標準クラブ定款第 8条第 2節）

●年次テーマ（Annual Theme）
　地区大会やロータリー研究会を促進するために使用されたテーマを除き、ロータリアンは、
地区会合や印刷物や電子コミュニケーション、更には、RI 役員の公式訪問において、年次テー
マのみを提示し強調すべきである。 （ロータリー章典 27.060.1.）

●年次プログラム基金（Annual Programs Fund）
　ロータリー財団のプログラムに使途を指定せずに、財政支援を行うための主な資金源。その
使命は、地域レベル、全国レベル、国際レベルの人道的、教育的、文化交流プログラムを通じて、
世界理解と平和を達成しようとするRI の努力を支援することである。

●年次報告（Annual Report）
　ロータリーの会計報告。寄付金がどのように使われたかを知るのによい資料である。毎年 1
月に直前年度の年次報告が出版され、各クラブに送付される。また、日本事務局に注文するこ
ともできる。2012－ 13年度よりRI とロータリー財団は連結決算となった。

●年次目標（Annual Goals）
　次年度の年次目標を発表することは、会長エレクトの権限である。継続性が奨励されている。
各ロータリー年度のRI およびロータリー財団（TRF）の目標は、財団管理委員会委員長と共同
で会長エレクトによって発表される。前年度目標との継続性が望ましい。会長エレクトは、次
年度のRI/TRF の年次目標を発表し、会長年度の前年度の第１回理事会で審議され承認される。
 （ロータリー章典 27.060.2.）

●納入義務金の未払いにより加盟が終結されたクラブの加盟復帰
　　（Reinstatement of Club Terminated Due to Nonpayment of Financial Obligations）
　加盟が終結されたクラブは、終結後に加盟復帰を試みることができる。クラブが加盟復帰し
ようとする場合、クラブは未納金全額および加盟復帰料を支払わなければならない。
 （ロータリー章典 9.020.7.）
　加盟復帰に関する詳細は、ロータリー章典を参照。
 
●バズセッション（Buzz Session）
　討論の一形式で、多人数が参加する会合において、参加者を少人数グループに分け、グルー
プごとになるべく個人の意見を多く出し合う方法。あとでグループリーダーがそのグループの
討論内容を要約発表し、最後に全体討論、または講評が行われるのが普通である。
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●パストガバナー（Past Governors）
　地区は、地区内のロータリークラブの会員であるパストガバナー全員によって構成される諮
問委員会を設置する。ガバナーは、ガバナーエレクトが、国際協議会で討議され、発表された
事項を、協議会後 1か月以内にガバナーとパストガバナーに報告する上で助力する。
　パストガバナーの助言または行動により、ガバナーの権限や責務が少しでも損なわれたり、
妨げられたりするようなことがあってはならない。 （ロータリー章典 19.090.2.）
　ガバナーは、拡大活動、次期ガバナーの指導、国際大会の推進、ロータリー情報の提供、援
助を必要とするクラブへの直接的な支援（クラブ会長とガバナーの招請によりクラブ理事会の
特別メンバーとして）において、諮問委員会の援助を仰ぐよう強く奨励されている。
 （ロータリー章典 19.090.1.）

●罰金（Fine）
　ロータリーの例会で、会員が何か失敗した時に、罰金としてニコニコ箱に小銭を入れてもら
うことがあるが、この罰金をファインという。

●バッジ（Badge）
　例会や大会で用いられる名札のこと。然し、日本では、襟に着用する小型の徽章（Emblem）
もバッジと呼ぶ人もいる。

●バナー（Club Banners）
　各ロータリークラブ間のバナー、旗、ペナントなどの交換が適切で、有益な目的を果たして
いる。バナーに、クラブの所在地、国、地域を明瞭かつ適切に強く表現することを心掛けつつ、
デザインを入念に研究すれば、プログラムの効果を高める機会に恵まれるであろう。

●バランスのとれた奉仕プログラム（A Balanced Service Program）
　クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の全奉仕部門にわたり、バランス
の取れた奉仕プログラムを行う重要性を認識して、RI 理事会は、全クラブに対して、五大奉仕
部門のバランスを図るため、プログラムの範囲や規模を入念に考慮するよう奨励している。

●ハロルド T. トーマス（Harold T. Thomas 1891～ 1992）
　1923年、ロータリアンとなる。ニュージーランド・オークランドロータリークラブ会員。
1959－ 60年RI 会長で、その時のテーマは「VITALIZE PERSONALIZE BUILD BRIDGES 
OF FRIENDSHIP」（生気を与えよ　身につけよ　友愛の橋をかけよ）。著書「ロータリー・モ
ザイク」は、ロータリーにおける奉仕を語るものとして親しまれている。

●半期報告（Semiannual Reports）
　7月と 1月の初めに、クラブ会長、幹事、会計、クラブのＥメールアドレスに、半期報告（SAR）
書類の電子ファイルが送られる（ＥメールアドレスがRI に報告されている場合）。また、各ク
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ラブ幹事には、印刷した半期報告書も送られる（ただし、クラブが半期報告書類を用紙で受け
取らない設定を行った場合を除く）。クラブは、人頭分担金請求書が正確なものとなるよう、毎
年 6月 1日と 12月 1日までに、更新した会員リストをRI に提出しなければならない。7月
または 1月の第 3週までに半期報告書類をRI から受け取っていないクラブは、www.rotary.
org から書類をダウンロードするか、Ｅメール（data@rotary.org）で要請すべきである。半
期報告書類を受け取らなかった場合も、人頭分担金を支払わなければならない。詳しくは、
www.rotary.org の「会費（人頭分担金）」のページを参照。
　半期報告の請求書には次の項目が記載されている場合がある。
・「ザ・ロータリアン」誌の定期購読料（ロータリー地域雑誌の定期購読料は別に請求される）
・保険料（不定額、米国のクラブのみ）

　クラブ会長と幹事は、以下の方法で半期人頭分担金を支払うことができる。
・ウェブサイト（www.rotary.org）からクレジットカード払い
・半期報告書類を添えて小切手または為替払い
・電信送金

● B. フランク・コリンズ（B. Frank Collins）
　ロータリー資料２・「ロータリーの先駆者」を参照。（P662）

●ビジター（Visitor）
　他クラブからメークアップに来たロータリアンのことをビジターという。クラブまたはロー
タリアンに招待された場合を除き、来訪ロータリアンは、クラブで行われている慣行に従い食
事券を自分で買うものとする。

●非常事態における立法案の審議（Consideration of Emergency Legislation）
　理事会は、理事の 3分の 2の多数によって、非常事態の存在することを宣言し、次のように
立法案を審議する権限を有する。 （RI 細則 7.060.）
審議会で審議される非常時立法案（Emergency Legislation Considered by the Council）

　臨時審議会に提出された立法案は、各組織規定に定められている提出締切日を過ぎてもその
ような審議会で審議できる。ただし、時間的に可能な限り、これらの規定に定められている手
続に従うものとする。 （RI 細則 7.060.1.）
立法案の採択（Adoption of Legislation）

　非常事態下にこれらの規定に基づいて規定審議会で立法案を採択するには、出席者の投票の
3分の 2の賛成投票を要するものとする。 （RI 細則 7.060.2.）

●被選役員候補者に関する規定（Rules for Candidates for Elective Offi  ces）
　ロータリーの被選役職における職務に最適任の候補者が選ばれるべきであるということが、
ロータリーにおける基本原則である。このため、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動
あるいは別段の活動により、肯定的、否定的を問わず、選挙手続きに影響を及ぼすいかなる行
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動も、RI 細則により禁止されている。 （ロータリー章典 26.090.5.）

　下記の規定は、会長、理事、ガバナー、規定審議会代表議員、あるいはそれらの役職の指名
委員会委員に立候補することを考えているロータリアンによる選挙運動、投票依頼、当選を図
るための活動に関して、RI 理事会により採択されたものである。これらの規定は、最も優れた
資格を持つ候補者が選ばれるようにすることを目的としている。
1） ロータリアンは、常時、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動に関するRI 細則

の禁止規定に従うべきである。すべてのロータリアンは、細則の字句および精神の両方
を守り、さらに、立候補した特定のロータリアンの支援を宣伝、懇請することによって
ほかの人に影響を及ぼすような目的や効果を持つ活動を控えるべきである。このような
活動は、細則の精神およびロータリーの原則に反するものであり、失格の理由となる。

2） 選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動とは、来る選挙で特定の候補者への投票と
支持を求める行動、または文献・宣伝資料の配布、あるいはロータリーの被選役職への
立候補を宣伝することを目的としたあからさまな行動など（ただし、これに限らない）、
直接、間接を問わず、立候補者を推進、非難、支援、または反対しようとする行動を指
す。

3） 被選役職への立候補の期間は、指名と選挙に関するRI 規則に従い実施される役職に対
し、ロータリアン個人が自分の氏名を提出することを真剣に考慮した時点から始まる。
その時点から、候補者は、自分の名前や業績を宣伝したり、該当する指名や選挙に対し
て注意を喚起したり、役職に対して不当に有利となるような行動を取ったりすることを
避けるべく、特に気をつけるべきである。

4） 正式な任命による通常のロータリー活動は、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活
動に関する指針に違反するとはみなされない。

5） 候補者が自分に代わって、選挙運動や当選を図るための活動が実施されているのに気付
いた場合には、直ちに、書面でその関係者に不承認の意を表明し、このような活動を中
止するよう指示しなければならない。

6） 連絡が事実に基づく情報の交換である限りは、対抗候補者や選挙の不服申し立てへの指
示を要請するためにクラブに連絡を取ることは禁止されていない。

 （ロータリー章典 26.070.4.）

●一人当たりの寄付（Per Capita Giving）
　1997年 10月の管理委員会決定で、一人当たりの寄付の算出方法を寄付総額を会員数で割
る方式から年次基金を会員数で割る方式に変更した。一人当たり100ドルが目標とされている。

●100％財団の友クラブ（100% RFSM Club）
　クラブ会員全員が年次寄付を 100ドル以上寄付したクラブ。年度終了後（8月）にバナーが
贈られる。100％ポール・ハリス・フェロークラブは、認証ポイントと現金寄付の両方の合計
で全会員がポール・ハリス・フェローである、というのに対し、100％財団の友クラブは、全
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会員が現金で 100ドル以上寄付していなければならない。100％ポール・ハリス・フェロー
クラブは 1回限りのものであるが、100％財団の友クラブは何回でも受賞できる。

●100％ポール・ハリス・フェロークラブ（100% Paul Harris Fellow Club）
　クラブ会員全員がポール・ハリス・フェローになっているクラブ。既に会員が 100％ポール・
ハリス・フェローであれば、日本事務局財団室に申請することとする。100％財団の友クラブ
は 6月末の時点で、達成したかどうかを判断するが、100％ポール・ハリス・フェロークラブ
は年度途中でも 100％に達すれば、いつでも申請できる。

●標語（Mottos）
　「超我の奉仕」（Service Above Self）および「最も能く奉仕する者、最も多く報いられる」
（One Profi ts Most Who Serves Best）が、ロータリーの公式標語である。前者がロータリー
の第 1標語である。 （ロータリー章典 33.080.）
　後者は、2010年規定審議会で修正が加えられ、“they”が “one”に置き換えられた。
　「世界で良いことしよう」（Doing Good in the World）は、ロータリー財団の標語である。
 （ロータリー財団章典 7.090.1.）

●標準クラブ定款（Constitution, Standard Rotary Club）
　各クラブによる採用が義務付けられている管理規定。これらの規定は、RI 定款およびRI 細
則に一致し、規定審議会によってのみ改正できる。

●ファイヤーサイド・ミーティング（Fire-Side Meeting）
　炉辺談話、通称「炉辺会合」と言われたこの集いは、名称の「座談会」「家庭集会」「情報集会」
Informal（Discussion）Meeting と言う表現も、現在、言葉そのものは「手続要覧」にみら
れないが、実態として、クラブによって様々な名前でも集会が行われている。

●副会長（クラブ）（Vice President）
　年次総会で選出された副会長は、会長不在の場合、本クラブの会合および理事会の会合にお
いて議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行う。副会長の定数は、クラブによって
異なり、1名または数名である。

●副会長（RI）（Vice President（Rotary International））
　副会長は、次期会長が理事会の第一回会合で、2年目の任期を務めることになる理事の中か
ら選任する。副会長は 7月 1日より１ヶ年間その職を務める。会長が空席となった場合には、
副会長が会長の地位を継ぎ、そして、その他の理事会のメンバーの中から新たに副会長を選任
するものとする。副会長は、会長により要請された任務を遂行する。
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●副会長と財務長の選出（Selection of Vice-President and Treasurer）
　副会長と財務長は、次期会長が理事会の第 1回会合で、2年目の任期を務めることになる理
事の中から選任するものとする。この副会長と財務長は、7月 1日より 1年間その職を務める
ものとする。 （RI 細則 6.020.）

●副会長または財務長の空席（Vacancies in the Offi  ces of Vice-President or Treasurer）
　副会長または財務長の職が空席になった場合、会長は、2年目の理事の中から選び、未了の
任期を務めさせるものとする。 （RI 細則 6.090.）

●副指導者（Sub Leader）
　リーダーの他に、これを助ける副リーダーを置くことは、運営上好ましいことが多い。

●福島喜三次（Kisaji Fukushima）
　ロータリー資料２・「ロータリーの先駆者・福島喜三次」を参照。（P657）

●ブースタークラブ（Booster Club）
　ロータリークラブが 1905年 2月 23日にシカゴ市において誕生したが、その当時、会の名
称を暫くブースタークラブと称していたが間もなく現行のロータリークラブに変更した。

●双子クラブ（Twin Club）
　双子クラブとは、特別なプログラム（国際奉仕プロジェクト、青少年交換、あるいは友情交換）
を、共同して実施し、友情を深めようとする二つのクラブのこと。
　強いきずなでむすばれている、二つの異なる国のクラブで成り立っている。
　
●プライマリークラブ／地区（Primary Club ／ District）
　グローバル補助金においては、２ヶ国以上の地区またはクラブが参加し、奉仕プロジェクト
を実施する。プロジェクトを実施する国側の代表となるクラブや地区、そのプロジェクトを海
外から支援する援助国側の代表となるクラブや地区のことをいう。このクラブや地区は補助金
プロジェクトの全責任を負う。

●不利な広報（Adverse Public Relations）
　ロータリークラブは、ロータリーの声価を損ねたり、その効果を制約しかねない地域社会内
もしくはクラブ内の状態を防止、矯正するため積極的措置を講じるべきである。ロータリーの
目的もしくは活動への誤解から否定的な世論が生じた場合、クラブは、正確な一般向け情報並
びに対地域社会関係の改善に努めなければならない。 （ロータリー章典 9.050.6.）

●不利な広報：ガバナーの関与（Adverse Public Relations : Governor Involvement ）
　他のクラブまたはRI に影響を及ぼすような事態が存在したり、或いは、問題が発生した場合、
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クラブはできるだけ早い機会にガバナーに報告し、協力してその問題に対処できるようにしな
ければならない。
　地域社会との関係において問題の発生を未然に防ぎ、解決するためにクラブに助言および援
助を与え、さらに事務総長に助言することはガバナーの責務である。事務総長は、RI 会長とRI
理事会に絶えず報告し、その真偽を必要とする問題であれば、これをRI 会長とRI 理事会に回
付して、ガバナーとクラブを援助するものとする。

●プログラム委員会（Program Committee）
　クラブの例会や特別の会合のためにプログラムを計画し、準備し、手配をする。クラブがプ
ログラムの実施を通じて、いかなる効果を上げているかを検討する委員会。プログラムは理事
会や他の委員会の計画が円滑に実行されるように考案され、またバランスの取れたものでなけ
ればならない。

●プログラムと活動（Programs and Activities）
　プログラムは、RI 理事会が推奨するクラブと地区のための組織的活動である。ロータリーは、
指針とリソースの提供、および職員によるサポートを通じて、これらのプログラムを支援する。
プログラムに関する詳細は、ロータリーのウェブサイト（www.rotary.org/ja）を参照。

●プロジェクトとプログラムの名称および資料
　　（Project and Program Names and Materials）
　ロータリークラブ、ロータリー地区、そのほかのロータリー組織は、活動、プロジェクト、
プログラムの名称において、「ロータリー」という語だけでなく、そのクラブや地区、またはロー
タリー組織の名称を使用しなければならないことが、理事会の指針によって定められている。
プロジェクトまたはプログラムを「ロータリー」という語またはロータリー徽章のみによって
示すと、特にロータリー徽章には「国際ロータリー（Rotary International）」という語が含
まれているため、そのプロジェクトまたはプログラムがRI のプロジェクトまたはプログラムで
あると示唆してしまう可能性がある。
　同様に、これらの活動に関連して使われる資料に、ロータリー徽章とともに、クラブや地区
またはその他のロータリー組織の名称、あるいはその他のロータリー標章を使用することを、
RI 理事会の指針は義務付けている。活動に使われているすべての資料には、クラブや地区、ま
たはロータリー組織の名称を、ロータリーの標章の近くに同等に目立つように付記すべきであ
る（推奨使用例は、「ロータリーを生き生きと表現しよう：ロータリアンのための「ボイス」と
ビジュアルアイデンティティのガイド」（547A）を参照）。このような識別語句の使用によって、
適切なロータリー組織の関与が正しく認められるとともに、商標を強化できる。
　ロータリーの標章は、常に全体が複製されるべきである。「ロータ」などの略語、接頭語ある
いは接尾語は、一切認められない。
　クラブや地区、またはその他のロータリー組織のプロジェクトやプログラムのために、識別
語句を追加せずに、「ロータリー」の名称、ロータリーの徽章、またはほかのロータリーの標章
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を使用したいと考えるロータリアンは、免許取得の機会または理事会による例外措置を得るこ
とについて、クラブ・地区支援担当職員に連絡するべきである。クラブ、地区、多地区合同、
またはその他のロータリー組織の既存プロジェクトやプログラム（医師登録バンクを含む）の
調整にあたるロータリアンは、プロジェクトやプログラムの名称と資料を見直し、これらが方
針に一致したものとなるよう、必要であれば修正を加えるか、適切な免許の取得または理事会
による例外措置が可能かどうかを確認するよう求められている。
 （ロータリー章典 33.030.6.、33.040.6.、33.040.7.、33.040.8.）
　「ロータリー」と言う語は、クラブまたはクラブから成るグループの全面的管理下にある活動
と関連して、あるいはその名称の中においてのみ、使用が認められているが、ロータリアン以
外の人または団体を会員とする団体と関連して、あるいはその団体の名称の中に使うべきでは
ない。 （ロータリー章典 33.040.6.、33.040.9.、33.040.10.、33.040.12.、33.040.13.）
 
●プロバスクラブ（Probus Club）
　1965年に、グレートブリテンのロータリアンが、プロバスクラブを創設した。
　プロバスは専門職務（Professional）と事業（Business）に携わっていた引退者の関心に沿っ
た組織で、毎月会合を開いて引退者が活動的であり続けることができるように、講演や討論、
見学会などを行っている。RI の公式プログラムではないが、RI 理事会が地域社会の高齢者に対
する活動として推奨している。ロータリークラブがスポンサーとなる。ロータリーの分類でい
えば、社会奉仕活動の一翼を担うもの。プロバスの目的は、リタイア後も、活動する能力のあ
る人々が、少なくとも月 1回以上会合を行い、ゲストや会員の卓話を聞いたり、同じような環
境や興味をもつ会員との交流・親交により、共感や価値ある活動の機会を提供し、意義ある生
活を推進することにある。

●文化研修のための国際親善奨学金（Cultural Ambassadorial Scholarships）
　これは３カ月または６カ月の語学強化研修と相手国の文化に溶け込むことを目的とするプロ
グラム。2010－ 11年度より廃止されたが、地区補助金の下で利用できる。

●文献（Literature）
　ロータリーではロータリーの出版印刷物をいう。例えばザ・
ロータリアンなどの季刊雑誌、手続要覧、各種参考書例えば
「ロータリアン必携」などがそれである。東京に日本事務局
が設立されて、主に英文文献の和訳、配布、文献の管理など
について、RI の仕事を代行している。

●兵役（Military Service）
　兵役あるいは国家警備隊に徴兵された場合に出席義務規定を免除する規定はない。
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●平和推進地区（Peacebuilder District）
　第 3期生（2004 － ‘06年度）以降の世界フェローを支援するために 50,000ドルのDDF
を寄贈した地区。

●平和推進パイオニア地区（Pioneer Peacebuilder District）
　パイオニア地区が、第 3期生以降の奨学生を支援するために 50,000ドルのDDFを寄贈し
た場合。

●平和と紛争予防／紛争解決月間）
　　（Peace and Confl ict Prevention/Resolution Month）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P734）

●僻地への拡大（Extension to Isolated Communities）
　ロータリーのない国や地域にロータリーを拡大することに関心
のあるロータリアンは、RI に連絡して詳細な情報を得るべきである。新しいロータリークラブ
を設立することに関心のあるロータリアンは、そのクラブが設立される地区のガバナーに連絡
をとらなければならない。僻地への拡大はその地域の住民からクラブ設立の要請を受け、新ク
ラブの結成を援助する地理的に近接した地区の存在が確認された場合に限り、着手される。
 （ロータリー章典 18.040.2.）

●ペッツ（PETS）
　「会長エレクト研修セミナー（Presidents-elect Training Seminar）」を参照。

●ベネファクター（Benefactor）
　「ロータリー財団」を参照。（P370）

●ボイス（Voice）
　人に個性や性格があるように、組織にも個性や性格がある。これを表現するために用いるトー
ンやスタイルが「ボイス（VOICE）」である。ロータリーは他に類のない存在である。この個
性をコミュニケーションや体験の中で相手に感じ取ってもらうには、私たちが常に同じ「ボイス」
を使うことが大切だ。そうすることによって、口頭での説明や会話、文章、視覚的デザインで
ボイスを意識し、一貫したロータリーの個性を表現できる。話し、書き、デザインする際に、ロー
タリーのボイスの特性（賢明さ、思いやり、粘り強さ、行動を促す力）を指針とすること。各
種の視覚的ツール（写真やインフォグラフィック）を活用すれば、さらに生き生きとロータリー
の個性を醸し出すことができるであろう。

●ポール・ハリス・フェロー（Paul Harris Fellow）
　「ロータリー財団」を参照。（P370， 374）
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●報告（Report）
　プロジェクト実施の進捗状態を詳細に記載した文書。報告書は、補助金支給期間中少なくと
も 12カ月毎に提出されなければならない。

●報告および承認（Report and Ratifi cation）（立法案）
　審議会後、採択された案件すべてを含む決定に関する報告書が各クラブに送付される。その
時点で、各クラブは、立法案採択における審議会の決定に反対の意思を書面で提出する機会を
与えられる。有効投票の少なくとも５％が反対の意思表示をした場合、その効力は一時保留さ
れるものとする。承認された立法案の１件または数件が、一時保留とされた場合、事務総長は
郵便投票を行わなければならない。クラブが投じうる投票数の過半数が審議会の決定に反対し
た場合、このような決定は一時保留の日より無効とされる。しかし、そのほかの場合については、
一時保留とされた決定は、一時保留がなかったものとして復活する。

●報告要件（Reporting Requirements）（クラブ委員会）
　クラブの各委員会は、委員会活動についてクラブ理事会に定期的に報告しなければならない
し、また適宜クラブ協議会においても報告しなければならない。 （ロータリー章典 17.030.2.）

●奉仕における商工会議所との協力（Service with Chambers of Commerce）
　ロータリークラブは、地元の商工会議所と連絡を取り合い、奉仕の機会を探るとともに、適
切であれば合同で実施したほうがさらに実り多いと思われる奉仕プロジェクトを開発するよう
奨励されている。このようなプロジェクトには、従業員研修、退職後の奉仕の機会、機能的識
字率向上プログラム、職場での薬物乱用防止と治療プログラム、就職相談、職業活動表彰プロ
グラムなどが含まれる。

●奉仕の機会に関する項目（Menu of Service Opportunities）
　一定の期間、クラブと地区に対して優先的な奉仕活動として奨励される、RI が特定した課題
と懸念事項。これには、危機下の児童、障害者、健康管理、国際理解と親善、識字・計算能力
向上、人口問題、貧困と飢餓救済、環境保全、都市部の関心事項が含まれる。

●奉仕の理念（Ideal of Service）
　ロータリーの目的の中にある Ideal of Service の直訳語で、ロータリーでよく用いられる言
葉。己に天職という使命を与えてくれた社会、また己の職業を生かし続けさせてもらっている
社会に感謝するとき、その仕え方（奉仕）の基本として個人生活、社会生活、職業生活に於い
て利己的欲求は最小限にとどめ、常に最大利他の究極を求め続けていこうとするロータリーの
奉仕哲学である。ロータリーの第１標語「超我の奉仕」の哲学でもある。

●奉仕部門（Avenues of Service）
　ロータリーの奉仕部門は全ロータリークラブの活動の指針となる。
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１）クラブ奉仕
２）職業奉仕
３）社会奉仕
４）国際奉仕
５）青少年奉仕

●奉仕部門功労者賞（Avenues of Service Award）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P738）

●奉仕プロジェクトの開発（Development of Service Projects）
　奉仕プロジェクトを開発する際、クラブと地区は以下を考慮に入れるよう奨励されている。
ａ）五大奉仕部門
ｂ）会長賞プログラムと協調事項
ｃ）RI 戦略計画およびRI が特定した具体的な奉仕分野
ｄ）ロータリー財団の使命およびそれと関連する重点分野
ｅ）地域社会のニーズ調査

●奉仕を通じての親睦（Fellowship Through Service）
　ロータリーの資料その他に使われるローターアクトの標語。

●訪問者および来賓（Visitors and Guests）
クラブ例会での来賓（Guests at Club Meetings）

　クラブは、ロータリアンではない地元の人々にクラブの役割とその目的を理解してもらうた
め、クラブ例会に来賓を招くよう会員に奨励すべきである。
クラブのゲストとしての学生（Students as Club Guests）

　クラブは、クラブの例会のゲストとして学生を招待するよう奨励されている。クラブは、大
学やその他の学校の学生に積極的に働きかけ、ロータリーの理念や基本原理を理解してもらう
よう奨励されている。
ゲストとしてのロータリー学友（Rotary Alumni as Guests）

　クラブは、ロータリー学友、特にクラブの所在地に最近転居してきた学友をゲストとして例
会に招くよう奨励されている。ロータリー学友は、来訪ロータリアンが払うのと同じ金額の出
席費用を払うものと期待される。 （ロータリー章典 7.070.）

●訪問ロータリアン報告用紙（Visiting Rotarian Report Card）
　他クラブからの来訪ロータリアンの出席が認められるように、来訪ロータリアンの出席をそ
の人の所属クラブ幹事に報告するためにクラブ幹事が用いるカード。
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●ほかのグループによる、またはほかの標章と組み合わせたロータリー標章の使用
　　（Use of Rotary Marks by Other Groups or in Combination With Other Marks）
　仮ロータリークラブを除くいかなるグループも、「ロータリー」という語を使い、ロータリー
クラブであるかのように、またはロータリークラブがRI の関係団体であるかのように表示した
り、示唆することは認められない。RI は、「ロータリー」と言う語またはほかのロータリーの
標章を許可なく勝手に使用することを止めさせるために、実際的または必要と思われる対策を
講じる。 （ロータリー章典 33.040.8.）
　RI 理事会の唯一の管理下に置かれている場合を除き、ロータリーの徽章を表示したり、襟ピ
ンとして使用したり、その他のいかなるデザインにも組み込んで使用したりすることは、いか
なる場合にも認められない。
　RI 細則 19.020.（RI の知的所有権の使用の制限）は、次のように規定している：「これらの
名称、徽章、バッジその他の記章を他の名称または徽章と組み合わせて使用することはRI の承
認しないところである」。この規定は、ロータリープログラムには適用されず、法人企業との協
賛関係、提携関係、または協力関係にも適用されない。 （RI 細則 19.020.）
　歴史的に、多くのロータリークラブは、青少年のためのクラブなどさまざまな団体に関心を
示し、後援してきた。クラブを運営する人は、ほかのグループとそのメンバーがロータリーと
関連していることを示すために、ロータリーの徽章やその他の記章を使用することを要望して
きた。ロータリアンは、ロータリーの手本に倣うことを望む団体やグループを援助し、激励す
るよう奨励されている。しかし、このような団体やグループの目的がどんなに有意義なもので
あっても、RI はロータリーの標章の使用を許可しない。このような見解は、こうした団体やグ
ループの意欲をそごうとするものではないが、RI の用語や徽章を侵害することなく適切な名称
と記章を考案できると思われる。

●ほかの団体の標章との使用（Use With the Marks of Others）
　ロータリー標章は、外の団体の標章やロゴと一緒に使うことができるが、ただし、他方の徽
章やロゴが代表する団体または機関とRI とのあいだに、認められた関係がある場合に限る。認
められた関係がない場合、外の団体とRI のあいだに何か関係がある、と見た人が思いかねない
ような形で、ロータリーの標章とほかの徽章またはロゴを一緒に使うべきではない。ロータリー
クラブ、地区、およびロータリー組織が、営利団体であるなしを問わず、地元の他団体の協力
を得る場合、別の徽章またはデザインと一緒にロータリー徽章またはほかの標章を一緒に使い
たいという要望がよく寄せられている。RI 組織規定は、このような使用を認めていないが、た
だしRI 理事会の指針に従い、限定された協賛関係あるいは協力関係を目的とする場合は、この
限りではない。 （ロータリー章典 33.020.）
　最新の情報は、RI 日本事務局のクラブ・地区支援室まで問い合わせること。RI 理事会はまた、
どのような価値ある目的であっても、ほかの組織によって、あるいはほかの組織の徽章または
ロゴと一緒にロータリー徽章またはロータリー標章を使うことを許可しない。
 （ロータリー章典 33.040.10.）
　RI 理事会は、RI のための協賛関係、提携関係、協力関係の機会を慎重に発展させることを確
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約した。これには地区、クラブ、およびほかのロータリー組織が使用する指針の作成も含まれる。
ロータリー組織がロータリー以外の組織とプロジェクトで協力する場合、ロータリー徽章また
はほかのロータリー標章を使った印刷物や商品などの推進資料の全体的なデザインは、２つの
組織の徽章を組み合わせで使うべきではない。このような状況下では、プロジェクトの実態と
期間を明確にすることが最善である。参加ロータリー組織の名称は、明確に表示しなければな
らない。これらのロータリーの標章の使用に関する理事会の指針には、協賛企業と協力団体に
よるロータリー標章の使用に関する特定の所要事項が含まれる。
 （ロータリー章典 33.030.15.）
　それぞれの最新の指針については、ロータリーのウェブサイトを確認するか、RI 日本事務局
のクラブ・地区支援室に連絡すること。

●募金活動への参加（Participation in Fundraising Activities）
　募金計画あるいは他の活動に参加または提携する場合、クラブは、クラブの信望を落とすよ
うな品位のないやり方に陥らない様常に注意を払うべきである。

●撲滅の証明（Certifi cation）
　ポリオが撲滅されたという世界的証明がロータリーの第一目標である。監視活動を通じて、
ポリオウイルスの感染が少なくとも 3年連続検出されない場合、世界保健機関がその地域をポ
リオ無発生（ポリオフリー）地域として証明するかどうかを決定する。

●母子の健康月間（Maternal and Child Health Month）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P735）

●補償（Indemnifi cation）
　理事会は、RI 理事、役員、従業員、代行者の保証方針を設定、実施することができる。
 （RI 細則 24.）

●ホストクラブ（Host Club）
　ロータリークラブが集まって諸会合を開く時、その会合の世話役となって計画を立て、実施
の主役を務めるロータリークラブをいう。会合の規模が大きくなり、ホストクラブだけでは準
備やお世話に困難が生ずると思われる場合、さらにホストクラブに協力するクラブのことを、コ・
ホストクラブ（Co-host Club）と呼ぶ。

●ポリオ（Polio）
　ポリオウィルスによっておこる身体麻痺を伴う疾患、急性灰白髄炎（Poliomyelitis）の短縮
名称。「急性弛緩性麻痺」「ポリオ常在国」の項も参照のこと。
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●ポリオウィルス（Poliovirus）
　劣悪で管理の行き届いていない衛生状態によって急性灰白髄炎（Poliomyelitis）を引き起こ
すウィルス。また、野生型ポリオウィルスとも呼ばれている。

●ポリオ常在国（Polio Endemic）
　ポリオの感染が途切れたことがなく、ポリオウィルスが自然に発生している国（地域の場合
は「ポリオ常在地域」と呼ばれる）を指す。現在、ポリオ常在国は、ナイジェリア、パキスタン、
アフガニスタンの 3カ国である。

●ポリオの根絶・終盤戦略計画（Polio Eradication and Endgames Strategic Plan）
　2013年 4月末にアラブ首長国連邦のアブダビで開催された、世界的なワクチンに関するサ
ミットで公表された計画で、野生株のポリオウィルスとワクチン由来のポリオウィルスのすべ
ての型によるポリオを同時に根絶するという計画である。2013年から 2018年までの 6年以
上にわたる計画実行期間中に 55億ドルの費用が生じると計算されている。

●ポリオの流入（Importation）
　ポリオ常在国から、以前にポリオのなかった国々にポリオウィルスが飛び火すること。

●ポリオプラス委員会（Polio Plus Committee）
　ロータリーの最優先事項である世界ポリオ撲滅活動を推進するため、ロータリーのあらゆる
レベルに存在する委員会。「クラブのポリオプラス委員会」「国別ポリオプラス委員会」「地域別
ポリオプラス委員会」「インターナショナル・ポリオプラス委員会」の項も参照のこと。

●ポリオプラス提唱活動（支援の働きかけ）（Polio Plus Advocacy）
　ポリオ撲滅に必要とされる政治的支援や財政的支援を得るため、各国政府や多国籍団体に働
きかけを行うロータリーの活動。提唱活動は、ポリオ撲滅提唱グループ、国別提唱アドバイザー、
国別ポリオプラス委員会メンバーなど、少数ながら献身的なロータリー会員によって行われて
いる。

●ポリオ撲滅（Polio Eradication）
　世界保健機関、世界証明委員会、ロータリーは、ポリオ撲滅という言葉を野生株のポリオウィ
ルスの伝播を止めるという意味で用いている。2007年の規定審議会で、ポリオの撲滅をRI の
最優先の目標とすることが承認、確認され2016年規定審議会で、ポリオ撲滅は、国際ロータリー
の最高の目標であることが承認支持された。
 
●ポリオ撲滅提唱グループ（Polio Eradication Advocacy Task Force）
　ドナー国とポリオ常在国に正確かつ一貫したメッセージが伝わるよう、世界ポリオ撲滅活動
の為の政府の追加の財政的、政治的リソースを動員し、ポリオ撲滅におけるほかの主要パート



－ 278 －－ 278 －

サ

タ

ナ

ハ

ヤ

ラ

ワ

ア

カ

マ

ナーとの調整を行う。現在の委員会メンバーの氏名と連絡先は「公式名簿（Offi  cial 
Directory）」を参照。

●ポリオ撲滅コーディネーター（End Polio Now Coordinator）（EPN）
　ポリオ撲滅のため、クラブと地区レベルで指導力を発揮し、募金活動を推進する役割を担っ
ているロータリアン。

●ポリオ撲滅ゾーンコーディネーター（End Polio Now Zone Coordinators）
　地域コーディネーターに加え、ロータリー財団管理委員長エレクトは、41名のポリオ撲滅ゾー
ンコーディネーターを任命する。このコーディネーターは、直接ロータリー財団地域コーディ
ネーターに報告し、地区やクラブレベルで、ポリオ撲滅への認識を高め、アドボカシー活動や
募金活動を率先して実施する。
責務（Responsibilities）
・ポリオプラス基金へ自ら寄付をすることで模範を示す。
・ ポリオプラス・プログラム、世界ポリオ撲滅活動、戦略、現状、ニーズ（必要な資金など
について、常に最新情報を把握する。

・ 要請に応じ、ロータリーの会合で、ポリオプラス・プログラムの目標についてプレゼンテー
ションを行う。

・ 適切であれば、政府やその他の資金提供者に世界ポリオ撲滅活動の利点やニーズを伝える
ための適切な戦略を立て、実行するために、ポリオプラス全国アドボカシー・アドバイザー
や全国ポリオプラス委員会委員長と協力する。

●マーシーシップ（Marcy Ships）
　ロータリー財団のパッケージ・グラントの戦略パートナーの一つ。
　最新設備を備えた病院船「アフリカ・マーシー」号を使い、医療を受けられない発展途上国
の人々のために無料で質の高い医療を提供したり、現地で医療研修を行うなどして、現地の人々
の能力を高めることにより、持続可能な発展を支援している。
　1978年に設立されたマーシーシップスは、これまでに 70カ国以上で医療奉仕を行い、
200万人以上に直接恩恵を与えてきた。参照：http://www.mercyships org/

●毎週の会合（Weekly Meeting）
　仮クラブは標準ロータリー定款の規定に従い、毎週定期的に会合を開くように定めなければ
ならない。クラブの結成または結成監督の責務を負うRI 代表者は、毎週例会を開くことに同意
しないクラブはRI に加盟できないということを知っていなければならない。

●マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
　　（Multiple Paul Harris Fellow）（MPHF）
　「ロータリー財団」を参照。（P370， 375）
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●水と衛生月間（Water and Sanitation Month）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P735）

●認められているロータリーの標章のその他の使用
　　（Other Authorized Uses of the Rotary Marks）
・車両のナンバープレート
１． プレートは、政府の交付機関の発行するものでなければならない。
２． 企業的営利事業の関与があってはならない。
３． 指定された地域内のガバナー全員がプロジェクトを承認しなければならない。
４． プレートは、知的所有権である標章の複製に関してRI の仕様にすべて適っており、プ

レートの見本を事務総長に提出し承認を受けなければならない。
５． 事務総長の支持の下、このプロジェクトの募金活動面からの収益が指定地域内のクラブ

およびロータリー財団に恩恵を与えるものとなるよう、収益の配分方式が定められるべ
きである。また、これは、指定地域のガバナーおよび事務総長の承認を受けなければな
らない。

・切手
１． 郵便切手、消印、郵便関連品目は、政府の交付期間の発行する物でなければならない。
２． 以下、ナンバープレートに準ずる。

・その他
１． RI もしくはその加盟クラブより支給、発行されるすべての用箋および出版物。
２． 公式のロータリー旗。
３． RI 国際大会その他のすべてのロータリー公式行事に用いる名札、バナー、装飾用品、

印刷物、並びにRI と加盟クラブの備品および設備。
４． 加盟クラブの道標に使用する場合。
５． ロータリアンが着用する襟章。
６． ロータリアンおよびその家族が個人的に使用する物品および季節の挨拶状。

●未納および終結に関するクラブへの通知
　　（Notifi cation to Clubs of Non-Payment and Termination）
　納入義務金未払いが 2か月に至る当該のクラブに対して未納と加盟終結の通知書が送付され
る。即ち、納入期限から 120日以内に支払いがないか、または支払に向けた手配が理事会の承
諾を得ていない場合には加盟を終結される。クラブ加盟終結の通知は納入期限から 120日以内
に送付されることとする。 （ロータリー章典 9.020.2.）

●未納金不払いにより加盟が終結されたクラブの加盟復帰
　　（Reinstatement of Clubs Terminated Due to Non-Payment of Financial Obligations）
　加盟が終結されたクラブは、終結から 5か月（150日間）以内にのみ、加盟復帰を試みるこ
とができる。この期間内に加盟復帰を希望するクラブは、未納金全額および会員一人当たり米
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貨 30ドルの加盟復帰費を支払わなければならない。さらにまた、クラブは現在の会員リスト
を提出しなければならない。5カ月間の復帰期間に未納金の一部しか支払われなかった場合、
その金額は加盟を終結するクラブの未納金の金額に充当される。
　加盟が終結したクラブで、未納金全額や加盟復帰費用、5カ月（150日）以内の会員リスト
の提出などを含む加盟復帰の条件を満たさなかったクラブは、当初の加盟認証状を完全に失う
こととなり、加盟復帰する資格がなくなることとする。加盟復帰するクラブはクラブ名や歴史、
加盟認証状を維持するものとし、財務状態が健全であり、組織の全てのサービスを受ける資格
を持つものとみなされる。 （ロータリー章典 9.020.5.）

●メークアップ（Make-up）
　各会員は本クラブの例会、あるいは細則により定められている場合は衛星クラブの例会に出
席し、本クラブの奉仕プロジェクトおよびその他の行事や活動に参加するべきものとする。会
員が、ある例会に出席したものとみなされるには、その例会時間の少なくとも 60％に出席す
るか、または、会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなった場合、その後その行
為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由を提示するか、または、次のような方法で欠席を
メークアップしなければならない。
　Ｅクラブの場合、各会員は本クラブの例会に出席するべきものとする。ある例会に出席した
ものとみなされるには、クラブのウェブサイトに例会が掲載されてから 1週間以内に会員がそ
の例会に参加するか、または、次のような方法で欠席をメークアップしなければならない。
（a）例会の前後 14日間。例会の定例の時の前 14日または後 14日以内に、
（1） 他のロータリークラブ、他のロータリークラブの衛星クラブ、または仮クラブのいずれ

かの例会の少なくとも 60％に出席すること。または、
（2） ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー

親睦活動、あるいは仮ローターアクトクラブ、仮インターアクトクラブ、仮ロータリー
地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席すること。または、

（3） RI 国際大会、規定審議会、国際協議会、RI 元ならびに現役員のためのロータリー研究会、
RI 元、現ならびに次期役員のためのロータリー研究会または、RI 理事会またはRI 理事
会を代行するRI 会長の承認を得て招集された他の会合、ロータリー合同ゾーン大会、
RI の委員会会合、ロータリー地区大会、ロータリー地区研修・協議会、RI 理事会の指
示の下に開催された地区会合、地区ガバナーの指示の下に開催された地区委員会、また
は正式に公表されたロータリークラブの都市連合会に出席すること。または、

（4） 他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席の目的をもってそのクラブの例会定
刻に定例会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所において例会を開い
ていなかった場合。または、

（5） 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社会の行事や会合
に出席すること。または、

（6） 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席する
こと。または、
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（7） クラブのウェブサイトを通じて、平均 30分の参加が義務づけられた相互参加型の活動
に参加すること。

　会員が 14日以上にわたり海外で旅行している場合、会員が旅行中他国で他クラブあるいは
衛星クラブの例会に出席するならば、メークアップの期間に拘束されない。このような出席は、
会員の海外旅行中欠席した例会のメークアップとして有効とみなされる。
（b）例会時において、例会のときに、
（1） 標準クラブ定款第 12条（出席）第 1節（a）項（3）に挙げた会合の一つに出席する為、

適切な直行日程による往復の途次にある場合。または、
（2） RI の役員、委員、ロータリー財団管理委員がロータリーの職務に携わっている場合。

または、
（3） 地区ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの職務に携わっている場

合。または、
（4） RI に雇用されている者が、ロータリーの職務に携わっている場合。または、
（5） メークアップすることができないような僻遠の地で、地区、RI、またはロータリー財団

の提唱する奉仕プロジェクトに直接かつ積極的に従事している場合。または、
（6） 理事会が正当に承認したロータリー職務に従事していて、例会に出席できない場合。

●名称と徽章（Name and Emblem）
RI の知的所有権の保全（Preservation of RI’s Intellectual Property）

　理事会はRI の徽章、バッジその他の記章をもっぱら全ロータリアンのみの使用と、その利益
のために確保し保全するものとする。 （RI 細則 19.010.）
RI の知的所有権の使用の制限（Restrictions on the Use of RI’s Intellectual Property）

　RI ならびにクラブの名称、徽章、バッジその他の記章を、クラブまたはクラブの会員が商品
の商標または特別銘柄として使用し、あるいはその他商業上の目的のために使用することは一
切できない。これらの継承、徽章、バッジその他の記章を他の名称または徽章と組み合わせて
使用することはRI の承認しないところである。 （RI 細則 19.020.）

●名称と所在地域（Name and Locality）
　各クラブは、ある一定の場所（地域）に結成されなければならず、クラブ定款の中でその所
在地域を定めなければならない。クラブ所在地域の典型的な説明は、「××市（町・村）とその
周辺地域」となる。所在地域は、社会への奉仕に活発に参加している事業や専門職の従事者が
十分な人数おり、それらの人々の事業上、あるいは住居が、クラブとして活動するために十分
に近ければ、どのような地域であってもよい。ただし、クラブ定款に定められた所在地域名へ
のその後の変更は、RI 理事会の承認を得なければならない。
 （標準クラブ定款第 4条と第 22条、ロータリー章典 3.020.）
　ロータリークラブの名称は、クラブの所在地域を特定するものである。名称（その全部また
は一部）は、その地域の地図で容易に確認できるものとし、その地域に不案内な人にもクラブ
の大体の所在地が把握できるものとすべきである。Ｅクラブの所在地は、全世界、またはクラ
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ブ理事会の決定通りとするものとする。仮クラブは、それぞれ、その所在地域を表す名称を採
用した上でRI の承認を得、これを定款の中に入れなければならない。承認後は、RI およびク
ラブ双方の同意によるほか、これを変更することはできない。正式な形式でのクラブの名称は
「（地域社会名）ロータリークラブ（都道府県名 /州名、国名）」（Rotary Club of Community, 
State/Province/ Prefecture, Country）、である。
 （RI 定款第 5条第 2節（d）、標準クラブ定款第 19条、ロータリー章典 3.010.）

●名簿（Directories）
　RI は、毎年、世界中のロータリークラブ、その会長と幹事の氏名と住所、例会場、例会曜日、
時間、RI の役員と委員の氏名と住所の一覧、そのほか適切な情報を載せた「公式名簿」と称す
る名簿を発行する。この名簿は、クラブ役員、RI 役員および委員が使用するよう、ならびにロー
タリアンが旅行する際に役立つように発行されるものである。RI、地区、クラブの公式名簿を
はじめ、他のデーターベースあるいはロータリー関連のプロジェクトや活動に関連して作成さ
れた名簿は、配布目的で、ロータリアンまたはクラブや地区に提供してはならない。これは電
子形式および印刷形式の両方の名簿に適用される。ロータリークラブの如何なる会員も、「公式
名簿」やほかのデーターベース、あるいはロータリー関連プロジェクトや活動に関連して作成
された名簿を、営利目的の為に使用してはならない。
　毎年、RI は各クラブの幹事に 1部無料で「公式名簿」（冊子またはCD）を提供する。クラ
ブは、追加分を何部でも購入できる。 （ロータリー章典 49.030.1.）
　「公式名簿」には版権が設定されている。
　この名簿にはまた、RI の公式免許取得者の一覧表が掲載されている。免許取得者は、「公式
名簿」印刷の時点で、免許使用料を滞納なくすべて支払っていなければならない。
 （ロータリー章典 34.030.7.）
　クラブ、地区、ゾーンが、それぞれ独自の名簿の発行を望む場合には、発行して差し支えな
いが、その経費はRI の費用外で賄わなければならない。いずれの地区、ゾーン、クラブの名簿
にも、ロータリアン以外の人に配布するものではないこと、また営利目的のメーリングリスト
としても使用してはならない旨の注意書きを記載しなければならない。

●メディア機関とのクラブの関係（Club Relations with Media）
　クラブは、地元のメディア機関に話題を提供することによって、一般の人々に広報すべきで
ある。これは、対象とするメディア機関を特定し、メディア機関のリストを作成し、適切なメディ
ア機関にニュース記事案（プレスリリース）を提供することで実行する事ができる。
　その外に、クラブの活動には、メディアの役割に関して報道機関の関係者にクラブで話をし
てもらう活動も含めるべきである。 （ロータリー章典 9.050.3.）

●メモリアル・コントリビューター（Memorial Contributor）
　金額には関係なく、亡くなった人を記念して寄付した個人またはクラブのことである。この
証書はロータリー財団から個人あるいは寄付者の名前で発行される。米価 1,000ドルを寄付し
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た個人、または、ある人の名義でその寄付が行われた場合、その名義人は、ロータリー財団の
メモリアル・ポール・ハリス・フェローになったことが認められた証明書、メダル、襟章が贈
呈される。

●最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（One Profi t Most Who Serve Best）
　ロータリーの資料その他に使われるロータリーの第二標語。
　ロータリー資料１・「決議 23－ 34」を参照。（P551-553）

●元会長審議会（Council of Past President）（RI）
構成（How Constituted）

　クラブの会員籍を有する元会長をもって構成される元会長審議会を常設するものとする。会
長は本審議会の職権上のメンバーとなるものとし、その会議に出席し、議事に参加する特典を
有するものとする。しかしながら、議事に関する投票権は持たないものとする。
 （RI 細則 20.030.1.）
役員（Offi  cers）

　直前会長のすぐ前の元会長を審議会の議長とし、さらに直前元会長をその副議長とする。事
務総長は、元会長審議会の幹事となるが、審議会のメンバーではない。 （RI 細則 20.030.2.）
任務（Duties）

　元会長審議会は、会長または理事会から付託された事項を通信によって考察するものとし、
これについて理事会に進言し勧告することができる。審議会はまた、理事会の要請に応じて、
クラブ、地区および役員が関わる事柄の調停者としての役割を果たすものとする。
 （RI 細則 20.030.3.）
会合（Meeting）

　会長または理事会は、元会長審議会の合議とその進言が必要であると考える場合、元会長審
議会を招集することができる。このように招集された場合、会長または理事会が付託した事項
を議題として審議するものとする。審議会議長は、会合後、必ず理事会に報告するものとする。
理事会が報告の一部または全部を発表しない限り、この報告を公表してはならない。
 （RI 細則 20.030.4.）
国際大会および国際協議会での会合（Meeting at Convention and International Assembly）

　元会長審議会は、年次国際大会および／または国際協議会において会合を開くものとする。
 （RI 細則 20.030.4.1.）

●元ガバナーから成る諮問委員会（Advisory Council of Past Governors）
　各地区は、元ガバナーからなる諮問委員会を設置すべきである。（任意）
　この諮問委員会は、地区内ロータリークラブの会員である元ガバナー全員によって構成され
る。国際協議会で討議され、発表された事項をガバナーエレクトが現ガバナーと元ガバナーに
報告するため、ガバナーは、少なくとも年に 1回、国際協議会後 1か月以内に、諮問委員会を
招集するよう求められている。
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　元ガバナーの助言や行動により、ガバナーの権限や責務が少しでも損なわれたり、妨げられ
たりするようなことがあってはならない。 （ロータリー章典 19.060.2.）

●元ロータリアンの団体（Organization of Former Rotarian）
　交際と親睦を推進し、奉仕における個人的な関心を深める目的で、組織された元ロータリア
ンのグループは、好意的にみなされている。然し、このようないかなる団体をも後援したり、
あるいは正式に認識するものではない。

●役員とその任務（Designation and Duties of Offi  cers）（規定審議会）
　審議会の役員は、議長、副議長、議事運営手続の専門家（parliamentarian）、および幹事か
ら成る。 （RI 細則 9.050.）
議長

　議長は、審議会の司会者となり、このRI 細則および会議運営手続規則の関係規定に掲げられ
ている職務、ならびに通常その職責に属する任務を行うものとする。 （RI 細則 9.050.1.）
副議長

　副議長は、議長の決定または他の事情によって、司会を務めるものとする。また、副議長は、
議長の決定により議長を補佐するものとする。 （RI 細則 9.050.2.）
議事運営手続の専門家

　議事運営手続の専門家は、議事運営手続に関する件で議長と審議会に提言、助言するものと
する。 （RI 細則 9.050.3.）
幹事

　事務総長は、審議会幹事となる。ただし、会長の承認を得て、自分に代わって幹事を務める
者を任命することができる。 （RI 細則 9.050.4.）

●役員の資格条件（Qualifi cations of Offi  cers）
クラブ会員（Club Membership）

　RI の各役員は、クラブの瑕疵なき会員でなければならない。 （RI 細則 6.050.1.）
会長（President）

　RI の会長候補者は、会長に指名される以前にRI の理事としてその任期を全期務めた者でな
ければならない。ただし、全期に足りない在職であっても、理事会がこの規定の趣旨に照らし
て差し支えないものと認めた場合はこの限りでない。 （RI 細則 6.050.2.）
理事（Director）

　RI 理事候補者は、理事として推薦される以前にRI のガバナーとしてその任期を全期務めた
者でなければならない。ただし、全期に足りない在職であっても、理事会がこの規定の趣旨に
照らして差し支えないものと認めた場合はこの限りでない。また、ガバナーを務めてから少な
くとも3年が経過していなければならない。理事候補者はさらに、推薦される前の36カ月間に、
少なくとも2回の研究会と1回の国際大会に出席していなければならない。（RI細則6.050.3.）
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●役員の指名と選挙　一般規定
　　（Nominations and Elections for Offi  cers－ General Provisions）
最適任のロータリアン

　RI の被選役職における職務には、最適任のロータリアンが選ばれるものとする。
 （RI 細則 11.010.）
役員の指名

　RI 会長、理事、ガバナーの指名は、指名委員会とクラブによって行うことができる。
 （RI 細則（11.020.）
資格条件

　RI 役職の候補者または被指名者は、すべて、瑕疵なきクラブ会員であるものとする。
 RI 細則（11.030.）
指名される資格がない人

　指名委員会
　現実に指名委員に選ばれる , 選ばれないにかかわりなく、指名委員会の委員となることに書
面で同意した者、その補欠者、指名委員候補者、また 1度選ばれて、その後辞退した指名委員
候補者、また、その配偶者、子供、親は、その指名委員会が選ぶはずだった年度の役職に指名
される資格はないものとする。 （RI 細則 11.040.1.）
　ロータリー職員
　クラブ、地区、またはRI の常勤、有給の職員は、事務総長の役職を除き、選挙を要する
RI のいかなる役職にも就けないものとする。 （RI 細則 11.040.2.）
役員の選挙

　RI の役員は、RI 細則 6.010.（国際大会における役員の選挙）と 10.120（役員の選挙）に
規定するように年次国際大会で選挙されるものとする。
選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動（Campaigning, Canvassing, and Electioneering）

　ロータリーの被選役職における職務に最適任のロータリアンが選ばれるようにするため、選
挙運動、投票依頼、当選を図るための活動、あるいは別の活動によって肯定的、否定的を問わ
ず選挙手続きに影響を及ぼすいかなる行動も禁止されている。ロータリアンは、選挙によって
任命されるRI の役職に就くために選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動をおこなっては
ならないし、自分の代わりの人に、または他の人の代わりにこのような活動をさせてもならない。
理事会が特に認めたもの以外に、パンフレット、印刷物、書状その他（電子メディアや電子通
信手段を含む）を、クラブまたはクラブ会員に、ロータリアン自身あるいはこれに代わる他の人々
が配布もしくは回覧してはならない。候補者が、自分に代わって、このような禁止されている
活動が実施されているのに気付いたなら、直ちに、その関係者に非難の意を表明し、このよう
な活動を中止するよう指示するものとする。 （RI 細則 11.060.）
選挙審査手続（Election Review Procedures）

　不服申し立て（Complaints）
　RI 被選役職の選出手続きまたはRI 選挙の結果について疑いがある、という申し立ては、ク
ラブが書面で申し立てない限り考慮されないものとする。この申し立ては、少なくとも他の五
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つのクラブまたはRI 現役役員の同意を得なければならない。すべての申し立ては、投票結果の
発表後 21日以内に証拠書類を添えて事務総長に提出するものとする。違反したとの十分な証
拠が存在する場合、地区またはゾーンの会合に於ける会長代理も申し立てを開始できる。この
代理はその証拠を事務総長に回付するものとする。事務総長は、公表されている理事会手続に
従って、申し立てについて決定を下すものとする。 （RI 細則 11.070.1.）
　理事会の審議（Board Consideration）
　理事会は、このような申し立てを十分に審議するものとする。理事会は、申し立てを却下す
るか、当該被選役職または将来のRI 役職、あるいは、その両方について候補者を失格とするか、
または、理事会が公正かつ正当とみなす他の措置を講じるものとする。候補者を失格とするに
は 3分の 2の投票を必要とし、その失格は、理事会の定めるRI 役職に一定期間適用される。
理事会は、RI 細則 10.060.（特別代議員）に反したロータリアンに対し、公正とみなされる措
置を講じることができる。理事会の決定は速やかに、全関係者に通知される。
 （RI 細則 11.070.2.）
地区から繰り返し提出される選挙の不服申し立て（Repeated Election Complaints from a District）

　細則あるいは標準クラブ定款の規定にかかわりなく、以下を定めるものとする。
（ａ） 過去 5年以内に、RI 細則 11.070.1.（不服申し立て）に基づく不服申し立てが１地区

から 2件以上あり、RI 理事会が過去 5年以内に 2件以上の不服申し立てを支持し、RI
細則あるいは選挙への申し立て手順に違反するとみなすに十分な理由がある場合、理事
会は次の措置を取ることができる。

 １．  ノミニーと一部またはすべての候補者を失格とし、地区内のクラブに所属する資
格条件を備えている 1名を選出する。

 ２．  選挙手続きに不適切な影響を与えたり、妨害行為を行った人を解任する。
 ３．  選挙手続きに不適切な影響を与えたり、妨害行為を行った現RI 役員または元RI

役員は、現RI 役員または元RI 役員とみなされなくなるものとする。
（ｂ） 過去 5年以内に、１地区から 3件以上、RI 細則 11.070.1.（不服申し立て）に基づく

不服申し立てが 出ており、RI 理事会が過去 5年以内に 3件以上の不服申し立てを支持
した場合、理事会は当該地区を解散し、各クラブを近隣地区に割り当てることができる。
RI 細則 16.010.1.（境界の廃止と変更）の規定は本項に適用されないものとする。

 （RI 細則 11.070.3.）
選挙運動禁止規定に対する候補者の申告（Candidate Declaration of Campaigning Provisions）

　選挙による役職に候補者を推薦するために使う所定の書式がある場合、このような書式には、
候補者が本RI 細則の規定を読み、理解し、受入れ、本RI 細則の規定に拘束されることに同意
したと署名する申告欄が含まれていなければならないものとする。 （RI 細則 11.070.4.）
選挙審査手続の完了（Completion of Election Review Procedure）

　ロータリアンとクラブは、選挙によって役職に選任される権利を主張し、またはRI 選挙結果
に異議を唱える唯一の方法として、RI 細則に定める選挙審査手続に従う義務がある。
　候補者たるロータリアン、またはこのような候補者を代弁するクラブが、選挙審査手続に従
わず、また選挙審査手続の完了を待たず、ロータリー以外の機関または他の紛争解決機関の介
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入を要請した場合、この候補者は、当該役職に選挙される資格を失い、将来、理事会により定
められた期間、RI におけるいかなる役職の候補者ともなる資格を失うものとする。クラブまた
はロータリアンが、ロータリー以外の機関または他の紛争解決機関の介入を求める前に選挙審
査手続きに従い、かつ完了することを怠った場合、理事会はRI 細則 3.030.4.（法的訴訟によ
る終結）に従い適切な措置を取ることができる。 （RI 細則 11.070.5.）

●役員の就任式（Offi  cer inductions）
　各ロータリークラブは、クラブ役員と会員が、クラブとロータリーに対する意欲を新たにし、
再認識する機会を与えるため、各ロータリー年度の初めに役員就任式を開くべきである。

●役員の選挙（Election of Offi  cers）（国際大会）
投票権を有する選挙人（Electors Voting Rights）

　選挙人は、選挙される各役員に対して 1票を投じる権利を有する。
 （RI 細則 10.120.1.）
投票（Ballot）

　すべての役員の選挙は無記名投票によるものとし、3名以上の候補者がある場合の投票は単
一移譲式投票の方法によるものとする。一つの役職に対してノミニーがただ 1名の場合、選挙
人は、口頭による投票によって、事務総長に意思表示してそのノミニーに対する選挙人の統一
投票を行うことができる。 （RI 細則 10.120.2.）
過半数の投票（Majority Vote）

　前述の役職ごとに投じられた票のうち、過半数の票を得たノミニーがそれぞれ当該役職の当
選者として宣言されるものとする。必要な場合には、第２選択以下全選択投票をも計算に入れ
るものとする。 （RI 細則 10.120.3.）
国際大会へのノミニー名の提出（Presentation of Nominations to Convention）

　正規の手続を経てRI 会長、理事、ガバナー、RIBI 会長、副会長、名誉会計に指名されたノ
ミニーの氏名は事務総長に証明され、事務総長から選挙のため国際大会に提出されるものとす
る。 （RI 細則 10.120.4.）

●役員の任期（Term of Offi  ce）
役員（Offi  cers）

　会長、理事、ガバナーを除き、各役員の任期は、選挙後の 7月 1日に始まるものとする。理
事を除き、すべての役員は、1年またはその後継者が選挙されるまで在任するものとする。理
事はすべて 2年またはその後継者が選挙されるまで在任するものとする。 （RI 細則 6.060.1.）
会長エレクト（Offi  ce of President-elect）

　会長に選挙された者は、次の年度の 7月 1日から会長エレクトを務め、同時に理事会のメン
バーとなるものとする。会長エレクトは副会長に選ばれる資格はない。会長エレクトは、会長
エレクトとしての任期を 1年間務めた翌年に会長を務めるものとする。 （RI 細則 6.060.2.）
理事（Offi  ce of Director）
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　各理事の任期は、選挙された年の翌年の 7月 1日に始まるものとする。 （RI 細則 6.060.3.）

●役員の任務（Duties of Offi  cers）
会長の任務（Duties of RI President）

　会長は、RI の最高役員とする。会長は、
（ａ）全世界のロータリアンにとって前向きかつ意欲を引き出すリーダーとなる。
（ｂ）理事会の議長となり、理事会の全会合を主宰する。
（ｃ）RI の第１の代弁者とする。
（ｄ）すべての国際大会およびRI のほかのすべての理事の国際会合を主宰する。
（ｅ）事務総長に助言する。
（ｆ）理事会により割り当てられた権限と責任を有する。 （RI 細則 6.140.1.）
会長エレクトの任務（Duties of RI President-elect）

　会長エレクトは、理事会のメンバーとして、また細則に規定する任務および権限のみを持つ
ものとする。ただし、会長または理事会から、その他の任務を託される場合もある。
 （RI 細則 6.140.2.）
事務総長の任務（Duties of RI General Secretary）

　事務総長は、RI の最高執行責任者とする。最高執行責任者である事務総長は、理事会の指示
監督の下にRI の日々の管理に責任を負う。事務総長は、RI の財務運営を含め、方針の実施、
運営、管理について会長と理事会に責任を負うものとする。事務総長はまた、理事会によって
定められた方針をロータリアンおよびクラブに知らせるものとする。事務総長は、RI 事務局職
員の監督に単独で責任を負うものとする。事務総長は、理事会に対して年次報告を行うものとし、
その報告は、理事会の承認を経た上で、年次国際大会に提出しなければならない。
　事務総長は、理事会の要求する金額の契約履行保証をもって、誠実な任務の遂行を誓約する
ものとする。 （RI 細則 6.140.3.）
財務長の任務（Duties of Treasurer）

　財務長は、事務総長から定期的に財務関連情報を受け取り、RI 財務運営について事務総長と
協議するものとする。財務長は、理事会に財務報告をし、また年次国際大会で報告するものと
する。財務長は、理事の職責に属する任務と権限のみ有するが、会長または理事会から、その
他の任務を託される場合もある。 （RI 細則 6.140.4.）

●役員の報酬（Compensation of Offi  cers）
　事務総長は報酬を受ける唯一の役員とする。理事会がその報酬額を定めるものとする。理事
会が定めた経費支弁方針に従って認められている妥当かつ領収書を伴う経費の支払い以外、そ
の他の役員や会長ノミニーに対しては、謝意、謝礼金、これに相当する支払を含め、一切支払
いが行われないものとする。 （RI 細則 6.130.）

●友愛の家（House of Friendship）
　友愛の広場ともいわれる。国際大会または年次大会において、参加ロータリアンが自由に出
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入りして相互に交歓し友愛の実を上げる目的で設置される親睦の場所をいう。会場内、または
会場の周囲に設置され、軽い飲み物等が無料で提供される。一面識もないロータリアンがこの
広場で、お互いに肩をたたき合える友人となることも珍しくはない。

●郵便投票（Ballot-by Mail）（RI 会長の選挙）
　会長選挙がRI 細則 12.070.（クラブによる追加指名）で規定されるように郵便投票で行わ
れることになった場合、その手続は次のように行われる。
投票委員会（Balloting Committee）

　会長は、投票用紙の準備を監督するために、また、クラブの行った投票を受理し、これを数
えるために投票委員会を任命するものとする。 （RI 細則 12.100.1.）
投票用紙の書式（Ballot Specifi cations）

　投票委員会は投票用紙を用意し、単一移譲式投票による場合には、その様式の投票用紙を準　
備する。投票用紙には、正式に推薦された全候補者の氏名を列記する。指名委員会選出の候補
者の氏名に次いで、他の候補者の氏名をアルファベット順に投票用紙に列記する。指名委員会
選出の候補者の氏名には、指名委員会選出と投票用紙に明記する。 （RI 細則 12.100.2.）
投票用紙の郵送（Mailing of Ballot）

　投票委員会は、次の２月 15日までに、投票用紙が各クラブに郵送されるようにしなければ
ならない。この投票用紙は、投票を記入して 4月 15日までにRI 世界本部内の投票委員会に必
着するよう返送する旨指示して郵送されるものとする。投票用紙に候補者の写真と履歴書を添
えるものとする。 （RI 細則 12.100.3.）
クラブの投票（Club Voting）

　各クラブは、少なくとも１票を投じる権利を有する。会員数 25名を超えるクラブは、25名
ごとに１票、または端数が 13名以上の場合、さらに１票の割合で投票権を有するものとする。
この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直前のクラブ請求書の期日における会員数に基
づくものとする。ただし、RI の加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投
票に参加する権利がないものとする。 （RI 細則 12.100.4.）
投票委員会の会合（Balloting Committee Meeting）

　投票委員会は、会長の決定する時と場所において会合を開くものとする。委員会は、投票用
紙を審査し、これを数える。会合は 4月 20日までに開かなければならない。投票委員会は、
開票結果の報告を、その後 5日以内に事務総長に対して書面で証さなければならない。
 （RI 細則 12.100.5.）
投票の集計（Counting of Votes）

　過半数の票を獲得した候補者が、会長エレクトとして公表されるものとする。必要であれば、
第 2選択票および第３以下の選択票をすべて算入するものとする。 （RI 細則 12.100.6.）
会長エレクトの発表（Announcement of President-elect）

　会長は、4月 25日までに会長エレクトの氏名を発表しなければならない。
 （RI 細則 12.100.7.）
同数の場合（Tie Vote）
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　郵便投票で得票数が同数となった場合、次の手続きを踏むものとする。同数となった候補者
の 1人が指名委員会選出の人であった場合、この人が会長エレクトとして公表される。同数と
なった候補者のいずれも指名委員会選出の人でない場合は、理事会が、その 1人を会長エレク
トに選ぶものとする。 （RI 細則 12.100.8.）

●郵便投票によるガバナーの選出（Selection Through Ballot-by-Mail of Governor）
　RI 細則 14.020.1（ガバナーノミニーの選出方法）の下に必要とされる事情がある場合、も
しくは理事会の許可を得た場合、地区は、指名委員会の力を借りずに、ガバナーノミニーを郵
便投票によって選ぶことができる。 （RI 細則 14.030.）
手続（Procedure）

　ガバナーは、地区内クラブの幹事に対して、ガバナー候補者を推薦するよう公式な要請書を
郵送しなければならない。すべての推薦は書面によることとし、クラブの会長および幹事の署
名がなければならない。クラブは、ガバナーノミニーの候補者として自クラブに所属する会員
を 1名のみ推薦することができる。その書面は、ガバナーの定める期限までにガバナーのもと
に届いている必要がある。ただしその期限は、公式要請発効日より少なくとも 1カ月後でなけ
ればならない。クラブから推薦された候補者が 1名のみの場合は投票を要しないものとし、ガ
バナーはその候補者をガバナーノミニーとして公表するものとする。 （RI 細則 13.030.1.）
2人以上の候補者がクラブから推薦された場合（Club Nomination of Two or More Candidates）

　候補者が 2名以上ある場合、ガバナーは、このような候補者一人一人の氏名と資格条件を地
区内の全クラブに通知し、ガバナーノミニー候補者全員が郵便投票において票決に付されるこ
とになる。 （RI 細則 13.030.2.）

●郵便投票による代表議員の選挙（Election of Representatives Through Ballot-by-Mail）
理事会による郵便投票の承認（Board Authorization for Ballot-by-Mail）

　事情により必要のある場合、理事会は、地区に対しその地区の審議会代表議員または補欠議
員を郵便投票によって選ぶことを認めている。その場合ガバナーは、その代表議員候補者を推
薦するよう公式の要請書を作成し、その地区内各クラブの幹事に漏れなく郵送されるようにし
なければならない。推薦は、すべて書面により行われ、そのクラブの会長および幹事がこれに
署名しなければならない。これらの推薦書はガバナーの定める期日までにガバナーのもとに届
いていなければならない。ガバナーは、推薦された有資格被指名者をアルファベット順に載せ
た投票用紙を作らせ、これを各クラブに郵送させた上、郵便投票を実施すべきものとする。ガ
バナーの定めた期日までに、自分の氏名を投票用紙から除外することを書面で要請した候補者
は除くものとする。各クラブは、少なくとも 1票を投じる権利を有する。会員数 25名を超え
るクラブは、25名ごとに 1票、端数が 13名以上の場合、さらに 1票の割合で投票権を有す
るものとする。この投票権の数は、投票の行われる期日に先立つ、直前のクラブ請求書の期日
における会員数に基づくものとする。ただし、RI の加盟会員としての資格が停止されているい
かなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。ガバナーは、本項に規定する郵便投
票手続を実施することを目的とした委員会を任命することができる。 （RI 細則 9.080.1.）
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郵便投票による選挙（Election Through Ballot-by-Mail）
　　地区大会に出席し投票する選挙人の多数決をもって、審議会代表議員および補欠議員を郵
便投票によって選出することができる。郵便投票は、年次地区大会が開かれた月の翌月に、実
施されるものとする。この郵便投票は、RI 細則 9.080.1.（理事会による郵便投票の承認）に
掲げられている規定に従って実施されるものとする。 （RI 細則 9.080.2.）
クラブから代表議員を推薦（Suggestions by Clubs for Representative）

　候補者を指名するクラブがこの候補者の所属クラブでない場合、この指名が認められるには、
候補者の所属クラブが書面で明確に同意するものとし、また、この文書にはクラブの会長と幹
事の両方が署名するものとする。 （RI 細則 9.080.3.）

●予算（Budget）
理事会の採択（Adoption by Board）

 毎年、理事会は、次の会計年度に対するRI の収支予算を採択しなければならない。総支出の
予算額は、総収入見積額を上回ってはならないものとする。 （RI 細則 18.050.1.）
予算の改訂（Revision of Budget）

　　このような予算は、理事会がいつでも改訂できる。ただし、総支出見積額は、総収入見積
額を上回ってはならない。 （RI 細則 18.050.2.）
予算支出（Budgeted Expenditures）

　RI の資金は、いかなる費用であっても、理事会承認の予算の範囲内でなければ、支払っては
ならない。事務総長は、本項への準拠を施行する義務と権限を持つものとする。
 （RI 細則 18.050.3.）
収入見積額を超える支出：非常事態と不測の事態
　（Expenditures in Excess Anticipated Revenue; Emergency and Unforeseen Circumstances）

　理事会は、非常事態と不測の事態に限り、全理事の 4分の 3の投票により、収入見積額を上
回る支出を認める権限を有する。ただし、理事会は、RI の純資産を上回る負債を生じるような
支出を招いてはならない。超過支出とそこに至るまでの経過は、会長が 60日以内に全RI 役員
に報告した上、次の国際大会で報告するものとする。 （RI 細則 18.050.4.）
RI の年間予算の公表（Publication of the Yearly Budget of RI）

　RI 細則 18.050.1.（理事会の採択）の規定に従って採択したRI 予算は、理事会が決定した
書式で出版し、各ロータリー年度の 9月 30日までに全ロータリークラブに周知させるものと
する。 （RI 細則 18.050.5.）
収入見積額を超える支出：一般剰余金
　（Expenditures in Excess of Anticipated Revenue; General Surplus Fund）

　RI 細則 18.050.4.（収入見積額を超える支出：非常事態と不測の事態）の規定にかかわらず、
一般剰余金が、一般剰余金で賄われた支出と国際大会および規定審議会にかかる独立採算の支
出を除く、直前までの過去 3年間における年間支出最高額の 85％を超えた場合、いかなる時
でも、理事会は、その 4分の 3の投票により、収入見積額を上回る支出を認める権限を有する。
ただし、その支出によって一般剰余資金がその 85％レベルの 100％より減少してはならない。
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超過支出とそこに至るまでの経過は、会長が 60日以内に全RI 役員に報告した上、次の国際大
会で報告するものとする。 （RI 細則 18.050.6.）

●四つのテスト（The Four-Way Test）
　ロータリー資料１・「四つのテスト」を参照。（P609-615）

●米山梅吉（Umekiti Yoneyama）
米山梅吉略伝、米山奨学会、ロータリーの先駆者・「米山梅吉」を参照。（P8-10， 380， 656）

●米山記念奨学会（Rotary Yoneyama Memorial Foundation Inc.）
　「米山記念奨学会」を参照。（P379-402）

●米山月間（Yoneyama Month）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P733）

●米山功労者（Yoneyama Foundation Distinguished Contributor）
　「米山記念奨学会」を参照。（P384）

●米山奨学会「表彰制度」（Recognition system of Rotary Yoneyama Memorial Foundation Inc.）
　「米山記念奨学会」を参照。（P384）

●米山奨学金（Yoneyama Scholarships）
　「米山記念奨学会」を参照。（P390）

●ライトハウス識字プロジェクト（Lighthouses Literacy Project）
　1997－ ‘98年度国際ロータリー識字・計算能力向上実行グループ
は、発展途上国の 10億人に識字能力向上を推進するキャンペーンを
具体化し、世界中のロータリアンに参加するよう呼びかけた。RI のこ
の識字能力向上プログラムは“ライトハウス（灯台）作戦”と名付け
られ、この運動は、タイで最初に実施され、その後多くの発展途上国
で成功を収めている。灯台が安全な航路を示すように識字を通じて
人々に歩む道を示すことを目的としている。ライトハウス・プロジェ
クト（ライトハウス作戦）は、識字率向上プログラムを開発するための 3－ Hプログラムから
生まれた。

●来訪者料金（Visitor’s Fee）
　クラブがメークアップのために来訪した他クラブのロータリア
ンから徴収する食事代で、各クラブ毎に異なった額を定めている。
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●ライラ（Rotary Youth Leadership Awards）（RYLA）
　ロータリー青少年指導者育成プログラムのこと。

●利害の対立、衝突（Confl ict of Interest）
　ロータリアンやロータリー従業員の親族が、奨学生や職業研修チームメンバーになれないこ
と。また、原則として、ロータリアンが地区補助金やグローバル補助金の受益者になれないこと。

●理事および役員、ならびに委員会（Directors and Offi  cers and Committees）（クラブ）
管理主体（Governing Body）
　本クラブの管理主体は、細則の定めるところによって構成される理事会とする。

権限（Authority）
　理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持つものとし、正当な理由があ
る場合は、そのいずれをも罷免することができる。

理事会による最終決定（Board Action Final）
　クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は最終的なものであって、クラブに対して
提訴する以外にこれを覆す余地はない。しかしながら、会員身分の終結の決定に関しては、
会員は標準クラブ定款第 15条第 6節（会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める
権利）の規定に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁に訴えることができる。こ
のような提訴の場合、提訴の対象となった決定は、理事会が指定した例会において、定足
数の出席を得て、その出席会員の 3分の 2の投票によってのみ覆すことができるものとす
る。そして、当該例会の少なくとも 5日前に、当該提訴の予告が、幹事により、各会員に
対して与えられていなければならない。もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終
決定となる。

クラブ役員（Club Offi  cers）
　クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、会計とし、1名または数名の
副会長、および会場監督を役員に含めることができる。このうち、会長、直前会長、会長
エレクト、副会長、幹事および会計は、全員理事会のメンバーとする。また、会場監督は、
細則の定めるところに従って理事会のメンバーとすることができる。クラブ役員は定期的
に衛星クラブの例会に出席するものとする。

役員の選挙（Election of Offi  cers）（クラブ）
（a）  会長を除く役員の任期（Terms of Offi  cers other than President）各役員はクラブ

細則の定めるところに従って選挙されるものとする。会長を除き、各役員は選挙された
直後の 7月 1日に就任し、選挙された任期中または後任者が然るべく選挙されかつ適格
となるまで在任するものとする。

（b）  会長の任期（Term of President）会長は、細則の定めるところに従って、就任する日
の直前 18か月以上 2年以内に選挙されるものとし、選挙された時点から会長ノミニー
を務めるものとする。会長ノミニーは、会長として就任する前の年度の 7月 1日に、会
長エレクトの役職名が与えられるものとする。会長は、7月 1日に就任し、1年間、ま
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たは後任者が然るべく選挙されて適格となるまで、その職務に当たるものとする。
（c）  資格要件（Qualifi cations）各役員および各理事は、いずれも、本クラブの瑕疵なき会

員でなければならない。クラブ会長の候補者は、指名に先立つ少なくとも 1年間、本ク
ラブの会員であるものとする。ただし、1年未満であっても、当該会員の奉仕がこの要
件の趣旨を満たしていると地区ガバナーが判断した場合は例外となる。会長エレクトは、
ガバナーエレクトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区研修・
協議会に必ず出席しなければならない。免除された場合は、所属クラブによって指名さ
れた代理を必ず派遣しなければならない。この代理人は会長エレクト本人に対し結果報
告するものとする。会長エレクトが、ガバナーエレクトからの免除を受けずに、会長エ
レクト研修セミナーおよび地区研修・協議会に出席しない場合、あるいは、免除されて
も指定の代理をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレクトはクラブ会長
に就任できないものとする。このようなことが起こった場合、会長エレクト研修セミナー
および地区研修・協議会、もしくはガバナーエレクトが十分であるとみなした研修に出
席した後任者が正式の手続によって選挙されるまで、現会長が継続してクラブ会長を務
めるものとする。

本クラブの衛星クラブの組織運営（Governance of a Satellite Club of This Club）
　衛星クラブは、本クラブと同じ、またはその周辺地域に所在するものとする。
（a）  衛星クラブの監督（Satellite Club Oversight）本クラブは、理事会が適切とみなす一

般的な監督と支援を、衛星クラブに提供するものとする。
（b）  衛星クラブの理事会（Satellite Club Board）衛星クラブの日々の運営のため、衛星ク

ラブ独自の理事会を毎年選出するものとする。この理事会は会員から選ばれ、細則の定
めるところに従って、衛星クラブの役員および４～ 6名のその他の会員により構成され
る。衛星クラブの最高役員は議長（chairman）であり、その他の役員は、直前議長、
議長エレクト、幹事、会計である。衛星クラブ理事会は、本クラブの指導の下、ロータリー
の規定、要件、方針、目標、目的に従って、衛星クラブの日々の運営とクラブ活動の管
理を担う。本クラブ内または本クラブに対して、いかなる権限も持たない。

（c）  衛星クラブの報告手続（Satellite Club Reporting Procedure）衛星クラブは、毎年、
クラブ会員と、クラブの活動およびプログラムに関する報告書を、本クラブの会長と理
事会に提出するものとする。この報告書には、財務諸表と監査済みの会計報告を添付す
るものとし、これらは、本クラブの年次総会に向けた報告書に含まれる。また、本クラ
ブからの要請に応じて、その他の報告書を随時提出する。

委員会（Committees）
　本クラブは次の委員会を有すべきである。
　　・クラブ管理運営
　　・会員増強
　　・公共イメージ
　　・ロータリー財団
　　・奉仕プロジェクト
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　必要に応じて追加の委員会を任命する。 （標準クラブ定款第 13条）

●理事会での決議案の審査（Board Examination of Proposed Resolutions）
　理事会（理事会に代わって定款細則委員会によって）はすべての決議案本文を審査し、欠陥
があれば、提案者にその旨通告するものとする。 （RI 細則 8.080.）
審議会に回付されない決議案（Resolutions Not Transmitted to the Council）

　定款細則委員会の助言に基づき、決議案が正規の手続きで提出されていない、または欠陥が
あると理事会が決定した場合、理事会はその決議案を審議のため審議会に回付しない旨指示す
るものとする。理事会がこのような決定をした場合は、事務総長が提案者にこの旨通告するも
のとする。 （RI 細則 8.080.1.）
審議会における決議案の審議（Council Consideration of Resolutions）

　決議審議会は、正規の手続きで提案された決議案を審議してこれに対する決定を行わなけれ
ばならない。 （RI 細則 8.080.2.）
決議案の採択（Adoption of Resolutions）

決議案は、決議審議会で投票する代表議員の少なくとも過半数の賛成票で、採択することがで
きる。 （RI 細則 8.080.3.）

●理事会での立法案の審査（Board Examination of Proposed Legislation）
　理事会（理事会に代わって定款細則委員会によって）はすべての立法案本文を審査し、欠陥
があれば、提案者にその旨通告し、可能であれば修正を提言するものとする。（RI 細則 7.050.）
同種の立法案（Similar Legislation）

　実質的に同種の立法案が提出されている場合、理事会（理事会に代わって定款細則委員会）は、
提案者たちに折衷案を提言できる。提案者たちが折衷案に同意しない場合、理事会は、定款細
則委員会の助言に基づき、事務総長に対し、同種の提案の趣旨を最もよく表現するような代案
を審議会に回付するよう指示できる。このような折衷案および代案となる立法案は、そのよう
なものとして別個に指定され、所定の締切日に拘束されないものとする。 （RI 細則 7.050.1.）
規定審議会に回付されない立法案（Legislation Not Transmitted to the Council on Legislation）

　定款細則委員会の助言に基づき、RI 細則 7.040.4.（立法案の審査）に従い、立法案が正規
の手続きで提出されていない、または欠陥があると理事会が決定した場合、理事会は、その立
法案を審議のため規定審議会に回付しない旨指示できる。理事会がこのような決定をした場合
は、事務総長が提案者にこの旨通告するものとする。いずれの場合も、規定審議会でこの立法
案を審議するには、その提案者は、規定審議会議員の 3分の 2の同意を得なければならない。
 （RI 細則 7.050.2.）
審議会に提出する修正案および立法案の回付
　（Amendments to the Council and Transmittal of Legislation）

　立法案の修正案はすべて、理事会（理事会に代わって定款細則委員会）によって提出の締切
日が延期されない限り、審議会が開かれる前のロータリー年度の 3月 31日までに、提案者か
ら事務総長に提出しなければならない。RI 細則 7.050.2.（規定審議会に回付されない立法案）
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および 7.050.3.（審議会に提出する修正案および立法案の回付）の規定に従い、事務総長は、
期日通りに提出されたすべての修正案を含め、正規の手続で提出された全立法案を審議会に回
付しなければならない。 （RI 細則 7.050.3.）
立法案の公表（Publication of Proposed Legislation）

　事務総長は、審議会が開かれるロータリー年度の 9月 30日までに、定款細則委員会により
審査、承認された趣旨および効果に関する提案者の声明文とともに、正規の手続で提出された
すべての立法案の写しを、各地区ガバナーに、規定審議会の全構成員、希望したクラブの幹事
に提供する。立法案は、ロータリーのウェブサイトからも入手できるようにしなければならない。
 （RI 細則 7.050.4.）
審議会における立法案の審議（Council Consideration of Legislation）

　審議会は、正規の手続で提案された立法案ならびにそれらに対する修正案を審議してこれに
対する決定を行わなければならない。 （RI 細則 7.050.5.）

●理事会に対する建議案（memorial to the Board）
　特定の事柄に関する決定を要請する理事会への請願。

●理事会に対する請願書（Petitions to the Board）
　審議会に決議案を提出する代わりに、クラブは、RI 理事会に請願書を直接提出することを考
慮してもよい。
　請願書は、特定の事柄に関する決定を要請する、理事会への要請である。
　理事会に対する請願書は、クラブが提出するか、または地区大会の結果として提出できる。
請願書の意図を、RI 会長、理事会、または事務総長に宛てた書簡において明確に説明すべきで
ある。クラブが提出する請願書は、クラブまたはクラブ会長の公式のレターヘッド付きの用箋
を用いて、決議案または書簡の形式で提出できる。このような請願書には、クラブ会長の署名
が必要である。
　多くの場合、請願書によって、提出者の目的はより効果的かつ速やかに達成される。ただし、
その意図を達成するには組織規定の改正が必要もしくは望ましいとロータリークラブが考える
場合、RI 理事会に決定を要請するのではなく、クラブが適切な立法案を作成するべきである。

●理事会による指名の拒否（ガバナーノミニー）
　　（Rejection of Nomination by Board（Governor-Nominee））
　ガバナーノミニーが所定の資格条件にかける場合、理事会はその指名を拒否し、事務総長は
これを選挙のため国際大会に提出しないものとする。

●理事会の会合（Board Meeting）（クラブ）
　理事会のすべての会合について書面による議事録が提供されるべきである。この議事録は当
該会合後60日以内に全会員が入手できるようにすべきである。（標準クラブ定款第8条第3節）
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●理事会の会合（Meetings of the Board）（RI）
期日、場所、および通知（Time,Place,and Notice）

　理事会の会合は、理事会が決定する時と場所において開くか、もしくは会長の招集によって
開くものとする。会合は、通知を必要としない場合を除き、開会日の少なくとも 30日前までに、
事務総長から、理事会の全員に通知されなければならない。理事会は、各年度に少なくとも 2
回会合を開かなければならない。理事会の公式会合に直接出席する代わりに、テレビ会議、イ
ンターネット、およびその他の通信設備を使って会議を開くことができる。
 （RI 細則 5.050.1.）
定足数（Quorum）

　RI 定款または細則によってより多くの投票が必要とされる案件を除き、理事会のメンバーの
過半数をもってすべての事項を処理するための定足数とする。 （RI 細則 5.050.2.）
年度の最初の会合（First Meeting of Year）

　次期理事会の会合が、年次国際大会の終了直後に開催されるものとする。次期会長がこの会
合の時と場所を定めるものとする。この会合における決定事項は、7月 1日以後に、理事会で、
またはRI 細則 5.060.（通信による投票）に述べられている方法のうちのいずれかによって承
認されなければならない。承認後に、その決定は、初めて効力を発するものとする。
 （RI 細則 5.050.3.）
そのほかの出席者（Additional Participants）

　会長ノミニーは、理事会会合において、投票権を持たない出席者であるものとする。
 （RI 細則 5.050.4.）

●理事会の決定に対する提訴（Appeals of Board Action）（RI）
　理事会の決定は、理事会によって定められる規則の下、直前の規定審議会の地区代表議員に
提出される郵便投票を通じて提訴する以外に、これを覆すことができないものとする。提訴は、
クラブが、少なくとも 24の他クラブの同意を得て、正式に事務総長に提出しなければならない。
24クラブのうち少なくとも半数は別の地区内のクラブでなければならない。提訴およびそれ
に対する同意はともに、理事会の決定後４カ月以内に受理されなければならず、事務総長はそ
の後 90日以内に上述の郵便投票を実施するものとする。このような提訴は、クラブ例会で正
式に採択され、クラブ会長と幹事が証明した決議書をもって行われるものとする。提訴の決定
に当たって、地区代表議員が審議するのは、理事会の決定を支持するかどうかということだけ
である。ただし、事務総長が次に予定された規定審議会開催の前３カ月以内に提訴を受理した
場合、理事会決定への提訴は、理事会決定を維持すべきかどうかを決定するため、規定審議会
に提出されるものとする。 （RI 細則 5.030.）

●理事会の決定の公表（Publication of Board Action）（RI）
　すべての理事会の議事録や決定は、各理事会会合後またはその決定が下された後 60日以内
にロータリーのウェブサイトに掲載され、全会員に公表されるものとする。さらに、公式議事
録に添付されるすべての補遺資料は、これを要請する会員が入手できるものとする。ただし、
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理事会によって機密または極秘とみなされる資料の掲載は除外できる。 （RI 細則 5.020.）

●理事会の権限（Authority）（クラブ）
　理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持つものとし、正当な理由がある場
合は、そのいずれをも罷免することができる。 （標準クラブ定款第 13条第 2節）

●理事会の権限（Board Authority）（地区）
　正式に設立された地区において、クラブがガバナーの直接監督の下に管理される場合、理事
会は理事会が必要かつ得策と考える委員会、審議会またはその他のガバナー補佐を認可するこ
とができる。 （RI 細則 15.010.）

●理事会の権限（Powers of the Board）（RI）
RI の業務の指示・管理（Directs and Controls the Aff airs of RI）

　理事会は、次の方法によってRI の業務を指示・管理する。
（a） 組織の方針を設定すること。
（b） 事務総長による方針実施を評価すること。
（c） 定款、細則、1986年イリノイ州非営利財団法およびその後の改正によって与えられた

権限を行使すること （RI 細則 5.040.1.）
役員および委員会に対する総括的管理・監督（Controls and Supervises Offi  cers and Committee）

　理事会は、RI のすべての役員、役員エレクト、役員ノミニー、委員会に対する総括的管理お
よび監督を行うものとする。然るべき理由がある場合には、聴聞を行った上、役員、役員エレ
クト、役員ノミニー、委員を罷免することができる。問責書を含む通知は、聴聞の行われる少
なくとも 60日前に、罷免聴聞にかけられる人に届けられていなければならない。このような
通知には、聴聞の日時と場所を明記し、郵便もしくは他の迅速な通信手段によって直接配達さ
れるものとする。罷免聴聞にかけられる人は、聴聞において、弁護士を代理人とすることがで
きる。役員、役員エレクト、役員ノミニー、委員を罷免するには、理事会全員の 3分の 2の投
票を必要とする。また、理事会は、RI 細則 6.120.（ガバナーの空席）に規定されるさらなる
権限を持つものとする。 （RI 細則 5.040.2.）
RI 戦略計画実行の監督（Oversight of the Implementation of the RI Strategic Plan）

　各理事は、自分が選出されたゾーン、および交互に理事が選出されるもう一方のゾーン／組
み合わされたゾーンにおけるRI 戦略計画の実行を監督するものとする。 （RI 細則 5.040.3.）

●理事会の審査（Board Examination）
　RI 細則の規定によると、定款細則委員会がRI 理事会に変わって、すべての立法案本文の全
部を点検し、欠点、欠陥があれば、提案者にその旨通告し、できれば修正を勧告する。

●理事会の任務（Duties of the Board）（RI）
　理事会は、RI の目的の推進、ロータリーの目的の達成、ロータリーの基本原則の研究と教育、
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ロータリーの理想、倫理および組織の特質の保存、ならびにロータリーを全世界に拡大する目
的のために必要なあらゆることを行う義務を負うものとする。RI 定款第 3条（RI の目的）の
目的を果たすため、理事会は戦略計画を採択するものとする。理事会は、各ゾーンでのRI 戦略
計画の実行を監督するものとする。理事会は、規定審議会の各会合で戦略計画の進捗について
報告しなければならない。 （RI 細則 5.010.）

●理事会メンバーの空席（Vacancies in Board Membership）（RI）
補欠（Alternates）

　理事に空席が生じた場合はいつでも、それがどのような理由であれ、理事会は、理事が選出
された時点で同じゾーン（あるいはゾーン内のセクション）から選出された補欠を、残存期間
を務める理事として選出するものとする。 （RI 細則 5.080.1.）
補欠が任務を果たせない場合（Alternate Unable to Serve）

　いかなる理由にせよ、補欠が任務を果たすことのできない場合には、その他の理事会メンバー
が、空席の生じた当該ゾーン（あるいはゾーン内のセクション）から理事を選挙するものとする。
選挙は、会長の決定に従って、次の理事会において、もしくは通信による投票によって行うも
のとする。 （RI 細則 5.080.2.）

●理事と地区およびクラブの関係（Relationship between Directors, Districts and Clubs）
　理事は、ロータリーの管理においてすべてのクラブを代表する。ガバナーは、RI 理事会の総
括的監督下に置かれる。然し、理事の居住地およびゾーンに対する親近感により、自分を指名
したゾーンあるいは交互にそれを行っているゾーンの理事とガバナーの間に特別な関係が存在
する。

●理事の任務遂行不能（Disability of Board Member）
　理事会のメンバーがその任務を遂行できないほどの身体的状態になったと理事会の 4分の 3
の投票で決定した場合、そのメンバーは、その決定後、直ちにその職を失い、RI 細則の規定に従っ
て後任が選出されるものとする。 （RI 細則 6.110.）

●理事は再選されない（Directors Not Eligible for Re-election）
　理事として、細則の定める全期間または理事会の定める期間務めた人は、会長または会長エ
レクトを務める場合を除いて、再度理事職に就くことはできない。 （RI 細則 6.040.）

●立法案（Proposed Legislation）
　立法案を提出しうるのは、クラブ、地区大会、RI 理事会、審議会、RIBI の審議会もしくは大
会である。立法案は、制定案、もしくは決議案という形で審議会に提出することができる。立
法案は規定審議会の開かれるロータリー年度の前年度の 12月 31日までに、事務総長に提出
しなければならない。立法案は地区あたり最多 5件までとする。事務総長は、審議会が開かれ
るロータリー年度の 9月 30日までに、正規の手続きで提出されたすべての立法案の写しを、
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各地区ガバナーに 10部、規定審議会の全構成員に 1部、すべての元理事に 1部、希望したク
ラブの幹事に 1部郵送しなければならない。立法案は、RI のウェブサイトにも掲載される。

●立法案の種類（Types of Proposed Legislation）
　規定審議会で審議される立法案は、制定案と見解表明案に限るものとする。組織規程を改正
しようとする提案は、制定案と称する。RI の立場を表明しようとする提案は、見解表明案と称
するものとする。 （RI 細則 7.010.）

●立法案の審査（Review of Proposed Legislation）
　定款細則委員会は、事務総長に提出されたすべての立法案を点検し、規定審議会に回付する。
また、以下を行うことができる。
・ 理事会に代わって、欠陥のある立法案を訂正するために適切な修正を提案者に提言する。
 （RI 細則 7.040.1.）
・ 理事会に代わって、実質的には同種の立法案の提出者に、その提案に代わる折衷案を提言
する。 （RI 細則 7.040.2.）

・ 提案者たちが折衷案に同意しない場合、同種の提案の趣旨を最も能く表現するような代案
を事務総長から審議会に回付するよう理事会に提言する。 （RI 細則 7.040.3.）

・ 正規の手続で提出された立法案であるか否か、欠陥のある立法案であるか否かを理事会に
提言する。 （RI 細則 7.040.4.）

・ 委員会が欠陥のある立法案であると決定した場合、事務総長が審議会に回付しないよう理
事会に提言する。 （RI 細則 7.040.5.）

・ 第 9.140.2. 項（定款細則委員会委員の他の任務）に定義される他の任務を遂行する。
 （RI 細則 7.040.6.）

●立法案の提出者（Who May Propose Legislation）
　ロータリー資料１・「規定審議会」を参照。（P598-599）

●臨時国際大会（Special Conventions）
　非常事態発生の場合、会長は理事会総員過半数の同意の下に、臨時国際大会を招集すること
ができる。 （RI 定款第 9条第 2節）

●倫理訓（Code of Ethics）
ロータリー資料 1・歴史的文書・「全分野の職業人のための
倫理訓（道徳律）」を参照。（P468-469）

●例会（Regular Meetings）
　本項に従わない規定または要件をクラブ細則に含めること
ができる。そのような規定または要件は、本項の規定または要



－ 301 －－ 301 －

カ

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ワ

ア

ラ

件に優先する。
（ａ） 日および時間（Day and Time）本クラブは、毎週 1回、クラブ細則に定められた日

および時間に、直接顔を合わせて定期の会合を開くものとする。本クラブはまた、この
方法では例会に出席できない会員のために、オンライン例会を手配するか、またはオン
ラインでつながる方法を提供することもできる。

（ｂ） 会合の変更（Change of Meeting）正当な理由がある場合は、理事会は、例会を、前
回の例会の翌日から次の例会の前日までの間のいずれかの日または定例日の他の時間ま
たは他の場所に変更することができる。

（ｃ） 取消（Cancellation）例会日が一般に認められた祝日を含む国民の祝日に当たる場合、
またはその週に一般に認められた祝日を含む国民の祝日が含まれる場合、またはクラブ
会員が死亡した場合、または全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合、
または地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、理事会は、例会を取り
やめることができる。理事会は、標準クラブ定款第 8条第 1節（c）項に明記されてい
ない理由であっても、1年に 4回まで例会を取りやめることができる。ただし、本ク
ラブが 3回を超えて続けて例会を開かないようなことがあってはならない。

（ｄ） 衛星クラブの例会（該当する場合）（Satellite Club Meeting（When Applicable））
細則により定められている場合、衛星クラブは、会員により定められた場所と日時にお
いて、毎週 1回、定期の会合を開くものとする。例会の日、時間、場所は、標準クラ
ブ定款第 8条第 1節（b）（会合の変更）と同様の方法で変更できる。衛星クラブの各
会合は、（c）（取り消し）に列記されたいずれの理由によっても取りやめることができる。
投票手続はクラブ細則の規定通りである。 （標準クラブ定款第 8条第 1節）

●例会場（Meeting Places）
　クラブは、例会を開く場所を決定する。各クラブは、外のロータリークラブのどの会員でも
出席できるような場所で例会を開くものと期待されている。 （ロータリー章典 7.010.）
　ロータリアンは、公式名簿またはロータリーのウェブサイト（www.rotary.org）の「クラ
ブ検索」で、クラブの例会曜日、時間、場所を見つけることができる。クラブは、体の不自由
な人が例会に出席したり、クラブの奉仕活動に参加したりできるよう手配すべきである。ロー
タリーＥクラブは、直接顔を合わせて会合を開く代わりに、主にオンラインで会合する。 

●例会と出席に関する規定の例外
　　（Exceptions to Provisions on Meeting and Attendance）
　標準クラブ定款の第 8条第 1節（例会）、第 12条第 1，2，3，4，5節（出席）、第 15条
第 4節（終結－欠席）に従わない規定または要件を細則に含めることができる。そのような規
定または要件は、本定款の上記の節の規定または要件に優先する。ただし、クラブは毎月少な
くとも 2回例会を開催しなければならない。 （標準クラブ定款第 7条）
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●ローターアクト（Rotaract）
　これは、1968年に理事会で採択された国際ロータリーの常設プログラムである。理事会は
「ローターアクト方針声明」「標準ローターアクトクラブ定款」「標準ローターアクトクラブ細則」
を定期的に見直し、必要に応じてこれを改正するものとする。 （ロータリー章典 41.040.）

●ローターアクトクラブとインターアクトクラブのための会長賞
　　（Presidential Citation for Rotaract and Interct Clubs）
　会長が指定したチャレンジ項目を満たしたローターアクトクラブやインターアクトクラブを
称える賞である。
推薦者：地区ガバナー
クラブが地区ガバナーに書式を提出する締切日：3月 31日
地区ガバナーが受賞資格を有するクラブをRI に報告する締切日：4月 15日

●ローターアクトクラブのRI 認証（RI Certifi cation of Rotaract Clubs）
　事務総長は、ローターアクトクラブの認証を行う。地区ガバナーの署名が認定の前提条件と
して必用になる。正式な規定ではないが、新規ローターアクトクラブは最低 15名の創立会員
を有することが推奨される。 （ロータリー章典 41.040.2.）

●ローターアクトクラブの解散
　ローターアクトクラブは次の場合に解散する。
ａ） 以下のために、提唱ロータリークラブの同意、承認または合意の有無にかかわらず、国

際ロータリーにより解散させられる場合：
１） その定款に従い活動しなかった場合。
２） 地区、国際ロータリー、またはロータリー財団やその役員、理事会、役員、職員に対

して訴訟を起こしたり、継続している会員に会員資格を与え、継続・維持している場合。
３） その他の場合。
ｂ） 地区ガバナーおよび地区ローターアクト代表と協議した後に、提唱ロータリークラブに

より解散させられた場合。
ｃ）ローターアクトクラブ自身の決定により解散する場合。
 （ロータリー章典 41.040. の 11.）

●ローターアクトクラブの目標
　ローターアクトクラブの目的は、青少年が個々の能力を開発するために役立つ知識や技能を
習得する機会を提供し、それぞれの地域社会における物質的あるいは社会的なニーズに取り組
み、友情と奉仕活動を通じて全世界の人々の間により良い信頼関係を推進することにある。そ
の目標は次の通りである。
１） 専門技術および指導能力を開発すること。
２） 他人の権利を慎重する観念を養い、あらゆる有用な職業の道徳的水準および品位を保持
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し推進すること。
３） 若い人々に地域社会をはじめ世界各地のニーズと懸念事項に取り組む機会を提供するこ

と。
４） 提唱ロータリークラブと協力して活動にあたる機会を提供すること。
５） ロータリーにおける将来の会員となるよう若い人々の意欲を高めること。

 （ロータリー章典 41.040. の 2.）

●ローターアクト指導者研修会（Leadership Training Meeting for Rotaract）
　次期RAC役員すべては、地区レベルにおいてRAC役員としての指導力研修を受けるものと
する。この研修には、会期 1日から 2日の指導者研修会が含まれる。この研修会は、RI 地区ロー
ターアクト委員会と協力して地区ローターアクト代表が実施する。出席者は、次期RAC役員、
理事、委員会委員長で、費用は、提唱ロータリークラブが負担するか、あるいは事情によって
提唱ロータリークラブとロータリー地区とローターアクト参加者の間で費用について取り決め
るものとする。

●ローターアクト大会前会議（Rotaract Preconvention Meeting）
　ローターアクト大会前会議は、国際大会の公式プログラムの一環として、国際大会の直前に
開かれる。会議の内容は、ローターアクターにとって重要な問題を取り上げることを目的とし
ているが、すべての国際大会参加者が登録することができる。プログラムは、地区ローターア
クト代表の役割と責務に重点を置く、地区ローターアクト代表のための別個の研修セッション
が盛り込まれるべきである。ガバナーは、地区ローターアクト代表エレクトがこの会議に出席
することに伴う経費の全額または一部を負担するよう奨励されている。

●ローターアクト多地区合同奉仕プロジェクト
　２つまたはそれ以上の地区のクラブが参加するローターアクト提唱の奉仕プロジェクトを実
施しても差し支えない。ただし、そのプロジェクトは、以下を満たしていなければならない。
１） ごく自然で、クラブの活動の範囲や有効性を損なうことや妨げることなく、成功裏に実

行するために、地区内のクラブやローターアクターのできる能力の範囲内であること。
２） 関係地区の各地区ローターアクト代表がまずこのような合同活動に賛成したうえで、そ

れぞれの地区のクラブの 3分の 2の承認があって初めて実施すること。
３） 関係ガバナーの承認を得て実施すること。
４） 関係地区の地区ローターアクト代表の直接監督下にあること。このようなプロジェクト

のために募金もしくは徴収した全資金の保管は、プロジェクトや関連資金の管理を補佐
するために任命される関係地区のローターアクターから成る委員会を通じて、関係地区
の地区ローターアクト代表の責務とすること。

５） 関係地区の地区ローターアクト代表が、合同で、事前に、理事会を代行する事務総長か
らプロジェクト実施の承認を得てから実施すること。

６） ローターアクトクラブやローターアクターの参加は任意とし、任意ということを明確に
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打ち出すものとすること。クラブまたは個々のローターアクターの参加費用は最小限に
とどめ、人頭分担金または賦課金その他といった形で強制してはならないし、また、そ
のようにほのめかしてもならない。 （ロータリー章典 41.040. の 17.）

●ローターアクトの標語（Rotaract Motto）
　RAC並びにその会員が使用するのにふさわしい次の標語が採択されている。「奉仕を通じて
の親睦」（Fellowship Through Service）

●ローターアクトプログラムのための重要メッセージ
　　（Key Messages for the Rotaract Program）
ａ） ローターアクトプログラムの成長と継続を維持するため、出版物、ビデオ、インターネッ

ト、クラブでのプレゼンテーション、その他の方法を活用することによって、ローター
アクトを推進する。

ｂ） ローターアクトクラブとその提唱ロータリークラブ間の関係を強める。提唱ロータリー
クラブとの定例会合、地区行事への参加、共同の奉仕活動などに、ローターアクターを
参加させる。ローターアクトクラブの活動への参加について、ローターアクターからの
ロータリアンに対する招待を快く受け入れる。

ｃ） 18歳から 30歳までの様々な年齢の会員から成る、活発で意欲に満ちたローターアク
トクラブを設立し、維持するよう支援する。

ｄ） ロータリー家族との協働を通じて奉仕を提供するローターアクトクラブの能力を向上さ
せる。ロータリー、インターアクトクラブ、他のローターアクトクラブおよび、RYLA
の参加者やロータリー財団の奨学生のグループと協力して、プロジェクトや活動を実施
する。

ｅ） ローターアクトクラブ役員と地区ローターアクト代表に研修の機会を提供する。
ｆ） ローターアクトを通じて未来の指導者を育成する。ローターアクターの専門的技能と

リーダーシップを向上させるために個人指導を行い、また高い倫理基準を奨励する。
ｇ） ローターアクトを通じて奉仕活動で優れた貢献をしたクラブや個人、あるいは、ロータ

リーとローターアクトの関係を強めたクラブや個人を、地区レベルで表彰する。
ｈ） 元ローターアクターをロータリークラブに暖かく迎え入れる。この活動を支持するため

に、地区のローターアクト学友プログラムを創設し、維持する。

●ローターアクトプログラムの費用の資金調達
ａ） すべての提唱ロータリークラブは、新しいローターアクトクラブの加盟金、50米ドル

を支払わなければならない。
ｂ） 各ローターアクターは、クラブの管理運営費を賄うために、所属ローターアクトクラブ

に年会費を支払うものとする。
ｃ） ローターアクトクラブ会員の入会費、会費、または分担金はごくわずかとし、クラブの

管理運営費を賄うことのみを目的とするものとする。ローターアクトクラブが企てる活
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動およびプロジェクトの資金は、入会金や会費や分担金とは別に、クラブが調達するも
のとし、別個の銀行口座に預けられるものとする。クラブの全金銭取引について、年に
1度、有資格者による徹底的な監査が行われるものとする。

ｄ） ローターアクトクラブのプログラム遂行に必要な資金を集めるのは、ローターアクトク
ラブ自身の責務である。

ｅ） ローターアクトクラブは、ロータリークラブまたはほかのローターアクトクラブに諸々
の資金援助を求めてはならない。提唱ロータリークラブは、ローターアクトクラブとの
同意の下、資金援助を行うことができる。

ｆ） 地区のローターアクトの奉仕プロジェクトへの寄付は任意であり、個々のローターアク
ターまたはローターアクトクラブに強制することはできない。

ｇ） 国際ロータリーは、国際大会直前に毎年開かれるローターアクト大会前会議を除き、ロー
ターアクトクラブの会合または複数のローターアクトクラブの会合に要する費用を一切
負担しない。

ｈ） ローターアクトクラブ会員をロータリークラブや地区大会のプログラムに招待するロー
タリークラブと地区大会は、起こりうる法律上または道義上の義務と責任からクラブま
たは地区大会を保護するために、十分な旅行傷害保険および損害賠償保険に加入すべき
である。

ｉ） 地区は、地区ローターアクト委員会の管理運営活動の資金を賄う規定を定めるべきであ
る。 （ロータリー章典 41.040. の 19.）

●ローターアクト方針声明（Rotaract Statement of Policy）
　ローターアクトプログラムは、国際ロータリーにより、国際ロータリーの活動として創設さ
れたものであり、そして定款規約、組織条件、標準手続の制定と施行の権限、およびローター
アクトの名称および記章を保護する権限は国際ロータリーが有する。
　ローターアクトクラブはロータリークラブ提唱の下に 18歳より 30歳までの青少年により
構成される組織団体である。 （ロータリー章典 41.040. の 1. ～ 21.）

●ロータリー（Rotary）
　全てのクラブおよびロータリアンを含む連合体としての国際ロータリーと、組織の理想や原
理を示す名称。

●ロータリー衛星クラブ（Rotary Satellite Clubs）
　ロータリー衛星クラブは、いわば「クラブの中にあるクラブ」である。衛星クラブの会員は、
そのスポンサークラブの会員でもある。衛星クラブは、スポンサークラブとは別に例会を開くが、
通常のロータリークラブの規則に則って運営されなければならない。手続要覧で言及されるロー
タリークラブには、特記されていない限り、ロータリー衛星クラブも含まれる。
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●ロータリー会員増強賞（Rotary Membership Development Award）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P740）

●ロータリー会員身分の照会
　　（Verifi cation of Rotary Membership）
　他の町から来たロータリアンだと称する人がクラブや会員個人
を訪れ、財政援助を求めることがよくある。援助を求められた場
合には、本人が会員だと称するクラブに電話やその他の方法で確
かめるのが一番良い。本当のロータリアンであったらこのような
照会に異存はないはずである。

●ロータリー拡大委員会（Extension of Rotary Committee）
　ロータリー拡大委員会は、ロータリーのない国および地域へのロータリーの発展に関する事
項について、拡大のためにこれらの地域への門戸の開放、およびこれらの場所における仮クラ
ブや新しいクラブの設立といった事項を含め、RI 理事会に助言するものとする。

●ロータリー家族（family of Rotary, the）
　ロータリアンの配偶者、物故会員の配偶者、ロータリアンの子ども、孫、その他の親戚、ロー
タリー財団学友、研究グループ交換メンバー、ロータリー青少年交換学生、ローターアクター、
インターアクター、RYLA 参加者、インナーホイールおよびその他の配偶者グループ、世界ネッ
トワーク活動グループ。

●ロータリー学友（Rotary Alumni）
　ロータリー学友は、ロータリー家族の価値ある一員である。彼らは、ロータリー価値観を共
有し、ロータリープログラムへの参加経験を持っている。ロータリーの学友とは、以下の各種
のプログラムを通じてロータリーを経験した個人を指すものとするが、これに限定されるもの
ではない。
・ インターアクト（Interact）
・ ローターアクト（Rotaract）
・ ロータリー青少年交換（Rotary Youth Exchange）
・ ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）（Rotary Youth Leadership Awards）
・ ロータリー平和フェローシップ（Rotary Peace Fellowships）
・ グローバル補助金奨学生（Global Grant Scholarships）
・ 職業研修チーム（メンバーまたはリーダー）（Vocational training teams（members and Leaders））
・ 地区補助金奨学生（District Grant Scholarships）
・ 新世代奉仕交換（New Generation Service Exchange）
・ 以前のロータリー財団プログラム参加者、たとえば
　　○国際親善奨学生（Ambassadorial Scholarships）
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　　○大学教員のための補助金（Grants for University Teachers）
　　○研究グループ交換（GSE）（Group Study Exchange）
　　○ロータリーボランティア（Rotary Volunteers） （ロータリー章典 40.050.1.）

●ロータリー学友会（Rotary Alumni Associations）
　学友会は奉仕と親睦を追及するために結成された組織である。学友会の第一の目的は、国際
ロータリーとロータリー財団への共通の絆を共有する人のために、友情と親睦と奉仕を促進す
るためでなければならない。ロータリー学友会は財政的にも運営的にも独立していなければな
らない。
　ロータリー学友会の活動目的として以下が是認された：
ａ） ロータリークラブの会員のための潜在的な供給源となること。
ｂ） 社会奉仕プロジェクトを支援したりあるいはそれらのプロジェクトを適切に手ほどきを

する（教える）ために、ロータリープログラムへの支援を提供すること。たとえば、海
外派遣プログラムや受け入れプログラムの参加者の適応支援や相談など。

ｃ） ロータリークラブや地区に対して、あるいは地域社会内にある関連する非ロータリー団
体に対しても、プレゼンテーションやプログラムを提供すること。

ｄ） 国際親善を創造し、維持することを支援すること。
ｅ） ロータリープログラムへの財政支援の潜在源となること。
ｆ） 誇りと傑出したグループであるとの認識を生み出すこと。

 （ロータリー章典 40.070.1.）

●ロータリー学友会関連の活動（Rotary Alumni relations Activities）
　地区学友会関連活動のスポンサーをする。
　スポンサー地区は地区のロータリー学友との関係を強化し、参加プログラムの目的を達成す
るために行動をとることが奨励される。：
ａ） 帰国前にロータリー学友全員に正式に挨拶をする。
ｂ） ロータリー学友はプログラムのガイドラインに明記されているように、まずスポンサー

地区で求められるプレゼンテーションを確実に行う。
ｃ） ロータリー学友にロータリー学友会への加入を奨励する。また、その地域に学友会がな

い場合は設立することを奨励する。
ｄ） ロータリー学友にロータリーのプロジェクトへの参加を奨励する。
ｅ） 適切な出版物にロータリー学友の活動に関する記事を掲載するよう取り計らう。
ｆ） ロータリー学友を地区大会に招待する。
ｇ） ロータリー学友を周年記念晩餐会やその他催し物に招待する。
ｈ） 正規のロータリー学友の同窓会を組織する。
ｉ） 現在のロータリー学友に関する記録を保管する。
ｊ） ロータリー学友を潜在的なロータリーメンバーと考える。
ｋ） 適切な方法で、ロータリー学友に財団に対する支援を奨める。
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ｌ） ロータリー学友に、海外向けプログラム参加者の募集および選考に参加するように奨め
る。

ｍ） ロータリー学友に地区の海外向けプログラムのオリエンテーションに参加するよう依頼
する。

ｎ） ロータリー学友に地区やクラブの催し物におけるスピーカーとして出席参加することを
奨励する。 （ロータリー章典 40.060.）

●ロータリー学友会によるサービスとその停止
　　（Rotary Alumni Association Services and Suspension）
　事務総長はロータリー学友会に提供されているサービスを、学友会がRI/TRF の方針に違反
した場合、ロータリー学友会の役員や会員の同意なしにあるいは、同意を得たうえで停止させ
ることができる。これらのサービスには職員サポートおよび、公式名簿、その他の TI/TRF 出
版物、RI ウェブサイトへの掲載が含まれる。 （ロータリー章典 40.070.7.）

●ロータリー学友会によるロータリー標章の使用
　　（Use of the Rotary Marks by Rotary Alumni Associations）
　「ロータリー」と言う言葉を単独で使用される際、それは国際ロータリーの組織全体を指す。
また、それは組織の理想や理念をも意味する。事務総長から設立を認められたロータリー学友
会は、組織名に「ロータリー」を使用することを許可される。ただし、ロータリーの地区やゾー
ンを識別する名称と共に使用されなければならない。また、その識別名は「ロータリー」の前
に来なければならない。

●ロータリー学友会の広報活動（Promotion of Rotary Alumni Associations）
　地区は設立を認められたロータリー学友会を広報することを推奨される。ガバナーはロータ
リー学友会の活動を、マンスリーレターを通じて広報し、地区の研修会や地区会議において、
その年度のロータリー学友会活動の進捗について報告することが推奨される。
　ロータリー学友会は、一般の人に学友会活動やロータリーに対する関心を高めてもらうため、
さらに彼らの活動を促進し会員に広報するためのウェブサイトを維持するために、ロータリー
学友会の認知度を高めるいくつかのコミュニケーション媒体を設立することを推奨されている。
 （ロータリー章典 40.070.5.）

●ロータリー学友会の組織と会員資格
　　（Rotary Alumni Association Organization and Membership）
　ロータリー学友会はRI/TRF 方針と一致した運営書類（設立認証状、定款、細則、またその
他同様の文書）を持つこととする。全ての運営書類やその修正事項は事務総長による審査承認
を受けなければならない。ロータリー学友会は最低 2人の役員（うち 1人は会長または管理の
トップであることとする）を含めて組織されるものとする。ロータリー学友会の会員資格は学
友会の管理書類に明記された会員の条件を満たす全ての人に与えられるものとする。ロータリー
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学友会は会費を徴収することができる。 （ロータリー章典 40.070.3.）

●ロータリー学友会の認証解除
　　（Rotary Alumni Association Termination of Recognition）
　学友会がRI/TRF の方針に違反した場合、事務総長はロータリー学友会の役員や会員の同意
なし、あるいは同意を得た上で学友会の認証を解除することができる。事務総長からの連絡に
2年間対応しなかった場合も、ロータリー学友会としての認証が解除される結果になることが
ある。
　RI によって終結させられたロータリー学友会は、職員サポートや公式名簿、その他のRI/
TRF 出版物、RI ウェブサイトへの情報掲載を含めたサービスを受けることができない。学友会
組織の終結に伴い、ロータリー標章の使用権、その組織名称の「ロータリー」の使用権も終結
する。学友会としてのステータスを維持するために、ロータリー学友会は以下のことをしなけ
ればならない。
１） 認識された目的とRI/TRF の方針に従って役割を果たす。
２） 会員や潜在的な会員、さらに事務総長からの問合わせに対応する。
３）  毎年 5月 1日までにメンバーのリストとメンバーに対する活動内容の報告書のコピーを

1部事務総長に提出する。 （ロータリー章典 40.070.8.）

●ロータリー学友会の発足承認のための要件とロータリー学友会の条件
　　（Criteria for Charter of a Rotary Alumni Association and Terms of Rotary Alumni Associations）
　事務総長はロータリー学友会を承認する権限を持つ。ロータリー学友会の活動はRI/TRF か
ら独立して実施されなければならないが、ロータリー財団章典第 33条に明記されている、ロー
タリーの標章の使用に関する方針などを含め、RI/TRF の方針に従わなければならない。この
ような学友会には、様々なRI または TRFプログラムの卒業生で構成することもできるし、元
のロータリー青少年交換学生のグループ（例えばROTEXなど）、ある特定のプログラムから
の卒業生に限定してもよい。ロータリー学友会は宗教あるいは政治的な信仰や活動、健康や安
全に否定的な影響を与える事柄、あるいはロータリーの目的やRI/TRF の全体的な方針やプロ
グラムに従わない事柄を広めたり、参加したりするために利用したり、発足することはできない。
　新たなロータリー学友会設立の申請は事務総長により審査が行われなければならない。
　ロータリー学友ネットワークのもと発足を承認されたロータリー学友会として認識されるた
め、学友会は以下を守らなければならない。
１） プログラム参加者やロータリー学友、ボランティアの団体である。
２） RI/TRF の方針にそって組織を結成する。
３）  事務総長による審査を行うために、用紙に必要な署名を記入し、ロータリー学友会設立

に向けた申請書を完成させる。
４）  ロータリー財団章典 40.110.4. に記されている通りに、ロータリー学友会によるロー

タリー標章の使用に関するRI の方針を遵守する。
　事務総長が学友会の設立申請書を審査し承認した後、RI はロータリー学友会に対して発足を
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承認する証明書を発行し、学友会の発足がロータリー学友会ネットワークのもと、承認された
ことを証明する。
　RI/TRF によるロータリー学友会としての承認は、RI/TRF または地区、クラブが法的、財政
的、その他の義務あるいは責任を負うことを意味するものではない。ロータリー学友会はRI/
TRF を代表して行動することはなく、RI/TRF を代表して行動する権限を持つことを提示、あ
るいは暗示してはならない。ロータリー学友会はRI/TRF の機関ではない。ロータリー学友会
は財政面、運営面やその他の面で自立していなければならない。ロータリー学友会は、その国
の法律を遵守していない国において設立できないし、活動を行ってはならない。ロータリー学
友個人はRI 保険の対象外であり、必要に応じて自身のリスクを評価して補償を確保することが
奨励される。 （ロータリー章典 40.070.2.）

●ロータリー学友ネットワーク（Rotary Alumni Network）
使命（Mission）

　国際ロータリーとロータリー財団との関係が相互に利益があり、持続する関係にするために、
ロータリープログラムの参加を促し、活力を与え、またロータリープログラム参加者、ロータリー
学友およびボランティアを活動に引き込んで活性化すること。
目標（Goals）
１）  プログラムへの支援、およびロータリー学友、ボランティアや支援者によるロータリー

活動への参加や興味を促進することによって国際ロータリーとロータリー財団を支援す
ること。

２）  プログラム参加者、ロータリー学友およびボランティアがロータリーの活動に参加する
機会を促進すること。そして彼らがロータリー家族と関わりを持つ機会や、参加を通じ
て互いに繋がりを持つ機会を提供すること。

３）  国際ロータリーやロータリー財団がロータリー学友あるいはボランティアと繋がりを維
持できるよう支援すること。そしてロータリー家族の中で現在活動していないロータ
リー学友やボランティアとの絆を取り戻すよう支援する。

４）  以下の国際大会のいくつかの目的と併せて、プログラム参加者やロータリー学友、ボラ
ンティア、あるいは支援者の定期会合においてリーダーシップを提供すること。
ａ． ロータリー指導者に会う
ｂ． ロータリーについて最新の情報を伝える
ｃ． ネットワークを促進する
ｄ．  プログラム参加者やロータリー学友、特に大会の開催地周辺に住む人ボランティア

を惹き込みやる気にさせる
ｅ． ロータリー学友が大会の開催地周辺のホストエリアを再訪問することを奨励する
ｆ． 地区と他のロータリー学友組織との組織を推進する
ｇ． ロータリープログラムの成功を祝う

５）  地区レベルおよび国際レベルにおいて、ロータリー学友やボランティアの名簿情報の収
集、効率化を支援する。
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６）  国際ロータリーやロータリー財団がロータリー学友から量的・質的な成果を集めること
を支援する。そしてそれらの成果は、見かけや内容ともロータリープログラムの推進に
役立つことに使われることになる。 （ロータリー章典 40.070.）

●ロータリー学友世界奉仕賞（Rotary Global Alumni Service Award）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P743-744）
　　
●ロータリー徽章（emblem, Rotary）
　国際ロータリーの象徴。6本の軸と 24の輪歯と楔穴を備えた歯車から成る。色はロイヤル
ブルーと金色で、ロータリアンが襟ピンとして誇りをもって着用するものである。

●ロータリークラブ（Rotary Club）
　ロータリークラブは、善良さ、リーダーシップを身をもって示し、
職業上（または）地域社会でよい評判を受けており、地域社会お
よび／または世界において奉仕する意欲のある人によって構成さ
れるものとする。全世界の 200以上の国や地域に、35,263のロー
タリークラブがあり、1,227,217人のロータリアンがいる。（2016
年 11月 30日現在）多少の例外があるが、クラブは地区に組み入
れられ、各地区はガバナーが直接監督をしている。

●ロータリークラブおよびロータリアンの名簿（List of Rotary Club and Rotarians）
　クラブ、クラブ役員、クラブ委員会委員およびロータリアンの名簿を他団体に提供してはな
らない。ただし、RI 理事会が適用する規則を侵してかかる名簿を提供してはならないことを条
件とし、政府機関から合法的な要請がある場合、あるいは、RI 理事会の同意による場合はこの
限りではない。

●ロータリークラブ―協力、財政援助、あるいは営利目的の事業への参加要請に対する承認
　　（Rotary Clubs-Approval to Solicit Cooperation , Financial Aid , or Participation in Commercial Ventures）
　いかなる事柄に関連しても一つあるいはそれ以上の他のクラブ又は他クラブの会員の協力を
積極的に要請（Eメール、電話、郵便、ファックスなどを使用して）するロータリークラブは、
先ず、その目的と計画をガバナーまたは関係する地域のガバナーに提出し、承認を得なければ
ならない。ノンアクティブな方法（ウェブサイトやソーシャルメディア、または個人または団
体が情報を共有または受け取るために依存する、新技術を利用した方法）で協力を要請するク
ラブには、この方針は適用されない。
　いかなるクラブも、まずRI 理事会の承認を受けなければ、他クラブ、或いは自クラブの会員
に外のロータリアンに積極的に財政的援助あるいは営利目的の事業への参加を求めてはならな
いものとする。
　ロータリアンが自分の事業の利益に影響する事柄についてロータリークラブあるいは他の
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ロータリアンに資料を配布してはいけない。
　このような種類の活動を行うロータリークラブは、ロータリークラブの名称がそれとわかる
適切な表示や字句を含め、ロータリーの標章の使用に関するRI の方針に従わなければならない。
事務総長は、許可されていない積極的な懇請活動が行われているクラブのある地区のガバナー
に対し、このような活動を止めさせるための措置を取る様要請するものとする。引き続き本方
針が守られない場合には、クラブの終結まで、そして終結も含め、十分な理由による懲戒処分
の可能性についてRI 理事会へ報告されるものとする。 （ロータリー章典 11.010.1.）

●ロータリークラブ・セントラル（Rotary Club Central）
　ロータリークラブ・セントラルは、クラブが年度の活動計画を立て、目標に向けた進捗を記
録するための、オンラインの目標設定ツールである。クラブ会長エレクトは、クラブに関する
情報が常に最新のものとなるよう情報を更新し、必要に応じてガバナー補佐と協力すべきであ
る。ガバナー補佐とガバナーは、年度中、ロータリークラブ・セントラルを用いて、クラブ目
標に向けた進展状況を確認できる。

●ロータリークラブにおけるロータリー学友の会員身分
　　（Membership of Rotary Alumni in Rotary Clubs）
　ロータリークラブは、ロータリー学友のために特別な会員の種類または特別な職業分類を設
けるべきではないが、ロータリー学友をクラブの会員となるよう積極的に勧誘すべきである。
　また、クラブは、それぞれの地域のロータリー学友との連絡を維持し、会員となる資格をま
だ備えていない、あるいは、入会の誘いを辞退した学友の才能を生かすべきである。
 （ロータリー章典 4.040.）

●ロータリークラブのRI 脱会（Resignation of Rotary Clubs）
　RI 細則 3.010.（クラブのRI 脱会）に準拠し、当組織からの脱会を希望するクラブは次の一
般指針に従うことができる。事前に通知を行って、全会員を集めた会合を開き、クラブが国際ロー
タリーから脱会すべきかについて投票を行う。出席している会員の過半数がクラブのRI 脱会に
賛成票を投じた場合、クラブの会長と幹事は、地区ガバナーと事務総長宛に、クラブの投票結
果とクラブの運営最終日を記した通知を書面で送るべきである。
　非営利組織の終結に関して適用される地元の全法律と責務の必要性に従うよう注意を払うべ
きである。
　クラブが法人となっている場合、および／またはクラブの活動が法人化されている場合、特
に資産の処理について、適用される法律と法人設立定款に従うべきである。

●ロータリークラブの責務（Responsibility of the Clubs）
　各クラブは次のことを期待されている。
１． 報道機関との建設的な関係を維持する
２． ロータリーの目標と功績を明らかに示すような成功をおさめた奉仕プロジェクトや活動
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を広報する機会を探す
３． ロータリーの目標と功績を地域社会内に広めるため、RI が作成したテレビ放送、ラジ

オ放送、印刷物、インターネット、看板などの公共奉仕広告、推進用パンフレットおよ
びその他の推進方法や推進技術など、RI の広報リソースを利用する

４． ロータリーの意図と業績を家族、友人、知人に知らせるようロータリアンに勧める
５． ロータリーとその使命、規模、プログラム、活動を認識すべき非政府組織、地区社会の

指導者、青少年、そのほかの関係団体による理解を深める
６． ロータリーの成果を損ねたり、その結果を制約しかねないような地域社会内もしくはク

ラブ内の状態を防止、是正するため積極的措置を講じる
７． 報道関係者、広報関係者、そのほかコミュニケーションを専門とする人をできる限り会

員として迎える。

●ロータリークラブの目的（Purpose of a Rotary Club）
　ロータリークラブの目的は、「ロータリーの目的」の達成を目指し、五大奉仕部門に基づいて
成果あふれる奉仕プロジェクトを実施し、会員増強を通じてロータリーの発展に寄与し、ロー
タリー財団を支援し、クラブレベルを超えたリーダーを養成することである。
 （標準クラブ定款第 3条）

●ロータリークラブ例会への来賓（Guests at Rotary Club Meeting）
　例会で特に興味深いプログラムが予定されている場合、クラブは、個々の会員に対して、ロー
タリアンではない地元の人を招待するように勧めてほしい。一般の人々にクラブの役割とその
目的を理解してもらうためであるとともに、新会員の入会につながることもある。

●ロータリークラブ、ロータリー地区およびその他のロータリー団体が実施する奉仕プロジェクト
　　（Service Projects Conducted by Rotary Clubs Rotary Districts and Other Rotary Entitie）
　ロータリークラブ、ロータリー地区およびその他のロータリー組織は、自らの奉仕活動を実
施したり強化する目的で、他の団体を支援し、協力することを奨励されている。
 （ロータリー章典 44.010.2.）

●ロータリークラブ、ロータリー地区、ほかのロータリー組織によるロータリー標章の使用
　　（Use of the Rotary Marks by Rotary Club, Rotary District, and Other Rotary Entities）
　ロータリーという言葉それ自体は、通常、組織全体としての国際ロータリーとロータリー財
団を指す。または、組織としての理念や原則をも意味する。「ロータリー」という言葉を単独で
使用することは、RI の組織規定において承認されている使用方法か、RI 理事会が認可した使用
方法に限定されている。クラブ、およびクラブから成るグループは、RI による結成時に使用さ
れた名称のみを用いるべきである。
 （ロータリー章典 33.030.6.、33.040.、33.040.6.、33.040.12.）
　「ロータリアン」という語は、ロータリークラブの会員を指す名詞として、また、機関雑誌「ザ・
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ロータリアン」という名称においてのみ使われる。
 （RI 定款第 13条、ロータリー章典 33.040.14.、51.010.2.）

●ロータリー研究会（Rotary Institutes）
　会長は、情報提供のための年次会合であるロータリー研究会の開催を許可することができる。
ロータリー研究会には、RI の元、現ならびに次期役員、また招集者によって招待されたその他
のロータリアンや来賓が出席できるものとする。ロータリー研究会は、RI、ゾーン、ゾーン内
のセクション、もしくは複数ゾーンのグループで開催されるものとする。 （RI 細則 20.020.）

●ロータリーコーディネーター（Rotary Coordinators）
目的（Purpose）

　ロータリーコーディネーターの目的は、より強固で、よりダイナミックで、より効果的なク
ラブを創るためのサポートや専門知識を提供することである。コーディネーターはクラブや地
区リーダーのために、ファシリテーター、モチベーター、コンサルタント、あるいはリソース
の提供者として奉仕することである。
役割（Functions）

　ロータリーコーディネーターはクラブや地区のサポートと強化を焦点を当てた活動を行う。
　ロータリーコーディネーターの主要な責務は次の通り：
・ 会員増強を支援し、会員の恩恵を促進するための革新的な会員愛着度向上戦略および新会
員勧誘戦略を奨励する。

・ ボランティア活動、ネットワーク作り、プログラム、若者や若いリーダーそして学友の支
援を行う活動を通じて、会員維持向上を奨励する。

・ 会員組織の挑戦に取り組むための解決方法を推奨する。たとえば、より柔軟性のあるクラ
ブ例会の開催、会員の満足に焦点を当てること、そしてボランティア活動の機会拡大など
である。

・ 担当地域の地域会員増強計画についてコミュニケーションを図り、実行する。
・ 担当地域の地域会員増強計画を監視し、フィードバックを提供する。
・ 学友会の発展と維持を支援する。
・ 理事会が決定した年次優先事項や目標に達成を支援する。
ロータリーコーディネーターは責務の一環として、次の研修の中心的な役割を担う。
・  GETSの招集者から招聘を受けた場合、GETS研修チームの一員となる。
・ ロータリー研究会またはその他のゾーンレベルの会合においてプレゼンテーションを行う
か、または補佐役を務める。

・ 地区リーダーおよび地区コーディネーターチームの支援のもと、地区および地域のセミナー
やワークショップを計画および実施する。

・ 会員愛着度やクラブ強化を支援する研修やプログラムを提供する。
ロータリーコーディネーターは
・ クラブや地区指導者を鼓舞し、動機づけるために、効果的なクラブの成功事例を共有する
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という重要な役割を担う。
・ クラブや地区に対するRI の情報の重要なソースとしての役割を担う。
・ 担当地域の事務局とロータリアンを結びつける役割を担う。
・ 地区ガバナーのリソース源となる。また、それぞれの地区内のクラブと関わる際は、地区
ガバナーの承認を得なければならない。

・ クラブと地区を強化するための目標について、担当地域の国際ロータリー理事、ロータリー
財団地域コーディネーター（RRFC）, ロータリー公共イメージコーディネーター（RPIC）
と協議し、協力する。 （ロータリー章典 26.040.）

●ロータリー公共イメージコーディネーター（Rotary Public Image Coordinators）
　RI会長エレクトにより任命される41名のロータリー公共イメージコーディネーター（RPIC）
は、ロータリアンや一般の人々が持つロータリーの人道的活動への認識を高めることで、ロー
タリーの公共イメージを向上させるために活動する。具体的には、クラブや地区がロータリー
の成功談をメディア、政府関係者、市民リーダー、地域社会に紹介するにあたり、支援を提供
する。RPIC はまた、公共イメージ補助金の申請や、ロータリーを推進するためのクラブや地
区によるソーシャルメディアの活用も支援する。
RPIC の責務（RPIC Responsibilities）

　RPIC の責務は以下の通りである。
・ ロータリーの公共イメージと認識の向上に努める。
・ ロータリーの広報活動に関する情報をロータリアンに提供し、意欲を高める。
・ ロータリーに公共イメージ補助金の利用を推進する。
・ ロータリーに対する認知度と公共イメージをロータリー内外で助長するというRI 戦略計画
を推進する。

・ クラブレベルでのより充実した広報活動を奨励する。

●ロータリー最優秀学友会賞（Rotary Foundation Alumni Association of the Year）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P743）

●ロータリー指導者のための指導力研修サイクル
　　（Leadership Training Cycle for Rotary Leaders）
　RI 理事会は、望ましいロータリー指導力研修順序について次のことを承認した。
１． ロータリー研究会の前後に開催されるゾーン単位の地区ガバナーエレクトのための研修 

（GETS）
２． 国際協議会
３． 地区チーム研修セミナー（地区ガバナー補佐の研修を含む）
４． 会長エレクト研修セミナー（PETS）
５． 地区研修・協議会
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●ロータリー・シニアリーダー（Rotary Senior Leader）
　現・次期・元RI 会長、現・次期・元RI 理事、現・次期・元財団管理委員。

●ロータリーショーケース（Rotary Showcase）
　ロータリーショーケースは、ロータリアンが奉仕プロジェクトをロータリー内外の人々に広
く紹介するためのオンラインツールである。クラブの奉仕プロジェクトの紹介に加え、世界各
地にロータリアンが取り組む活動を閲覧したり、ほかのクラブや地区と連絡を取り合うことも
可能である。さらに、フェイスブックと連動させて、プロジェクトの情報をロータリー以外の人々
も簡単に紹介することができる。

●ロータリー章典（Rotary Code of Policies）
　全般的かつ恒久的な国際ロータリーの方針として初めて法典化されたものがおさめられてい
る。RI 理事会の一般的および永続的な方針のすべてが含まれた文章。RI 組織規定文書を補足す
るもの。これによって、理事会のメンバー並びに方針を実施する立場にある人々にとって、現
在効力のある全般的かつ恒久的な方針に精通することが容易になる。
　2009年 6月に邦訳版が発行されたが、それ以来邦訳版は発行されていない。この章典は
1章　一般規定（General Provisions）
2章　ロータリークラブ（The Rotary Club）
3章　地区（Districts）
4章　管理運営（Administration）
5章　プログラム（Programs）
6章　コミュニケーション（Communications）
7章　会合（Meetings）
8章　財務（Finances）　　の構成である。

●ロータリー情報（Rotary Information）
　ロータリーの理念、目的、歴史、奉仕活動などの情報、国際ロータリーの方針や強調事項、
管理運営の動向、ロータリーの規則や手続き、五大奉仕部門での活動方針やその状況、事例等
を含む。

●ロータリー情報委員会（クラブ）
　　（Rotary Information Committee）
　昨今、クラブの研修委員会、クラブ研修リーダーの設置が
推奨されており、それらと連携した活動が必要である。この
委員会の主な活動は、
１． 会員候補者にロータリークラブ会員の特典と責務に

関する情報を提供する。
２． 会員、特に新会員に会員の特典と義務に関する適切な理解を与える。
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３． 会員にロータリー、その歴史、目的、規模、活動に関する情報を提供する。
４． 会員に国際ロータリーの管理運営の動向についての情報を提供する方策を考案し、これ

を実施するものとする。

●ロータリー人道奉仕賞
　　（Rotary Award for Excellence in Service to Humanity）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P743）

●ロータリー親睦活動（Rotary Fellowships）
親睦活動の条件（Terms of Fellowships）

　ロータリー親睦活動は、職業的またはレクリエーションの活動を遂行するために結束したロー
タリアンのグループである。親睦活動の主な目的は、共通の関心を持つ人々が友情や親睦を深
めることである。親睦活動グループは、RI から独立して運営されなければならないが、ロータ
リーの標章の使用を含め、RI の方針に従わなければならない。親睦活動は、宗教的な信条や政
治問題、または他の団体を推進する目的に利用してはならない。RI による親睦活動グループの
承認は、RI をはじめ地区またはクラブに対し、法的、財政的、あるいはその他の義務または責
任を負わせることを意味するものではない。親睦活動グループは、RIを代行したり、代表したり、
またはRI の代わりに行動する権限を持っていると暗示してはならない。親睦活動グループは
RI の代理機関ではない。親睦活動グループは、財政的にも管理的にも、また、その他の面にお
いても自立していなければならない。親睦活動グループは、いかなる国においても当該国の法
律に違反して存在し、あるいは活動してはならない。各ロータリー親睦活動グループにRI の保
険は適用されないため、各自でリスクを想定し、必要に応じて保険に加入しておくことが奨励
されている。
組織および会員（Organization and Membership）

　親睦活動グループは、それが準拠する文書（認証状、定款、細則、またはそれに準ずる文書）
を持つものとし、これらはRI の方針に従ったものでなければならない。準拠するすべての文書、
およびそれ以降の改正事項は、世界ネットワーク活動グループ委員会と協議の上、事務総長に
よって検討され、承諾されなければならない。
　親睦活動グループは、少なくとも３名の役員をもって組織され、そのうち１名が委員長（会
長あるいはその他の管理責任者）となるものとする。委員長は、正会員のロータリアンでなけ
ればならない。親睦活動グループには、すべてのロータリアンとその配偶者が入会できるもの
とする。親睦活動グループに入会できるのは、ロータリアンとその配偶者、および学友とする。
 （ロータリー章典 42.020.）

●ロータリー親睦活動月間（Rotary Fellowships Month）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P736）
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●ロータリー青少年交換（Rotary Youth Exchange）
　青少年交換は、15～ 19歳の青少年が母国以外の国を訪問したり、そこに留学したりする機
会を提供するものである。関与している国の法令により許され、参加クラブと地区が同意した
場合は、20歳以上の参加者が参加することもできる。
　青少年交換には、以下の 2種類がある。
・長期交換プログラムは、学生に 1学年度海外に留学する機会を提供する。
・短期交換プログラムは、学生に数週間程度の外国訪問の機会を提供する。

　すべての学生は地元で申請を行い、地元地域のロータリークラブの支援を受けなければなら
ない。交換に参加する青少年の親または法的保護者は、健康保険、傷害保険、および責任保険
を提供し、受入地区への往復旅費を負担するよう期待されている。ホストファミリーは交換青
少年に部屋と食事を提供し、受入地区は教育費の全額に加えて、長期交換の場合は、少額の小
遣いも提供するよう期待されている。交換は派遣地区と受入地区の同意の下に組織され、相互
に学生を交換し合うものであることが期待される。すべてのクラブ、地区、多地区合同青少年
交換プログラムは、プログラム参加者をめぐる肉体的、性的、精神的な虐待の申し立てを防止し、
それに適切に対応するために、危機管理の取り組みを強化することが奨励されている。その上、
クラブと地区が青少年交換活動を実施する前に、賠償保険加入に関する助言も含め、賠償責任
について法律顧問に相談するよう強く奨励されている。
　ガバナーは、地区青少年交換役員または委員会を任命し、次期ガバナーをその委員会に含め
るよう奨励されている。地区青少年交換役員または委員会は、それぞれの地区のガバナーの監
督下に置かれる。 （ロータリー章典 41.070.）

●ロータリー青少年交換における支援（Service in Rotary Youth Exchange）
　若者たちに、奉仕理念を奨励し、育み、さらに奉仕への献身を教え込ませるために、ロータリー
青少年交換の体験をロータリーの目的に合致するものにしなければならない。
　クラブと地区は、倫理的リーダーシップ向上、チームビルディング、国際理解、善意、平和
を推進する奉仕活動とカリキュラムを含めることを奨励されている。
 （ロータリー章典 41.070.24.）

●ロータリー青少年指導者養成プログラム（Rotary Youth Leadership Awards）
　これは 1971年に理事会で採択された国際ロータリーの常設プログラムである。ロータリー
青少年指導者養成プログラム（RYLA）は、インターアクター、ローターアクター、ロータリ
アン、および一般の青少年の指導力を開発するためのものである。
目的（Purpose）

　理事会は地域社会の若い人々の指導力および善良な市民としての資質や個人の能力を伸ばす
ことにロータリアンが直接関与できる特別な機会を設けるため、ロータリー青少年指導者育成
プログラム（RYLA）を採択した。RYLAはクラブ、地区、または多地区合同の規模で実施す
るものとする。 （ロータリー章典 41.080.1.）
ガバナーの権限（District Governor Authority）
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　ガバナーは、地区内のすべてのRYLAイベントに対する責任があり、地区RYLA委員会は、
ガバナーに報告しなければならない。 （ロータリー章典 41.080.2.）
目標（Objectives）

　ロータリー青少年指導者育成プログラムの目標は次の通りである。
１）  ロータリーが青少年を尊重し、かつ青少年に関心を抱いていることを一層明らかにする

こと。
２）  選ばれた青少年指導者およびその資質のある人に実地訓練を体験させ、責任ある有能な

ボランティア青少年指導者となるよう激励、援助すること。
３） 青少年による青少年へのたえざる、力強い指導を奨励すること。
４）  青少年指導者として地域社会に尽くしている多数の青少年の優れた資質を公に表彰する

こと。どの種のプログラムを開発するにしても、そのプログラムを通じて上記の目的を
どの程度達成することができるかを、考慮すべきである。 （ロータリー章典 41.080.3.）

活動カリキュラムの中心（Core Curriculum）
　すべてのRYLAプログラムは、その活動カリキュラムの中心として、次の主題を含むべきで
ある。
１） 指導力の基礎
２） 良き指導者の倫理
３） 効果的指導力における伝達力の重要性
４） 問題解決と紛争管理
５） ロータリーとは何か、ロータリーは地域社会で何をしているか
６） 自信と自尊心を培うこと
７） 地域社会の市民であり、世界市民であるという要素

　併せて地元に関連があり、地元の慣習にふさわしい方法で取り組まれている問題を考察する
こと。 （ロータリー章典 41.080.4.）
RYLAにおける支援（Service in RYLA）

　若者たちに、奉仕理念を奨励し、これを育み、さらに奉仕への献身を教え込むために、
RYLAの中心となるプログラムはロータリーの目的を鼓舞するものでなければならない。
　クラブと地区は、倫理的リーダーシップ向上、チームビルディング、国際理解、善意、平和
を推進する奉仕活動とカリキュラムを含めることを奨励されている。
 （ロータリー章典 41.080.5.）
RYLAに関与するロータリアンの活動（Activities for Rotarians Involved in RYLA）

　RYLAプログラムにかかわりのあるロータリアンは、次のことを行うよう奨励されている。
ａ） 連絡を取り合い、情報を分かち合い、互いのRYLAプログラムに出席する。
ｂ） 多地区合同レベルや国際的レベルで、RYLAプログラムを組織する。
ｃ） RYLA行事について情報をインターネットに掲載する。その際、主な研修資料を含める。
ｄ）  他団体からの候補者も含め、指導者養成の機会になかなか恵まれないRYLAプログラ 

ムの参加者を招待する。
ｅ）  RYLA プログラムの参加者がこれからの活動に引き続き関わる様、参加者に今後の
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RYLA活動の企画や指導に参加してもらう。 （ロータリー章典 41.080.6.）
RYLAセミナーおよびプログラム（RYLA Seminars and Programs）

　RYLA研修会は、可能であればゾーンレベルでRYLAプログラムに関与しているロータリア
ン同士の情報交換を促進できるよう組織されるべきである。さらに、ガバナーと理事は、地区
研修・協議会、地区大会、およびロータリー研究会のプログラムにRYLAを組み入れるよう奨
励されている。 （ロータリー章典 41.080.7.）
RYLA計画ワークショップ（RYLA Planning Workshops）

　理事会は、効果的なRYLAプログラムについて、地区RYLA委員長、地区RYLA委員、お
よびRYLAに関心のあるロータリアン同士で情報交換をするため、多地区合同、地域、または
ゾーンレベルでのRYLA計画ワークショップを開発するよう奨励している。
 （ロータリー章典 41.080.8.）

●ロータリーセンター・ホストエリアコーディネーター
　　（Rotary Center Host Area Coordinator）
　ホストエリアリエイゾンの名称が 2005年 7月 1日より、ホストエリアコーディネーター
に変わった。日本の場合、ロータリーセンターは国際基督教大学で、ホストエリアは、第
2750地区、第 2580地区、第 2590地区、第 2780地区、第 2770地区、第 3790地区の
6地区である。フェロー、クラブ、地区、カウンセラー、大学間の連絡、オリエンテーション
の主催などの任務を負う。2006年 2月の管理委員会で、平和フェローを受け入れる場合、ホ
ストエリアコーディネーターが、ホストエリアの地区ガバナーと地区ロータリー平和フェロー
シップ委員長と協議のうえ、フェロー 1名に正副 2名のホストカウンセラーを任命することに
なった。フェローが日本に来て最初の 3か月間にホストエリアの主要行事に、単独で、または
グループで出席できるよう配慮するのも、ホストエリアコーディネーターの責務である。

●ロータリー全体で連絡を調整している団体リスト（Coordinated Contact List）
　ロータリー章典第 35条には、RI 会長が財団管理委員長と相談した上で書面で同意しない限
り、いかなる役員および個人も、RI またはロータリー財団の代わりに他団体に連絡したり、支
援を要請したりしてはならないと記載されている。クラブ、地区、そのほかのロータリー機関は、
ほとんどの場合において、各自のプロジェクトのために他団体と協力関係を結ぶことが奨励さ
れている。RI とロータリー財団が公式に協力関係を結んでいる団体の最新リストは、RI ウェブ
サイトを確認のこと。
　また、RI は国連の諮問的地位を与えられているため、ロータリークラブ、地区、ロータリー
のグループは、国連に登録しようとすべきではない。国連機関または国連関連団体と協力する
ことに関心がある場合は、国連またはそのほかの団体へのRI 代表（「公式名簿」に記載）に相
談すべきである。これら代表者の確固としたネットワークは、ロータリアンを、国連機関やそ
のほかの団体の適切な担当者に紹介し、協力の可能性を見出すものである。
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●ロータリー戦略計画（Rotary Strategic Plan）
　ロータリー資料１・「ロータリー戦略計画」を参照。（P403-418）

●ロータリー創始者（The Founder of Rotary）
　1905年 2月 23日、米国イリノイ州シカゴにおいて、青年弁護士、ポール・Ｐ・ハリスがロー
タリーを創始した。その日ポール・ハリスはシルベスター・シール（石炭商）、ガスターバス・ロー
ア（鉱山技師）、ハイラム・ショーレ（洋服仕立て業）とノースディアボン街 127のユニティ・
ビルのローアの事務所で会合を開いた。この 711号室は現在RI 世界本部内に復元されている。
彼は 1947年 1月 27日に逝去した。

●ロータリー創立記念日：世界理解と平和の日
　　（Rotary’s Anniversary: World Understanding and Peace Day）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P734-735）

●ロータリー組織（Rotary Entities）
　国際ロータリー、ロータリー財団、ロータリークラブまたはクラブのグループ、ロータリー
地区または地区のグループ（多地区活動または多地区合同運営組織を含む）、ロータリアン行動
グループ、ロータリー親睦活動グループ、RI 国際大会ホスト組織委員会、および国際ロータリー
の地域単位群。個々のRI プログラムはロータリー組織ではない。

●ロータリーソング（Rotary Song）
　ロータリー創立後、3年間シカゴロータリークラブでは、
奉仕強調派と親睦派との間に激しい討論があり、クラブの崩
壊寸前となったとき、印刷業のハリー・ラグルスが「諸君、
歌を唄おうではないか」と提案したのが始まりと言われてい
る。まもなく、ロータリーの例会で歌うことが習慣となった。
　この習慣は米国の多くのクラブに普及し、今日では、オー
ストラリア、日本、ナイジェリア、ニュージーランド、カナ
ダ等様々な国のロータリー例会のポピュラーな親睦行事となっている。例会の初めに国歌を歌
うクラブもある。しかし、ヨーロッパ、南米、アジアのロータリークラブの例会でロータリー
ソングが歌われることはほとんどない。
　日本では、「われらの生業」「奉仕の理想」「それでこそロータリー」「手に手つないで」など
が歌われているがその他、童謡、自クラブソングなどいろいろ趣向を凝らしているクラブも見
受けられる。

●ロータリー地域雑誌（Rotary Regional Magazines）
　ロータリーの地域雑誌は、ロータリーの公共イメージを推進するためのものである。ロータ
リー章典に記載された基準を満たしているロータリー出版物は、認定を申請することができ、RI
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理事会の承認を受けた上で、ロータリー・ワールド・マガジン・プレスの雑誌としての免許を得
ることができる。5年ごとに免許の更新が義務付けられている。 （ロータリー章典 51.020.）

●ロータリー地域社会共同隊（Rotary Community Corps）
　これは、国際ロータリーの常設プログラムであり、ロータリー村落共同隊（Rotary Village 
Corps）を前身として、1986年に理事会によって採択されたものである。
　理事会は「ロータリー地域社会共同隊方針書」と「標準ロータリー地域社会共同隊（RCC）」
を定期的に見直し、必要に応じて修正する。
運営指針
１． ロータリー地域社会共同隊プログラムは、国際ロータリーによって開発、創設された活

動であり、組織要件および手続基準の創設と強制権限、ロータリー地域社会共同隊の名
称と記章の保護および維持の権限は国際ロータリーが保持する。

２． ロータリー地域社会共同隊プログラムの目的は、持続可能な奉仕への取り組みに参加し、
これを推進することによって、地域社会のニーズに対応し、活力を与えることである。

３． ロータリー地域社会共同隊（RCC）プログラムの目標は以下の通りである。
ａ） 地域社会の向上へ向けた共同活動において、ロータリアンと非ロータリアンの間のパー

トナーシップを向上させること。
ｂ）最も差し迫った懸念や適切な実施方法を確認するというメンバー独自の能力を見出す

ことによって、地域社会のニーズに積極的に取り組むコミュニティメンバーを支援す
ること。

ｃ）地域社会のより広い領域で、焦点を当てた奉仕プロジェクトを開発し完遂させること
によって、地域社会のニーズに対する持続可能な解決策を推進すること。

４． ロータリー地域社会共同隊の活動とプロジェクト
ａ）ロータリー地域社会共同隊には、地域社会の特定のニーズの評価に基づいて選択され

た活動やプロジェクトに従事することが強く奨励される。これらの活動とプロジェク
トは必ず、地域および国で適用されるすべての規則と規制に従って行われるようにす
る。

ｂ）各共同隊は、その活動の中で、毎年少なくとも二つの主要なプロジェクトに着手しな
ければならない。

ｃ）各共同隊は、計画、組織、資金調達、および自らの活動運営に責任を負うものとする。   
共同隊その提唱ロータリークラブから、時たまの、あるいは偶発的な財政支援以上の
ものを受けてはならないし、または他のロータリークラブや他のロータリー地域社会
共同隊に一般的な要請をしてはならない。また、提唱ロータリークラブの事前の承認
なしに、個人、企業、またはコミュニティの団体から資金援助を要請してはならない。
共同隊のプロジェクトや活動からの収益は、同共同隊のプロジェクト費用を支払うた
め、奉仕プロジェクトのために使わなければならない。

５．ロータリー地域社会共同隊（RCC）スポンサーシップ
ａ）各ロータリー地域社会共同隊は、１つ以上の地元のロータリークラブが提唱するもの
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とする。提唱ロータリークラブは、ロータリアンの委員を通じて、活動、プログラム、
共同隊のポリシーに関する定期的な助言を提供するものとする。

ｂ）ロータリー地域社会共同隊は、それが所在する地区外のクラブによって提唱されるこ
とはない。

６．ロータリー地域社会共同隊（RCC）への会員資格
ａ）各共同隊のメンバーは善良な成人で、潜在的なリーダーシップを持っており、地域社

会の向上に貢献する熱意、能力を備えた成人で構成するものとする。メンバーへの加
盟は、共同隊コミュニティ内、またはその付近に居住、勤務、通学するすべての者に
その資格が与えられるものとする。

ｂ）ロータリー地域社会共同隊のすべてのメンバーは、入会および継続の受諾を以って、
ここに明記されたプログラム方針とガイドラインを受諾、遵守し、これらの方針に拘
束されることに同意するものとする。

ｃ）各共同隊のメンバーの選出は、共同隊と提唱ロータリークラブの協議によって決定し
なければならない。

ｄ）共同隊の会員資格を引き続き満たすことができない場合、または、正当な理由によって、
会費を納入しているすべてのメンバーの 3分の 2以上の投票によって共同隊が決定し
た場合、共同隊の会員資格は終結される場合がある。

ｅ）共同隊のメンバーより支払われるべきあらゆる手数料、会費、負担額は、名目上、管
理費を満たすことを唯一の目的とした費用とする。共同隊は年に一度、有資格者の協
力の下ですべての財務処理の監査を実施し、結果を共同隊のメンバーおよび提唱ロー
タリークラブに報告する。

７．ロータリー地域社会共同隊（RCC）リーダーシップグループ
ａ）ロータリー地域社会共同隊は、提唱ロータリークラブと協議の上で、会費を納める会

員で構成され、共同隊の単純過半数によって選出された指導グループを置くことが奨
励される。共同隊と提唱クラブによって決定された場合を除き、指導グループの任期
は 1年とする。

ｂ）指導グループは、この人物は提唱ロータリークラブまたは社会とともに協働するすべ
ての事業の代表者として、グループ内から代表者を 1名選出するものとする。この代
表者は、職務の実行に必要となる委員会を任命することができる。委員会は、職務が
終了、代表者の解任、または代表の任期終了まで存続するものとする。各共同隊は、
管理運営、職業奉仕、社会奉仕、財務のための委員会を任命することが奨励される。

８．ロータリー地域社会共同隊に関するガバナーの役割
ａ）ガバナーおよびガバナーエレクトは、クラブおよび地区の会合において、RCCプログ

ラムの価値を伝え、その地域社会においてRCCのプロジェクトを奨励すべきである。
ｂ）すべてのガバナーは、地区ロータリー地域社会共同隊委員会を任命することが奨励さ

れる。この委員会の役割と責務は次の通りである。
ⅰ．  地区内のクラブと定期的な会合および地区の会合を通じてRCCプログラムへの理

解と参加の促進
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ⅱ．  RCCを設立するクラブの支援
ⅲ．  クラブにProject LINK上にRCCプロジェクトを登録することを奨励
ⅳ．  地区のウェブサイト、ガバナーの毎月のニュースレター、およびRI 出版物を通じた

広告宣伝のための効果的なRCCプロジェクトを確認する
ⅴ．  地区のRCCの状況や活動を記録し、ガバナーおよびRI 事務局に定期的に報告する

こと
ｃ）ガバナーは、リーダーシップの技術、人前で話す技術、コミュニケーション、RCCプ

ロジェクトの計画と実施、ロータリー地域社会共同隊プログラムの目標を達成するた
めに必要となる他の必要事項に関して研修するために、RI に費用を負担させることな
く、ロータリー地域社会共同隊の指導者のための指導者キャンプや会議を開催するこ
とが求められる。

ｄ）ガバナーは、RI への地区ガバナー報告書の中に、地区内で活動中のすべてのロータリー
地域社会共同隊のリストを含めることが求められている。；すなわち、このリストには
提唱ロータリークラブはもちろん、活動中の主要なロータリー地域社会共同隊のプロ
ジェクトを記載すべきである。 （ロータリー章典 41.050.）

●ロータリー地域社会共同隊のための重要なメッセージ
　　（Key Massages for the Rotary Community Corps Program）
　ロータリークラブと地区は、ロータリー地域社会共同隊の支援にあたり、次の戦略を実施す
べきである。
１）  地域に積極的に貢献する実行可能な奉仕プログラムとして、ロータリー地域社会共同隊

を広報する。出版物、ビデオ、インターネット、クラブでプレゼンテーション、そのほ
かの方法を活用する。

２）  会員が少ない地域でのロータリー地域社会共同隊の設立を奨励、提案することにより共
同隊プログラムの範囲を拡大する。

３）  ロータリー地域社会共同隊とその提唱ロータリークラブとの間の関係を強化する。ロー
タリー地域社会共同隊委員会の設置を、各ロータリークラブに奨める。

４）  地域社会共同隊が、地域社会の具体的なニーズ調査の結果に基づいた持続可能な活動や
プロジェクトを選択するように指導し、そしてまた隊員の技能を利用するように指導す
る。

５）  ロータリー地域社会共同隊が、プロジェクトの長期的な成果をもたらすために、よいプ
ロジェクト管理を実践するよう奨励する。

６）  ロータリー地域社会共同隊が、必要に応じて、地域開発活動での協力と支援が得られる
よう、非政府団体、地域団体、地元政府との関係を築くことを奨励する。

●ロータリー地域社会共同隊（RCC）小委員会
　　（Rotary Community Corps（RCC）Subcommittee）
　ロータリー地域社会共同隊プログラムは、社会奉仕部門におけるクラブの活動である。ガバ
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ナーは、ロータリー地域社会共同隊プログラムを地区レベルで推進、運営する責務を地区社会
奉仕委員会にゆだね、地区社会奉仕委員会の中にRCC小委員会を設置するよう奨励されている。
この小委員会は、委員の継続性を図り、RCCを提唱している地区内のロータリークラブに具体
的支援と指導を提供する。

●ロータリーデー（Rotary Day）
　1905年 2月 23日、ポール・ハリスと 3人の仲間がシカゴのユニティ・ビル 711号室に
集まり、ロータリーが誕生した。このロータリー創立記念日をロータリーデーと言い、それを
祝うイベントの計画がされる。例えば、世界各地の名所で「End Polio Now」のメッセージを
映し出すイルミネーションが行われ、ポリオ撲滅活動への支援を呼びかけた。2014-15年度
ゲイリーC．K．ホアン会長はこのロータリーデーを推進し、地域社会の人々に、楽しみなが
ら情報を学んでもらうイベントを催し、ロータリーを紹介するということを奨励し表彰する。

●ロータリー手帳（Rotary Note）
　ロータリーの活動に役立つよう、7月スタートのロータリー年度に合わせて作られている。
5月に発行。ロータリー関係資料、ガバナー事務所、地区大会の予定等も掲載されている。

●ロータリーという名称（Name of Rotary）
　最初の頃は、クラブの会合が会員の事務所で（in rotation）に開か
れていたことから、この名称がつけられたと言われている。

●ロータリーと報道機関の関係
　　（Rotary and News Media Relationships）
　クラブとガバナーは、ロータリーと報道機関との関係向上のために適切な措置を講じるよう
要請されている。さらに、クラブと地区は、地域的、社会的、文化的諸条件と地元の報道機関
との関係を考慮に入れ、次のような活動に着手すべきである。
1） メディアの役割に関して話をしてもらうため、報道関係者をクラブに招く。
2）   ロータリアンのために、広報とメディアの利用に関する研修会、グループ討論会、ある

いはフォーラムを開催する。後援者またはパネリストとしてメディア関係者を招く。
3）  若いジャーナリストを対象に、クラブを基盤とした職業能力開発の機会を設け、参加者

からの感想を求める。
4） 報道機関の代表者をロータリークラブ会員に迎え入れるよう、一層の努力をする。 

●ロータリーによるガバナーへの資金提供（Rotary Funding for Governors）
　ガバナーは、クラブ訪問、研修および事務経費に関連する費用の一部を相殺するための資金
提供を受ける。当該資金は、ロータリーおよび理事会方針に従いガバナーが義務および責任を
遂行する目的で使用される。 （ロータリー章典 69.030.1.）
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●ロータリーのウェブサイト（Rotary’s Website）
　理事会はRI のウェブサイトを開設し、維持する責任がある。このウェブサイトはロータリー
のウェブサイトと称され、理事会が承認した複数の言語で開かれるものとする。このウェブサ
イトの目的は理事会がRI の目的とロータリーの目的を推進するのを助けることである。RI, 地
区、およびクラブは適切な言語によるウェブサイトを維持するよう強く奨励され、可能な場合、
こうしたウェブサイトにロータリーのウェブサイトへのリンクを設けるものとする。
 （RI 細則第 22条 .）

●ロータリーの営利化（Commercializing Rotary）
　ロータリーの「公式名簿」は、全ロータリアンのための情報として毎年発行されている。い
かなるロータリアンも、「公式名簿」、クラブや地区の名簿、ロータリー関係プロジェクトや活
動に関連して作成されたその他のデーターベースや名簿を、営利目的のために使用してはなら
ない。 （ロータリー章典 11.010.6.）

●ロータリーの家族委員会（Family of Rotary Committees）
　地区とクラブは、ロータリーの家族委員会を設置し、会員の退会をさらに防止するために適
切なプログラムを積極的に立ち上げ、継続するよう奨励されている。

●ロータリーの環境保全（Rotary’s Preserve Planet Earth）
　RI は、高まる環境汚染を食い止める必要を認識し、1990年、「われらの天体地球の保全」
（Preserve Planet Earth）,1995年、持続可能な簡便な技術を使い、「安全な水を必要なと
ころへ供給する」プロジェクトなどは、ロータリアンの環境への理解を深め、環境保全プロジェ
クトの数を増やすようロータリークラブに奨励するものである。こうした活動は、第 3奉仕部
門である社会奉仕に属するものである。

●ロータリーの教育および情報（Rotary Education and Information）
　クラブは、準備が行き届き、首尾よく実施されるロータリーの教育および情報プログラムを
継続的に行うべきである。これには、直接の面会、RI 文献の活用、クラブの行事や活動への新
会員の個人的な参加を通じて行われる、基本的な入会前の情報提供と入会後のフォローアップ
活動などが含まれることもある。クラブは、適切な場合、このようなプログラムの一環として
配偶者を招くよう奨励されている。

●ロータリーの広報の目的
　　（Purpose of Rotary Public Relations）
　ロータリーの広報計画の目的は、ロータリーの目的と各種
プログラムへの理解、認識、支援を育成することである。広
報計画は、すべてのロータリアンの間に、次のような意識を
高めるものでなければならない。つまり、広報の目的を達成し、
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人類への奉仕を拡げるなら、良い意味でパブリシティー、好ましい広報、肯定的イメージは、ロー
タリーにとって望ましく不可欠の目標となる。

●ロータリーの綱領（Object of Rotary）
　文言をわかりやすくするために邦訳が「ロータリーの目的」と改正された。

●ロータリーの国際事務局（Rotary International Offi  ce）
　世界本部以外の世界各地にある事務局。ロータリーの世界本部を含まない時は「ロータリー
の国際事務局」と呼ぶ。各事務局は、指定された地域のロータリークラブと地区ガバナーに業
務奉仕する。
・  Rotary International Brazil Office　ブラジル事務局
・  Rotary International Europe and Africa Office　ヨーロッパおよびアフリカ事務局
・  Rotary International Japan Office 　日本事務局
・  Rotary International Korea Office　韓国事務局
・  Rotary International South Asia Office 南アジア事務局
・   Rotary International South Pacific and Philippines office　南太平洋およびフィリピン事務局
・  Rotary International Southern South America Office　南アメリカ南部事務局

●ロータリーの雑誌（Rotary Magazines）
購読義務（Mandatory Subscription）

　RI 細則に従って、本クラブがRI 理事会によって、本条規定の適用を免除されていない場合、
各会員は、会員身分を保持する限りRI の機関雑誌またはRI 理事会から本クラブに対して承認
ならびに指定されているロータリー地域雑誌を購読しなければならない。同じ住所に住む 2人
のロータリアンには、雑誌を合同で購読する選択肢がある。購読料は、理事会により定められ
た期日に支払われ、購読の期間は、本クラブの会員となっている限り継続するものとする。
購読料（Subscription Collection）

　購読料は、クラブが、その前払金を各会員から徴収し、RI の事務局またはRI 理事会の指定
によって購読することとなった地域雑誌の発行所に送金しなければならない。
 （標準クラブ定款第 17条第）

●ロータリーの賛歌（Rotary Anthem）
　公式の「ロータリーの賛歌」（Rotary Anthem）（030）は、ベートーベンの「エグモント」
序曲作品 84の行進曲を編曲した楽曲である。この楽曲は、
国旗入場式などの然るべき行事で使用できる。
 （ロータリー章典 26.050.）
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●ロータリーの重点分野（Rotary’s Areas of Focus）
　国際ロータリーおよびロータリー財団は、優先的に取り組む以下の 6つの重点分野を定めた。
・平和と紛争予防／紛争解決
・疾病予防と治療
・水と衛生
・母子の健康
・基本的教育と識字率向上
・経済と地域社会の発展

　クラブは、様々な方法で、これらの重点分野に沿ったプロジェクトを実施できる。

●ロータリーの出版物（Guidelines for Rotary Publications）
　ロータリー出版物の主要目的は、それが印刷物、録音資料あるいは電子出版物にかかわらず、
諸事全般においてロータリーの目的を促進させるためである。

●ロータリーの使命の遂行（Carrying Out Rotary’s Mission）
　ロータリークラブと地区は、ロータリーの使命を遂行するべく、ロータリーの基本理念と価
値観を認識すべきである。ロータリアンが奉仕プロジェクトを立案するにあたっては、これら
の概念を心にとどめ、地域社会のニーズを見極めるべきである。

●ロータリーの新世代奉仕プログラムのビジョンおよび理念
　　（Rotary’s Vision and Philosophy for New Generation Programs）
　ロータリーの新世代奉仕プログラムは、未来への投資である。― すなわち、私たちの子孫や
地域社会やロータリーの未来への投資なのだ。
　ロータリーの新世代奉仕プログラムを通じて、ロータリアンは新世代とロータリーの理念や
伝統を次世代の若者たちと共有する。ロータリーの理念や伝統は次の項目が含まれる。
◇ロータリー家族内での友情
◇ 地域社会および国際社会への奉仕
◇ 世界の全ての人々に対する理解、その文化に対する理解、風習に対する理解・それは世界
平和の基盤となる

◇ 全ての価値ある職業への敬意
◇ 合理的な意思決定の指針としての四つのテスト
◇ ロータリーの将来への投資意識を促進させるための革新的なリーダーシップの機会

　青少年たちとの様々なプログラムや継続的な関係を通じて、ロータリーは世界の将来のリー
ダーたちのビジョンや希望、期待を通して、未来を垣間見ることができる。

●ロータリーの推進におけるロータリアンの責任
　　（Rotarians Responsibility in Promotion of Rotary）
　個々のロータリアンは、ロータリー発展と奉仕活動を改善、拡張するために、ロータリーと
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は何か、ロータリーが何をしているのかについて、自ら他の人々に知らせ、地域社会におけるロー
タリークラブの存在感を一層際立たせる力となるよう要請されている。
 （ロータリー章典 9.050.1.）

●ロータリーの席次（Rotary protocol）
　RI と財団の現、元および次期役員と委員会委員、およびそれぞれの配偶者が、RI の会合と行
事への出席にあたり、紹介を受ける順序、歓迎レセプションの並び順として、およびRI 出版物
にその名前が掲載される順序として、次の席次が適用されるべきである。
　会長（または会長代理）・会長エレクト・会長ノミニー・副会長・財務長・理事・執行委員会
委員長・そのほかの理事・元会長（先任順）・管理委員長・管理委員長エレクト・副管理委員長・
そのほかの管理委員・事務総長・理事エレクト・次期管理委員・理事ノミニー・元理事（先任順）・
元管理委員（先任順）・元事務総長・RIBI の会長・直前会長・副会長・名誉会計・ロータリーコー
ディネーター・ロータリー公共イメージコーディネーター・ロータリー財団地域コーディネー
ター・地区ガバナー・地区ガバナーエレクト・地区ガバナーノミニー・パストガバナー（先任順）
　ロータリーの公式行事においては、役員とその配偶者に対し、一度だけ、席次に従って敬称
で呼びかけるべきである。２つ以上の役職を保持しているロータリアンは、高いほうの役職の
席次に就く。
　上記の義務づけられた席次の次には、以下の席次が推奨されており、地元の慣習やしきたり
に従ってこれを修正すべきである。
　ガバナー補佐・地区幹事／会計・地区委員会委員・クラブ会長・クラブ会長エレクト・クラ
ブ副会長・クラブ幹事・クラブ会計・クラブ会場監督・そのほかのクラブ理事・クラブ委員会
委員長・元ガバナー補佐・ロータリアン・ロータリー財団学友・ロータリアンの家族
　地区会合においては、外国から来訪したロータリアンは、同じ地位にある地元のロータリア
ンより上席に就くことができる。これは、来賓への礼儀を示すためである。
　ロータリアン以外で高位の人物がいる場合は、地元の慣習に従って、上位を与えることがで
きる。ロータリアンがロータリアン以外の人物よりも上席となる場合は、クラブと地区が来賓
にあらかじめ説明をしておくよう奨励されている。 （ロータリー章典 26.080.）

●ロータリーの力は洋々たる大河の流れ
　　（Rotary Flows as the Great River）
　創始者ポール・ハリスは、自叙伝「ロータリーへの私の道」
の中で、次のように書いている。
「大河は無数の支流の集まりであり、その支流のそれぞれ
には、また無数の小川、渓流が流れ込んでいる。この小川
や渓流の水は大河の流れに入るべく、丘を下り山を下って
やってくる。ロータリーの成長もまたこれと似ており、ロー
タリーが今日の姿あるのは、多くの国々の自己犠牲をいとわぬ無数のロータリアンのおかげで
ある」。
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●ロータリーの定義（A Defi nition of Rotary）
　ロータリーは、人道的な奉仕を行い、あらゆる職業において高度の道徳水準を守ることを奨
励し、かつ世界における親善と平和の確立に寄与することを目指した、事業および専門職務に
携わる指導者が世界的に結び合った団体である。ロータリアンはそれぞれのクラブの会員であ
り、ロータリークラブは、RI の会員である。
　RI の目的は、
１． ロータリーの目的を推進するようなプログラムや活動を追及しているRI 加盟クラブと

RI 地区を支援すること。
２． 全世界にわたって、ロータリーを奨励し、助長し、拡大し、管理すること。
３． RI の活動を調整し、全般的にこれを指導すること。
　
●ロータリーの友（The Rotary-NO-TOMO）
　1952年（昭和 27年）4月、第 60区の大会が開催
され、新年度から日本の地区は東日本と西日本の二つに
分割が決定。この地区大会では、日本の 2地区で共通の
雑誌を発行することが決定した。「ロータリーの友」は、
これまでともに活動をしてきた日本のロータリアンが、
分割されてからも緊密に連絡を取り合い、情報を共有す
るための機関紙として企画されたものである。現在、RI
よりロータリー地域雑誌に指定され、ロータリークラブ会員は購読義務がある。国内の活動、
RI の活動や方針の紹介を中心に、会員同士の意見交換、地区大会の講演や卓話の要旨などを掲
載している。2013年の規定審議会の結果、RI が指定した地域雑誌を各会員は、郵送で送られ
る印刷物か、インターネットを通じた電子版のいずれかの選択肢を選べるものとなった。日本
では、2014年 1月よりロータリーの友電子版が開始された。

●「ロータリーの友」ウェブサイト（Website of The The Rotary-NO-TOMO）
　ロータリーの最新ニュース、「ロータリーの友」掲載記事の追加情報や写真の紹介をしている。
ウェブサイトをもっているクラブとリンクしているので、メークアップするクラブの情報を事
前に手に入れることができる。RI のウェブサイトには、トップページだけでなく、日本のロー
タリアンのニーズの高いページに直接リンクしている。

●ロータリーの友月間（rotary no tomo Month）
　付録・「ロータリーの特別行事」を参照。（P732）

●ロータリーの友事務所（The Rotary-NO-TOMO Offi  ce）
　付録・「ロータリーの友委員会と一般社団法人ロータリーの友事務所」を参照。（P752）
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●ロータリーのない国および地域へのロータリー拡大
　　（Extension to Non-Rotary Countries and Geographical Areas）
　現在、ロータリークラブのないところは、非ロータリー国あるいは非ロータリー地域と定義
する。ロータリアン、クラブ、地区は、理事会の事前の承認なしに、いかなる拡大活動も行う
ことがないものとする。
　ロータリーのない国および地域にロータリーを拡大することに関心のあるロータリアンは、
援助を提供するため、事務総長に連絡し、該当地域の拡大代表に支援を申し出る。理事会は、
拡大代表の推奨があり、さらに以下の基準が満たされている場合には、非ロータリー国および
非ロータリー地域におけるロータリークラブの開始申請を検討する。
１． ロータリークラブ結成に必要な許可を政府から得ていること
２． クラブが、政治に関係のない国際的な団体として自由に活動できること
３． その所在地に、ロータリークラブを維持するのに十分な数の事業および専門職務に携わ

る人々と地域社会のリーダーがいること
４． ロータリークラブは、標準クラブ定款の定める通り、規則正しく会合を開くことができ

ること
５． ロータリークラブは、外部からの援助を必要とせず、RI 細則の規定する財政的義務を

果たす能力があること
６． ロータリークラブは、会員数を維持、拡大し、奉仕プロジェクトを実施し、ロータリー

財団を支援し、他国からのロータリアンビジターを歓迎し、クラブレベルを超えてロー
タリーで奉仕できる指導者を育成できること

７． 既存の地区がそのテリトリー内に、非ロータリー国および非ロータリー地域を含むこと
に同意すること。 （ロータリー章典 18.040.）

●ロータリーのない国においてクラブがプロジェクトを実施するための指針
　　（Guidelines for Clubs to Conduct Projects in Non-Rotary Countries）
　RI は、クラブおよび地区がロータリーの存在しない国において国際奉仕プロジェクトを実施
するのに役立つ次の指針を採択した。
a）  いかなる場合においても、クラブまたは如何なる会員も、正式、非正式を問わず、プロジェ

クト実施面において拡大活動を実施すべきではない。拡大は、理事会の責任にお いて為
されるものである。

b）  プロジェクトが実施される地域社会の指導者、ならびに同地区の政府当局に対し、プロ
ジェクトの目的、範囲、期間、受益者、クラブの役割を明確に説明すべきである。

c）  プロジェクトを実施する前に、目的、趣旨、国内の連絡担当者、他団体と政府機関の関
与の範囲と協力の種類、完了予定期日、財団補助金申請の有無など、プロジェクトの 内
容に関する完全な概要をガバナーに提出し、その写しを事務総長に送付すべきである。

d）  プロジェクト状況報告は、半期ごとにガバナーに提出し、写しを事務総長に送付すべき
である。

e）  クラブは、プロジェクトがクラブの所在国あるいはプロジェクト実施国の法律に違反す
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るものではなく、その実施に当たってプロジェクト実施国の適切な政府当局の承認を受
けていることを確認すべきである。

f）  他団体と協力して実施する場合、クラブは、その団体がプロジェクト実施国の法律に従
い登記され活動していることを確認すべきである。

●ロータリーの歯車（Rotary wheel emblem, Rotary）
　ロータリー資料２・「ロータリーの名称とエンブレム」を参照。（P652-654）

●ロータリーの旗（Rotary Flag）
　ロータリーの公式旗は、白地でその中心にロータリー徽章を飾ったものである。輪全体とし
て金色、輪縁の四つの窪みの部分はロイヤルブルーとすべきである。窪みの“Rotary”と
“International”の文字は金色、中心と楔穴は白色である。
 （ロータリー章典 33.030.2.、33.030.10.）
　クラブ旗としてこの旗を掲げるクラブは、大きな青色の文字で輪の上部に“Rotary Club”
の文字をまた、輪の下部に市区町村、都道府県・州、省あるいは国の名称を記入できる。
 （ロータリー章典 33.030.11.）

●ロータリーの標語（Motto of Rotary International）
　「超我の奉仕」（Service Above Self）および「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」
（One Profi ts Most Who Serves Best）が、ロータリーの公式標語である。前者がロータリー
の第 1標語である。後者は、2010年規定審議会で修正が加えられ“they”が“one”に置き
換えられた。 （ロータリー章典 33.080.）

●ロータリーのホームページ開設（Opening Rotary Home Page）
　RI コミュニケーション委員会では、急速に普及しつつあるインターネットを利用して、迅速
かつ広範囲へ情報の伝達を図るべく、1996年1月1日にワールドワイドウェーブにホームペー
ジを開設した。アドレスは、　http://www.rotary.org

●ロータリーの目的（Object of Rotary）
　ロータリー資料１・「ロータリーの目的」を参照。（P582）

●ロータリーの目的の受諾と定款・細則の順守
　　（Acceptance of Object and Compliance with Constitution and Bylaws）
　ロータリー資料１・「ロータリーの目的とその順守義務」を参照。（P582-583）

●ロータリーのリーダーシップ構成（Structure of Rotary Leadership）
　RI の中央役員は、RI 理事会のメンバーと事務総長である。そのほかのRI 役員は、ガバナー、
グレートブリテンおよびアイルランド内RI（RIBI）の会長、直前会長、副会長、名誉会計である。
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RI の役員は細則の定めるところに従って指名され、選挙される。 （RI 定款第 7条）

●ロータリー標章（Rotary Marks）
　語および意匠（デザイン）の両方を含む商標および奉仕の標章であるRI の知的所有権。全世
界を通じてRI が所有する。

●ロータリー標章入り商品の販売を望むクラブと地区
　　（Clubs and Districts Wishing to Sell Merchandise With the Rotary Marks）
　多くの場合は募金目的で、ロータリー標章入り商品を販売したいと望むロータリークラブと
地区もある。理事会は、このようなプロジェクトを、クラブや地区のための募金活動や推進活
動に役立つものとして奨励し、そのような販売を可能するための多くの方針を設けている。こ
れには、特定行事のみのためにRI の免許要件に例外を認める方針や、RI の免許制度の下にい
くつかの異なるレベルの免許を設ける方針などがあり、そのいくつかは、特に募金目的のため
の方針である。「ロータリーの標章の免許契約」を参照。

●ロータリー標章の営利的使用
　　（C0mmercialization of Rotary Marks）
　RI 細則 19.020.（RI の知的所有権の使用の制限）は、名
称と徽章の仕様に関して次のように規定している：「RI の知
的所有権の仕様の制限、RI ならびにクラブの名称、徽章、バッ
ジその他の記章を、クラブまたはクラブの会員が商品の商
標または特別銘柄として使用し、あるいはその他商業上の目的のために使用することは一切で
きない」。ロータリークラブも個人も、商品の販売の標章としてロータリーの徽章またはロータ
リーの標章を使うことはできない。
 （RI 細則 19.020.、ロータリー章典 33.030.13、33.030.14.）
　ロータリーの標章は奉仕および高い道徳的水準の象徴であるため、営利目的にロータリーの
標章を使いたい人にとって、大変魅力的なものである。ロータリーの標章を営利目的に使用す
ることは、ロータリー標章入り商品またはサービスの品質の高さを示唆するかのように思われ
るからである。ロータリー徽章とそのほかのロータリー標章は、クラブとその奉仕活動の象徴
であり、クラブと会員を示すことのほかに使われるべきでない。
　ロータリーの標章はRI の免許制の下に認可された場合を除き、営利目的のために使用するこ
とは一切できない。 （ロータリー章典 34.010.）
　営利目的の例に次のものが含まれる。
１） 商品の商標、サービスマーク、団体の標章、あるいは特別銘柄として使用する場合
２）  ロータリープログラムで挙げた場合を除き、ほかのロータリー以外の標章と組み合わせ

て使用する場合。 （ロータリー章典 33.030.2.）
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●ロータリー標章の改造、修正、部分表示
　　（Alteration, Modifi cation, or Obstruction of the Rotary Marks）
　　ロータリーの名称、徽章、そのほかの標章は、どのような方法であろうとも、改造、修正、
あるいは部分表示すべきではなく、また所定の形以外のものを複製してはならない。
 （ロータリー章典 33.010.2.、33.030.6.、33.030.8.）
　ロータリー徽章またはほかのロータリー標章は、部分表示されていなければ、異なった表出
方法（透かし、刷り込み、陰影、浮かし）で複製できる。
　ロータリー標章の正しい複製に関する最新情報、ロータリー徽章の複製の仕様、ロータリー
の全資料のアイデンティティを標準的かつ一貫したものに維持するためのガイドライン、ロー
タリー標章に認められている修正については、「ロータリーを生き生きと表現しよう：ロータリ
アンのための「ボイス」とビジュアルアイデンティティのガイド」（547A）を参照。

●ロータリー標章の使用と保護（Use and Protection of the Rotary Marks）
　付録・「ロータリーの標章の使用と保護」を参照。（P750）

●ロータリー標章の入った商品の購入
　　（Purchase of Merchandise Bearing the Rotary Marks）
　すべてのロータリアンおよびロータリー組織は、ロータリーの標章入り商品をRI の免許取得
者からのみ購入するよう奨励されている。ロータリアンが特定の行事あるいは目的のために、
ロータリーの標章を付した特注の商品を製造しなければならない場合のあることをRI は認識し
ている。すべてのロータリアンは、まず必ずRI 免許取得者に、この特注のロータリー徽章入り
商品を注文し、RI 免許取得者からそのような商品を得るのが非合理的と考えられる場合に限り、
免許取得者以外から、そのような商品を求めるよう要請されている。いずれの場合も、免許取
得者以外の業者は、ロータリー標章の使用についてRI の免許業務課（RILicensingServices@
rotary.org）の特別な審査を受け、承認を得なければならない。
 （ロータリー章典 34.010.5.、34.040.1.）

●ロータリー標章の複製（Reproducing the Rotary Marks）
　ロータリー活性化の取り組みの一環として、RI は、世界的にロータリーのメッセージを一貫
したものとするための包括的なブランドガイドラインを作成した。クラブと地区の資料を作成
する際に新しい「ロータリーを生き生きと表現しよう：ロータリアンのための「ボイス」とビジュ
アルアイデンティティのガイド」（547A）を使用することにより、ロータリーの活性化の一助
とすることができる。

●ロータリー標章の免許契約（Licensing of the Rotary Marks）
　RI 徽章を維持、保護するというRI 理事会の責務を果たすため、また法的な面から標章の保
護を強化するために、RI 理事会は免許制度を定め、維持している。RI は現在、300近い個人、
ロータリークラブ、ロータリー地区、法人に、数多くの商品を販売するための免許を交付して
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いる。 （ロータリー章典 34.010.）
　ロータリーの標章は、RI が所有する商標かつサービスマークであり、RI から免許を得た、あ
るいは使用許可が与えられた業者または個人のみがそれを複製することが認可される。RI に対
しロータリーの徽章およびそのほかのロータリーの標章を付した物品の製造販売を出願する個
人や商社は、多数にのぼっている。これらの物品には、襟章、バッジ、装飾用品、マグカップ、
道路標識をはじめ、このほかにも多数の物品が含まれる。
　RIは、営利企業を含む大小さまざまな会社およびロータリークラブと地区のために、異なる免
許の種類を設けている。募金のみを目的として設けられた免許の種類もある。クラブまたは地区
がRIから免許を得ることに関心を持っている場合には、RI免許業務課（RILicnsingServices@
rotary.org ）に連絡すること。
　RI は、公共団体、信仰、または国家の象徴を傷つけたり、不当に示唆したり、あるいは侮辱
または悪評に導くようなものに対して免許を交付しない。ロータリーの徽章は、いかなる個人、
企業、法人によっても、商標として使用されてはならず、また、「ロータリー」「ロータリアン」
という語は、いかなる個人、企業、法人によっても、その商品名や銘柄名として、あるいは製
造または販売される商品の説明として使用されてはならない。
 （RI 細則 19.020.、ロータリー章典 33.020.、33.020.2.、34.050.3.）
　免許取得者は、ポール・ハリスの肖像または「ポール・ハリス・フェロー」、「財団友の会会員」、
「ベネファクター」などの文字を使った表彰品目や認証品目を販売することは認められていない。
 （ロータリー章典 34.050.7.）
　ザ・ロータリアン誌またはロータリーの地域雑誌への広告を通じて商品を販売することを望
む業者は、ロータリーの標章を含む特注の商品を製造しようとしている場合、RI の公式の免許
取得者にならなければならない。 （ロータリー章典 34.060.1.）
　襟ピンは、徽章が正確に複製されている限り、サイズに関係なく免許を交付できる。
 （ロータリー章典 34.050.2.）

●ロータリー文献の翻訳（Translation of Rotary Literature）
　RI は、RI の唯一の公式言語である英語以外の言語でロータリー文献を発行するための以下の
方針に従う。）
１）  RI は、クラブと地区にとって最も基本的な情報に

関し、フランス語、日本語、韓国語、ポルトガル語、
スペイン語の翻訳版を提供する。確認されたニー
ズと利用可能なリソースに基づき、イタリア語、
ドイツ語、スウェーデン語、ヒンディー語で情報
が提供される。

２）  ほとんどのRI 出版物は、英語およびそのほかの言
語で、年度をずらして 3年に 1度改訂され、規定審議会の影響を最も受ける出版物は、
審議会の後で改定される。ただし、事務総長は、この方針に対する例外を認める権限を
有する。RI理事会方針への最近の変更は、www.rotary.orgを通じてクラブと地区のリー
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ダーに伝えられる。
３）  上記以外の言語を話すロータリアンが存在する地区あるいは地区グループは、地区内の

クラブにとって不可欠な情報を自主的に翻訳、印刷、配布して差し支えない。有志で翻
訳された出版物は、RI の公式翻訳とは見なされない。 （ロータリー章典 48.020.）

●ロータリー文庫（Rotary Library）
　付録・「ロータリー文庫」を参照。（P752）

●ロータリー平和センター（Rotary Peace Center）
　「ロータリー財団」を参照。（P362-364）

●ロータリー平和フェローシップ（Rotary Peace Fellowship）
　「ロータリー財団」・「ロータリー平和センター」を参照。

（P362-364）

●ロータリー補助金（Rotary Grants）
　「ロータリー財団」を参照。（P354-359）

●ロータリーモーメント（Rotary Moment）
　田中作次2012～13年度RI会長が呼びかけたものである。心に残るロータリー体験のこと。
単なるロータリークラブ会員から、真のロータリアンになった時の体験、つまりロータリーに
打ち込むきっかけとなる何かをロータリーで見つけた体験を意味する。

●ロータリー友情交換（Rotary Friendship Exchange）
　これは、1988年に理事会で採択された国際ロータリーの
常設プログラムである。
注： 理事会は以下の「ロータリー友情交換の指針」を定期

的に見直し、必要に応じてこれを改正するものとする。
　ロータリー友情交換は、参加するロータリアンとその家族
およびその友人がお互いに、国際間で訪問し合う機会を与え
るものである。交換の目的は、参加者が新しいつながりや友
情を作り出したり、共同奉仕プロジェクトのための基礎を築くとともに。文化を吸収し、また
異文化に触れる経験をしたり、国際的な理解を深めたり、職業的スキルを向上させたりするこ
とにある。交換チームは、例えば、職業目的の交換、文化目的の交換、奉仕目的の交換、双子
クラブの創設や奉仕のパートナーの関係の創設など、それぞれの旅行の目的を特定しなければ
ならない。勿論、これだけでなく、他の様々な目的も考えられる。
　ロータリー友情交換は以下の特色を持つ：
　　・相互的である。



－ 337 －－ 337 －

カ

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ワ

ア

ラ

　　・費用は全額参加者と、それぞれの地区が負担する。
　　・ ロータリアン、その家族、非ロータリアンに開かれている。
　　・特定された目的と目標を持っている。
若い専門職のための職業交換

　また、ロータリー友情交換は、若いビジネスパーソンや専門職の人たちのためのユニークな
教育機会として、働き始めた数年の間に行うこともできる。これらの職業交換は、地域社会や
ますますグローバル化する職場のニーズに対応するため、若者の間で専門職業とリーダーシッ
プのスキルの向上が図られるよう考えられている、これらの職業交換は、幅広く厳格な国際旅
行プログラムと参加型活動に従うものとする；
職業訓練

　職業訓練は他の国で実践されている職業を視察し、究極的に彼らの所属するすべての地域社
会にとって利益をもたらす各自の分野で、アイデアの相互交換に参加する機会を提供する。
文化体験

　文化体験は参加者に他の国、その国民および制度を学ばせ、世界的な文化の多様性への理解
を促進する。
親睦の機会

　親睦の機会は、お互いの問題や願望や地域社会の関心事のことを考え、そして長く続く友情
と国際理解を促進するために、チームメンバーとホストが出会い、コミュニケーションを促し、
友愛と善意の心で一緒に生活することを促進する。；そして
ロータリアンの関与

　ロータリアンの関与は、若くて成長中の専門職の人たちに、他の国や他の文化の中で、ロー
タリアンの職業に関する経験豊かな考え方を提供することであり、また、ロータリーの世界的
使命を強化することに繋がる研修チームを派遣し、受入、そして教育的経験を共有することで
ある。
　これらの交換を実施する地区は、以下の要素を考慮すべきである。
ａ） 地区は、交換によって達成される明確な目的と目標を挙げなければならない。
ｂ） 地区は、ホストの旅行プランの草案を作成しなければならない。
ｃ）  地区は、ロータリアンの家庭または他の代替住宅に到着したチームメンバーに（代替住

宅の場合はそれに関する説明と共に）、収容施設についての計画を提示しなければなら
ない。

ｄ）  地区は、派遣するチームメンバーに準備とオリエンテーションとして、言語、文化、お
よび他の適切な事項を含む包括的な計画を提供しなければならない。その時間は 12時
間以上でなければならない。

　参加地区の地区ガバナーは、世界中の友情交換委員長の電子メール連絡先リストによって参
加希望者が交換を調整する手助けを行うために、地区友情交換委員長を任命する。
　このリストはロータリアンが利用するためにRI ウェブサイトに掲示される。
　事務総長は、プログラムを促進するためのリソースを作成し、地区が交換パートナーを見つ
ける手助けをする。 （ロータリー章典 41.060.）
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●ロータリーリーダー（Rotary Leader）
　「ロータリーリーダー」は、ロータリークラブと地区の役員、
およびロータリーのそのほかのリーダーのための電子マルチ
メディア刊行物である。これは、RI とロータリー財団のプロ
グラムに関する世界共通の情報源とすることを目的としてRI
理事会が認可したもので、個々のプログラムについて特化し
た出版物が必要とされることのないように配慮したものであ
る。「ロータリーリーダー」には、クラブと地区の役員がより
効果的にその役割を果たすために役立つ情報やアイデアも掲載されている。これは、ロータリー
クラブと地区の役員への公式な連絡の手段ともなっている。
　RI 理事と財団管理委員、現クラブ会長と現地区ガバナー、ロータリーコーディネーター、ロー
タリー公共イメージコーディネーター、ロータリー財団地域コーディネーターを含め、シニア
リーダーには自動的に各号の通知がＥメールで送られ、クラブと地区のほかのリーダーとこの
刊行物を分かち合うよう奨励されている。「ロータリーリーダー」は一般への配布を意図したも
のではないが、www.rotary.org/ja/rotaryleader で誰でも無料で受信を申し込むことができ
る。
　「ロータリーリーダー」は、8か国（英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓
国語、ポルトガル語、スペイン語）で発行される。

●ロータリー・リーダーシップ研究会（Rotary Leadership Institute）（RLI）
　ロータリー資料１・「ロータリー・リーダーシップ研究会」を参照。（P419-428）

●ロータリーワールド（Rotary World）
　ロータリーのクラブレベル、地区レベル、国際レベルの指導者のために年に数回、９カ国語
で発行される新聞。RI とロータリー財団の全プログラム、クラブと地区の興味深いロータリー
ニュースに関する世界的情報源。

●ロータリー・ワールド・マガジン・プレス（Rotary World Magazine Press）
　ザ・ロータリアン誌およびRI 理事会より認定されたすべてのロータリー地域雑誌から成る一
群の刊行物。

●ロータリー・ワールド・マガジン・プレスに対するガバナーの責務
　ガバナーはクラブに対し、雑誌の購読料を支払うよう、さらに、公共イメージと会員増強の
情報資料として、雑誌を活用するよう促す。 （ロータリー章典 19.010.4.）

●ロータリアン（Rotarian）
　ロータリークラブ会員のこと。
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●ロータリアン間の取引関係（Business and Professional Relations Among Rotarians）
　ロータリアンは同僚ロータリアンから、他の事業家に対する場合より多くの利便を期待し、
また要求し、また与えてもならない。いかなる場合でもロータリーの親睦を利便や利益を得る
手段として利用することはロータリーの精神に反するものである。

●ロータリアン行動グループ（Rotarian Action Group）
目的と会員（Purpose and Membership）

　ロータリアン行動グループは、社会発展と人道奉仕プロジェクトの広範囲な計画と実施に関
して、ロータリークラブ、地区、および合同多地区にあらゆる支援を提供し、ロータリーの目
的の達成を目指すロータリアンの団体である。
国際ロータリーとの関係（Relationship with Rotary International）

　ロータリアン行動グループはその専門性において、ロータリークラブや地区のリソースであ
る。
　ロータリアン行動グループは、RI の方針に従って活動しなければならない。
　ロータリアン行動グループは、宗教的な心情、政治問題、あるいはロータリー以外の団体を
推進する目的のために利用してはならないし、また直接の擁護目的のために利用してはならな
い。
　ロータリアン行動グループのRI による承認は、RI や地区・クラブに対し、法的、財政的、
あるいはその他の義務や責任を負わせることを意味するものではない。ロータリアン行動グルー
プは、RI を代行したり、代表したり、またRI の代表として行動する権限があることを暗示し
てはならない。ロータリアン行動グループはRI を代表して行動するものでも、RI を代表して
も権限を持つことをも意味しない。ロータリアン行動グループは、財政的にも管理的にも、ま
たその他の面においても自立していなければならない。ロータリアン行動グループは、いかな
る国においても当該国の法律に違反して存在したり、活動したりしてはならない。
　RI 会長は、ロータリアン行動グループの活動を監督するものとするために、世界ネットワー
ク活動委員会を任命しなければならない。委員会のメンバーは任期をずらした 3年任期を務め、
再任を妨げないが、5年以上留任することはできない。元RI 理事が委員長を務め、他の委員は、
1名の 2年目のRI 理事、2名のロータリアン行動グループの代表者、1名のロータリー親睦活
動代表者、1名に職業奉仕代表者、および 1名の財団管理委員から構成される。元RI 会長は
委員となる資格はない。
　この委員会は、RI 理事会に委託の基金モデルに関して、ロータリアン行動グループからの要
請を検討する。
　各ロータリアン行動グループには、RI の保険は適用されず、自らのリスクと安全保障範囲を
適切に評価査定することが奨励される。 （ロータリー章典 42.030）

●ロータリアンによるロータリー標章の使用（Use of the Rotary Marks by Rotarians）
　RI 定款は、「クラブの各正会員はロータリアンとして認められ、RI の徽章、バッジまたはそ
の他の記章を着用する権利を与えられるものとする」と保証している。 （RI 定款第 13条）
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　ロータリアンは、個人用の名刺や便箋にロータリーの名称や徽章を使用するよう奨励されて
いる。しかし、ロータリアンは、その商用便箋または商用名刺に徽章を使用できず、またパン
フレット、カタログ、ウェブサイトなどのほかの商用推進資料にもロータリー徽章を使用すべ
きではない。 （ロータリー章典 33.030.2.、33.030.3.、33.030.4.）
　その他の場合、これらの商品の購入は、RI の免許契約条件を満たすべきである。
　ロータリアンが政治運動促進のためにロータリーの名称と徽章、ロータリークラブ会員名簿
またはほかのロータリアン名簿を使うことはできない。政治的利益を得る手段としてロータリー
の親睦を利用する事は、ロータリーの精神に反することである。 （ロータリー章典 33.040.1.）

●ロータリアンの家族（Family of Rotarian）
　すべてのロータリークラブとロータリアンは、諸活動を計画する際、ロータリークラブ会員
の配偶者と家族のことを考慮に入れるべきである。これらの配偶者と家族は、ロータリークラ
ブの奉仕目標に寄与することができる。

●ロータリアンの講演者と来訪者の謝礼費用
　　（Paying Expenses of Rotarian Speakers and Visitors）
　クラブがRI の現役員や元役員、あるいはほかのロータリアンを例会や行事に招く場合、その
クラブが費用を負担するものと期待されている。RI はロータリーについて話す有料の講演者を
クラブに派遣したり、クラブのために講演者を確保することはない。 （ロータリー章典 7.040.）
　講演はクラブ例会の必須条件ではない。クラブは、クラブの現在または将来のプロジェクト
や活動に関連する講演、またはクラブと会員にとって有用な講演に限り、講演者を招くべきで
ある。

●ロータリアンの行動規範
　ロータリー資料 1・「ロータリアンの行動規範」を参照。（P574-576）

●ロータリアンの職業宣言
　　（Declaration for Rotarians in Businesses and Professions）
　2014年 10理事会で４項目の「ロータリーの行動規範」となった。

●ロータリアンの配偶者およびその他の家族の関与
　　（Involvement of Spouses and Other Family Members of Rotarians）
　クラブと地区は、配偶者とその他のロータリアンの家族が容易に参加できるように奉仕プロ
ジェクトを計画し実施するよう奨励されている。クラブと地区は、ロータリアンの配偶者とそ
の他の家族が出席、参加できるように教育、奉仕、親睦活動の各プログラムと行事を計画し実
施するよう奨励されている。 （ロータリー章典 6.020.）
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●ロータリアン配偶者／パートナーサービス賞
　　（Rotarian Spouse /Partner Service Award）
　付録・「ロータリーの各種賞・表彰」を参照。（P743）

●ローテックス（ROTEX）
　Rotary Exchange（ロータリー交換）の略でロータリー青少年交換学生として 1学年度海
外で勉学した経験のある人たちの非公式グループを指す用語として、ロータリー世界の多くの
地区で使われている。
　帰国後は、自らの留学経験を生かし、世界各国でロータリーの留学生たちの架け橋として、
活躍している。

●炉辺会合（Fireside meeting）
　1935年に、新入会員にロータリー情報を提供するために
はじめられたものである。その後、シカゴロータリークラブ
がこれを取り入れて、大きな成果を収めることから、世界的
にひろまった、通称「炉辺会合」と言われた集いは、名前に「座
談会」「家庭集会」（Informal Meeting, Home Meeting）「情
報集会」（Informed Group Meetings, あるいは Information 
Meeting）などの変遷があり、現行では、この言葉そのものが「手続要覧」にはみられなくなっ
ている。
　実態として、クラブによって様々な名称で集会が行われている。
　炉辺会合は新会員の同化、および会員間の親睦と情報交換、そしてロータリーを推進するた
めに、会員の自宅その他に少人数が集まって和やかに自由討論する非公式な会合である

●われらの天体、地球の保全（Preserve Planet Earth）
　われらの天体、地球の保全プログラムはクラブがロータリアンの環境保全に対する理解を深
め、環境保護プロジェクトの増加を奨励するものである。これらの活動は奉仕の第三部門であ
る社会奉仕の一環である。 （ロータリー章典 8.040.4.）
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AF …… Annual Fund　年次基金、年次寄付を入れておく基金。

AFE … Applied Field Experience　専攻分野の実地体験

AKS … Arch C. Klumph Soceity　アーチ・クランフ・ソサエティー

AKU … Aga Khan University　アガ・カーン大学

CDC … Centers for Disease Control and Prevention　米国疾病対策センター

CGA … Charitable Gift Annuity　慈善年金、　単にGAとも言います

CLE …  Concentrated Language Encounter　語学力強化研修講座。1987年
から1992年にかけてタイで実施され、タイ全土のすべての公立学校で採用
され、他国のロータリークラブや地区で現在も活用されている識字教育法。

CLP  … Club Leadership Plan　 クラブリーダーシップ・プラン

CMS … Citation for Meritorious Service　財団功労表彰状

COL … Council On Legislation　規定審議会

CRS … Club Recognition Summary　クラブ寄付認証概要レポート

cVDPV …  Circulating Vaccine-Drived Poliovirus　循環ポリオ・ウイルスワクチ
ンを由来とする循環ポリオ・ウイルス

DAF … Donor Advised Fund　 使途推奨冠名基金

DDF … District Designated Fund　地区財団活動資金

DG ……  District Grant　ロータリー財団地区補助金。これは地区ガバナー
（District Governor）と同じですので、前後の文脈から判断します。

DIN  … Donation-in-Kind Information Network　 現物拠出情報ネットワーク

DLP … District Leadership Plan　 地区リーダーシップ・プラン

DRFC … District Rotary Foundation Committee　地区ロータリー財団委員会

DRFCC District Rotary Foundation Committee Chair　地区ロータリー財団委員長
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DSA … Distinguished Service Award　ロータリー財団特別功労賞

DTA … District Training Assembly　地区研修・協議会

EAP … Emergency Action Plan　ポリオの緊急行動計画

EMGA … Endowment/Major Gift Adviser　恒久基金／大口寄付アドバイザー

EPNC … End Polio Now Coodinator　ポリオ撲滅コーディネーター

EPNZC … End Polio Now Zone Coodinator　ポリオ撲滅ゾーンコーディネーター

EREY … Every Rotarian, Every Year　毎年、一人一人が年次基金への寄付する計画

FARG … Foundation Alumni Resources Group　 財団学友諮問グループ

FVP … Future Vision Plan　 （ロータリー財団）未来の夢計画

GETS … Governors-Elect Training Seminars　ガバナーエレクト研修セミナー

GG …… Global Grantｓ　グローバル補助金

GFN …  Global Food Banking Network　グローバル・フード・バンキング・ネッ
トワーク、ロータリーの奉仕パートナー

GPEI … Global Polio Eradication Initiative　世界ポリオ撲滅推進活動

GSE … Group Study Exchange　研究グループ交換

IA ……  International Assembly　国際協議会またはInteractor　インターアク
ター（インターアクトクラブ会員）

IAC …… Interact Clubs　 インターアクトクラブ

ICC …… Inter-Country Committees　国際共同委員会

ICGF … Intercity and Club General Forum　都市・クラブ連合一般討論会

IGF …… Intercity General Forum　都市連合一般討論会

IM …… Intercity Meeting　都市連合会

IFM …… Informal Meeting　炉辺会合など

IPPC …  International Polio Plus Committee　インターナショナル・ポリオプ
ラス委員会
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IPV …… Inactivated Poliovirus vaccine　不活化ワクチン

JICA … Japan International Cooperation Agency　独立行政法人国際協力機構

MCR … Monthly Contribution Report　月次寄付レポート

MD …… Major Donor　大口寄付者

MOP … Manual Of Procedure　手続要覧

MOU … Memorandum Of Understanding　覚書

MPHF … Multiple Paul Harris Fellow　マルチプル・ポールハリス・フェロー

NIDs …  National Immunization Days　全国予防接種日

OFAC …  Offi  ce of Foreign Assets Control　米国財務省資産管理局

OPV … Oral Polio Vaccine　経口ポリオワクチン

PDG …  Past District Governor　元ガバナー、 パストガバナー（PGと表示する
場合もある）

PEA … Presidential Extension Administrator　会長任命の拡大責任者

PEFC … Polio Eradication Fundraising Campaign　ポリオ撲滅募金キャンペーン

PETS … Presidents-Elect Training Seminar　会長エレクト研修セミナー

PG ……  Past Governor　パストガバナー、 元地区ガバナー（PDGと表示する場
合もある）

PHF … Paul Harris Fellow　ポール・ハリス・フェロー

PHS … Paul Harris Soceity　ポール・ハリス・ソサエティー

PIG …… Public Image Grant　公共イメージ補助金

PIIF-RFJ  Public Interest Incorporated Foundation, Rotary Foundation 
Japan　公益財団法人ロータリー日本財団

PP …… PolioPlus　ポリオプラス

PPE … Preserve Planet Earth　われらの天体、 地球の保全

PPP … PolioPlus Partners　ポリオプラスパートナー
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PSA … Public Service Announcements　公共奉仕広告

RA  …… Rotaractor　ローターアクター、 ローターアクトクラブ会員

RAC … Rotaract Clubs　ローターアクトクラブ

RAG … Rotarian Action Group　ロータリアン行動グループ

RC  …… Rotary Coordinator　ロータリーコーディネーター

RCC … Rotary Community Corps　ロータリー地域社会共同隊

RCOP … Rotary Code Of Policies　ロータリー章典

RF …… Rotary Fellowship　ロータリー親睦活動

RFAC … Rotary Foundation Almni Coordinator　ロータリー財団学友コーディネーター

RFAN …  Rotary Foundation Almni Network　ロータリー財団学友ネットワーク。
ロータリー財団学友世界同盟（Global Alliance of Rotary Foundation 
Almni）が改称されたもの。

RFCOP …  Rotary Foundation Code Of Policies　ロータリー財団章典

RFE …  Rotary Friendship Exchange　ロータリー友情交換

RFSM … Rotary Foundation Sustaining Member　ロータリー財団の友

RI …… Rotary International　国際ロータリー

RIB …… Rotary International Bylaws　国際ロータリー細則

RIBI …  Rotary International in Great Britain & Ireland　グレート・ブリテ
ンおよびアイルランド内国際ロータリー

RIC …… Rotary International Constitution　国際ロータリー定款

RIJYEC  Rotary International Japan Youth Exchange Committee　特定非
営利活動法人国際ロータリー日本青少年交換委員会

RIMZC  Rotary International Membership Zone Coordinator　国際ロータ
リー会員組織ゾーンコーディネーター

RITS … Rotary International Travel Service　国際ロータリー・トラベルサービス

RGHF … Rotary Global History Fellowship　ロータリー世界史親睦グループ
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RLI …… Rotary Leadership Institute　ロータリー・リーダーシップ研究会

ROTEX …  Rotary Exchange　ローテックス（ロータリー青少年交換学生経験者の
非公式グループ）

RPCMGI …  Rotary Peace Centers Major Gift Initiative　ロータリー平和セン
ター大口寄付推進計画委員会委員

RPCMGI … Rotary Peace Center Major Gift Initiative　ロータリー平和センター推進計画

RRIMC …  Regional Rotary International Membership Coordinator　国際ロー
タリー会員組織地域コーディネーター

RPIC … Rotary Public Image Coordinator　ロータリー公共イメージコーディネーター

RRFC … Regional Rotary Foundation Coordinator　ロータリー財団地域コーディネーター

RSS …  Really Simple Syndication　ブログなどウェブサイトの更新情報を配
信するために用いられる文書形式。

RYLA … Rotary Youth Leadership Awards　ロータリー青少年指導者養成プログラム

SAA … Sergeant-at-Arms　会場監督

SAR … Semiannual Report　半期報告書

SRCC … Standard Rotary Club Constitution　標準ロータリークラブ定款

STAR  … Special Training for Action in Rotary　スター・プログラム

TRF … The Rotary Foundation　ロータリー財団

TRFB … The Rotary Foundation Bylaws　ロータリー財団細則

TRFC … The Rotary Foundation Code of Policies　ロータリー財団章典

UNICEF … United Nations Children's Fund　国際連合児童基金

UNESCO-IHE …  UNESCO-Institution for water Education　ユネスコ水教育研究所、IHE
はInternational Institute for Hydraulic and Environmental 
Engineering　グローバル補助金の戦略パートナー

USAID  U.S.Agencey for International Development　米国国際開発庁。米
国の外交政策の目標を支援して、世界各地に人道的、経済的、開発面の援
助をする米国政府組織の一つ。
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VTT … Vocational Training Team　職業研修チーム

WASRAG …  Water & Sanitation Rotarian Action Group　水と衛生のロータ
リアン行動グループ

WCS … World Community Service　世界社会奉仕

WF …… World Fund　国際財団活動資金

WFC … World Food Council　世界食料評議会

WHO … World Health Organization　世界保健機関

YSA … Youth Service America　ロータリーの奉仕パートナー

YTD … Year To Date　現在まで　財団の報告書によく使われます。
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　ロータリー財団は、慈善活動を目的とする公共慈善団
体であり、管理委員会によって管理されています（会員
制組織である国際ロータリーは、理事会によって管理さ
れています）。
　国際ロータリーとロータリー財団の世界本部は、米国
イリノイ州エバンストンにあります。当財団の協力財団
が、日本、オーストラリア、ブラジル、カナダ、ドイツ、
インド、英国に設けられています。

ロータリー財団

The Rotary Foundation
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　ロータリー財団
の父と呼ばれるの
は６人目のＲＩ会
長、アーチ・クラ
ンフである。「ロー
タリーが基金をつ
くり、全世界的な
規模で慈善、教育、
その他社会奉仕の

分野で、「何かよいことをしようではないか」
と1917年アトランタ国際大会で提案した。
数カ月後に、この新しく誕生した基金に米貨
26ドル50セントの最初の寄付金が寄せられ
た。この基金がやがてロータリー財団に発展
していく、その過程の出来事である。
　アーチ・クランフは、貧しい少年時代を経
て、米国オハイオ州クリーブランドで実業家
として成功した立志伝中の人物である。また、
アーチ・クランフは、フルート奏者（14年
間クリーブランド交響楽団の団員であった）
やスポーツマンとしても活躍した。アーチ・
クランフは、国際ロータリーの新定款を起草
する委員会の委員長として、地区制度や地区
ガバナー職をつくり、年次地区大会を確立し
た。また、アーチ・クランフは全ロータリー
クラブのために標準ロータリークラブ定款と
細則を書き上げ、それは1915年に採択され
た。ロータリー草創期においてロータリー発
展の基礎を築いたこともアーチ･クランフの
業績である。
　1912年から1913年にかけて、アーチ・
クランフは、クリーブランドＲＣ会長を務め
た。友人達はアーチ・クランフを次のように
評していた。「寝てもさめてもロータリー夢
を見るのもロータリー」の人間であると。当
時ですら、アーチ・クランフは、いつも将来

に目を向け、ロータリーがよい仕事を続ける
方法を模索していた。アーチ・クランフがロー
タリーにかける夢の一つを初めて吐露したの
はクリーブランドＲＣの会長のときだった。
クラブ会長としてのスピーチで、今後、クラ
ブが多くのことができるように「非常時基金」
を作ることを提案した。「非常時基金」の提
案は、４年後のアトランタ国際大会で、「ロー
タリーが基金をつくり、何かよいことをしよ
うではないか」という形で再登場する。各地
のロータリアンが目先の世界の出来事に目を
奪われている第１次世界大戦中にアーチ・ク
ランフの夢が提起されたということは、アー
チ・クランフの理想の素晴らしさの証と言え
るだろう。
　第１次世界大戦のさなかにロータリー財団
の原形が誕生したのである。
　アーチ・クランフは次のように述べた。「わ
れわれはこの財団を今日明日の時点ではな
く、何年、何世代の尺度で見つめるべきであ
る。なぜなら、ロータリーは幾世紀にもわた
る運動だからである。」
　アーチ･クランフは、ロータリーを不滅に
する手段として基金を構想した。「ロータリー
財団は、レンガや石の記念碑を建てるもので
はない。たとえ、大理石に文字を刻んだとし
ても、やがては崩れてしまうだろう。真鍮を
使ったとしても、いつかは汚れてしまうだろ
う。だが、心の中にその精神を刻むなら、そ
して、ロータリー精神と、神をおそれ同胞を
愛する気持ちを吹き込むならば、われわれが
刻んだものは永遠に輝き続け、文明の続く限
り、ロータリーを不滅のものとするだろう。」
　1930年代には、大恐慌が世界中で影響を
及ぼし始めた。そのとき、財団は、最初の補
助金を授与したのである。

ロータリー財団の父　アーチ・クランフ
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１．ロータリー財団とは１．ロータリー財団とは

　国際ロータリーのロータリー財団は、1917年に基金として発足
し、1928年国際大会でロータリー財団と名づけられた。1931年に信託組織となり、
1983年に米国イリノイ州の法令の下に非営利財団法人となった。ロータリー財団
は、財団の法人設立定款と細則に従って、ロータリー財団管理委員会が慈善的かつ
教育的目的、または 1954年国内歳入法第 501項（c）（3）もしくは以後の連邦租
税法の関連規定に定められ、かつ、法人会員の承認したほかの目的と目標のために
のみ組織され、常に運営されるものとする。この目的の中には博愛、慈善、教育と
いう特質をもつ、あるいは善意に基づく実質的かつ効果的なプログラムの促進を通
じて、さまざまな国の国民の間に理解と友好関係を助長することが含まれるが、こ
れらに限定されるものではない。 （1983年財団法人設立定款の目的より）

財団の定義
　ロータリー財団は、ロータリークラブおよび地区を通じて実施され承認された人
道的および教育的活動を支援するための寄付を受け、資金を配分する非営利団体で
ある。（ロータリー財団章典 1.040. 2011年 9月管理委員会会合 決定 8号）
財団の使命
　国際ロータリーのロータリー財団の使命は、ロータリアンが健康状態を改善し、
教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて､ 世界理解、親善、平和を達成
できるようにすることである。

（ロータリー財団章典 1.030. 2007年 6月管理委員会会合 決定 159号）
管理委員会の任命と組織
　管理委員は 15名とし、就任の前年度に会長エレクトによって推薦され、RI 理事
会によって選出される。管理委員会は、管理委員が構成メンバーとなる各種委員会
とそれぞれの任務を決定する（ロータリー財団細則 6.1.）。なお、ロータリー財団管
理委員は、「財団委員会の任命の手順（ロータリー財団章典 1.090.1. 2015年 1月
管理委員会会合、決定 67号）」を採択した。ロータリー財団管理委員長エレクトは
次年度委員会､ 委員の任命は管理委員と相談や承諾を得ることが求められている。
ロータリー財団の事務総長
　RI 事務総長がロータリー財団の事務総長となる。事務総長は、管理委員会と委員
長の指示の下に、ロータリー財団の最高執行責任者となる。また、管理委員会の方
針を実行し、財団の全般的運営と管理の責任を負う（ロータリー財団細則 5.9.）。事
務総長は、これらの財団の任務のいずれをも、適切な職員に委任できる。
財団資金の管理
　管理委員会は、世界中のロータリアンやほかの支援者から受け取った資金が、ロー
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タリアンの懸命な努力と献身的な支援
による自発的寄付であると認識してい
る。これらの寄付者は、寄付金が寄付
の趣旨に沿って効果的に使われるもの
と理解し、信頼し、ロータリー財団に
寄付金を委ねたのである。従って、管
理委員会は、これらの資金の管理責任
者として、ロータリー財団の補助金と
プログラムに関連のある活動において
適正な財務運営が行われることの重要
性を強調している。

1917年  米国ジョージア州アトランタで開かれたローター国際大会で、ロータリー
会長アーチ・クランフが「世界でよいことをする」ための基金の設立を提案。

1917年  カンザスシティ・ロータリークラブ（米国ミズーリ州）から、最初の寄付
26ドル 50セントが基金に寄せられる。

1928年  ロータリー財団と正式に命名され、初代管理委員が任命される。
1930年  国際障害児協会（Easter Seals の前身）へ 500ドルを贈り、これが財

団の補助金第一号となる。
1947年  ロータリー創設者、ポール・ハリスが逝去。その後 18カ月間に、ハリス

を追悼する寄付 100万ドル以上が財団へ寄せられた。
1947年  ロータリー財団初のプログラムとして「高等教育のためのロータリー財団

奨学金」を開始。
1951年  アーチ・クランフ逝去。財団は 300万ドル近くまで成長。
1957年  ポール・ハリス・フェローの認証を開始。
1962年  「技術研修のための奨学金」（後の職業研修奨学金）の授与を開始。
1963年  カールP. ミラーRI 会長が「組み合わせ地区」プログラムを開始。
1965年  財団への年間寄付総額が初めて 100万ドルを超える。
　 〃  「研究グループ交換（GSE）」「特別補助金」（後のマッチング・グラント）「技

術研修プログラム」を開始。
1978年  「保健、飢餓追放および人間性尊重（3-H）補助金」プログラムを創設。
1979年  3-H プロジェクト第一号として、フィリピンの 600万人以上の子どもに

２．ロータリー財団のあゆみ２．ロータリー財団のあゆみ

ロータリー財団創設に貢献したアーチ・クランフ
と理事達「ロータリーの友」より
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ポリオ予防接種を実施
1980年  3-H 委員会は、全世界でポリオを撲滅する目標年を 2005年とすること

を提案。規定審議会が「予防接種によってポリオを撲滅する」という立法
案を承認。

1981年  「世界理解と平和のための基金」を設立。
　 〃  計画寄付と年次寄付に関する地区リーダーのための研修会、「ロータリー

財団地域セミナー」（当初の名称は「財団開発研修セミナー」）を開始。セ
ミナーの指導者は 1990年代初めに「ロータリー財団地域コーディネー
ター」として知られるようになる。

1983年  ロータリー財団が法的に信託から非営利法人に変更される。
1985年  「ポリオプラス」と「大学教員のための補助金」プログラムを開始。
1988年  米国ペンシルベニア州フィラデルフィアで開催されたロータリー国際大会

にて、ポリオプラス・キャンペーンが、当初の目標 1億 2,000万ドルを
はるかに回る 2億 2,000万ドル近くを集めたことを発表。

1988年  ロータリーによる募金キャンペーンの成功を受けて、世界保健総会が全世
界ポリオ撲滅の目標を定め、「世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）」を開始。

　 〃  財団が米国イリノイ州エバンストンで第 1回「ロータリー平和フォーラム」
を開催。

1991年  ロータリアンが海外に渡航して補助金プロジェクトを計画するための
「カールP. ミラー助成金プログラム」を開始。

1993年  GPEI を通じてポリオ予防接種を受けた子どもが 5億人を突破。
1994年  西半球のポリオフリーが宣言される。
1995年  全国一斉予防接種を支援する「ポリオプラス・パートナー」プログラムを

開始。
1998年  1年限りのプログラム「子供達のための機会補助金」を実施。子どもたち

を援助するプロジェクト 1,600件近くを支援。
1999年  ロータリー平和センターを創設。ロータリー平和フェロー第一期生が

2002年秋より留学を開始。
　 〃  ロータリー財団管理委員会が、財団に 1万ドル以上の遺贈をした寄付者を

認証する「遺贈友の会」を創設。
2000年  西太平洋地域のポリオフリーが宣言される。
2002年  財団がポリオ撲滅のための 1年間の募金キャンペーンを行い、目標額

8,000万ドルを大きく上回る 1億 3,000万ドルを達成。
　 〃  ヨーロッパ地域のポリオフリーが宣言される。
　 〃  ビル＆メリンダ・ゲイツ財団から「世界保健のためのゲイツ賞」として

100万ドルがロータリー財団に授与される。
2004年  財団に 25万ドル以上を寄付した個人、妻、組織を認証する「アーチ・ク
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ランフ・ソサエティ」を創設。
2004年   補助金モデルを更新する必要性を財団管理委員会が認識し、後の「未来の

夢計画」となる構想に着手。
2006年  100万人目のポール・ハリス・フェローが認証される。
2007年  ポリオ撲滅資金を集めるため、ビル＆リンダ・ゲイツ財団がロータリーに

対して 1億ドルのチャレンジ補助金を授与。
2009年  ゲイツ財団が、ポリオ撲滅活動のためにさらに 2億 5,500万ドルをロー

タリーに授与。前述のチャレンジを 2億ドルに引き上げ、ロータリーが集
めた資金 1ドルごとに、3ドル 55セントが上乗せされることとなった。

　 〃  飲料水や衛生施設・環境の改善のため、ロータリーとUSAIDが協同で「国
際H20協力」を発足。

2010年  3年間にわたり 100地区が新しい補助金モデルを試験する未来の夢試験
段階を開始。この補助金モデルは、（新）地区補助金、グローバル補助金、
パッケージ・グラントの 3種類で構成される。試験段階の一環として、地
区による職業研修チーム（VTT）の派遣・受入れ、ロータリーの 6つの
重点分野に沿ったプロジェクトの実施も行われた。

2012年  2009年に始まったゲイツ財団の 2億ドルのチャレンジに対して、ロータ
リーが目標額を上回る 2億 2,800万ドルの募金に成功。

　 〃  1年間ポリオ無発生を達成したインドが、ポリオ常在国のリストから除外
される。

2013年  ロータリーがポリオ撲滅のために集めた資金に対して、ゲイツ財団が 2倍
額を上乗せすることを発表（5年間、年間3,500万ドルまでの寄付が対象）。
ロータリーは「End Polio Now: 歴史に 1ペジを刻もう」キャンペーンを
実施して募金に挑戦。

　 〃  未来の夢試験段階が終了。新しい補助金モデルが全世界に導入される。マッ
チング・グラント、（旧）地区補助金、国際親善奨学金、GSEは廃止される。

　 〃  財団は、未来の夢計画の革新的な資金モデルに対して「エジソン賞」銀賞
を受賞。

2014年  東南アジア地域のポリオフリーが宣言される。
2017年  ロータリー財団 100周年
  財団 100周年の幕締めとなるアトランタ国際大会で財団

生誕の地での祝賀会開催
「世界でよいことをしよう」より
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　2005年 4月に管理委員会は未来の夢委員会を設置し、ロータリー財団の第２世
紀に向けプログラム全体の見直しを行った。当時、金額の面で、ロータリー財団最
大のプログラムはマッチング・グラントであった。日本では国際親善奨学金が最大
のプログラムであった。1965年から2000年までの35年間で1万件のマッチング・
グラントが実施されたが、2000年から 2004年までの僅か５年間で 1万件のマッ
チング・グラントが実施された。数の上で、飛躍的に増え、また、プログラムの種
類も多く、当時 14種類もの財団プログラムがあった。効果的に寄付金を使うため
に財団プログラムを見直す必要性が生じ、単なる援助でなく、持続性という観点が
必要になった。小さな事業を数多く実施するより、大きな事業に力を入れるほうが、
費用対効果が高いと考えられた。
　2005年 12月に世界中のロータリアンにアンケートを実施し、1万人以上の
アンケートの回答を踏まえ、2006年 10月に管理委員会が未来の夢計画を承認
し、2007年規定審議会で採択された。2008年 2～ 3月に未来の夢委員会が計
画を作成し、４月と 6月の管理委員会がその計画を承認した。さらに、ＲＩ理事会
が、2008年 6月の会合で、ロータリー財団の未来の夢計画に基づく新しい補助金
制度を承認した。この計画は、まず 100地区（日本からは、6つの地区が参加）で
2010年 7月 1日から３年間実施することになり、その地区をパイロット地区と称
した。2013-14年度から全世界で一斉に新しい補助金制度の下で始まった。未来の
夢計画の骨子は以下のものである。
目的：
◎ 財団の使命に沿って、プログラムと運営を簡素化すること。
◎ ロータリアンにとって関連性のある世界の優先的ニーズに取り組むことによっ
て、最大の成果が期待できるロータリアンの奉仕活動に焦点を絞ること。
◎ 世界的目標と地元の目標の両方を果たすためのプログラムを提供すること。
◎ 意思決定権をさらに地区に移行することによって、地区レベルとクラブレベル
で、ロータリー財団が自分たちのものであるという自覚を高めること。
◎ ロータリー財団の活動に対する理解を深め、ロータリーの公共イメージを高め
ること。（2008年6月 RI理事会承認）

使命：
　ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す
ることを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすること。
標語：「世界でよいことをしよう」（Doing good in the world）

３．ロータリーの補助金３．ロータリーの補助金
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補助金制度：新しい補助金制度では以下の改革がなされた。
◎ 地区補助金の分配率と内容が変わった。
◎グローバル補助金が新設された。
◎ 地区で使用できる補助金が大幅に増加した。
◎ 地区補助金の申請手順が簡素化された。

などの改革が進められた。

ロータリー財団の優先目標
　ロータリー財団管理委員会は､ 2015年度から 3年間で取り組むべき優先項目と
して以下の４つを採択した。
　１. 永久にポリオを撲滅する。
　２. ロータリー財団に対するロータリアンの知識、参加、寄付を向上させる。
　３.  財団補助金と 6つの重点分野を通じて、ロータリーの人道的奉仕の質と影響

を高める。
　４.  ポリオプラスにおける成果と「世界でよいこと」をしてきた 100年の歴史に

特に注目し、財団によるこれまでの実績に対するイメージと認識を高める。

ロータリー財団の寄付金を使うプログラム
　財団への寄付金を資金とするプログラムは次の 4つとなっている。

財団のプログラム

地区補助金 グローバル補助金 ポリオプラス ロータリー
平和センター

ロータリーの補助金

◎ 地区補助金：地区に一括して授与される補助金。DDFの 50％以内で事業分野は
クラブと地区は、財団の使命に沿った事業に使うことができる。事業は､ 地元地
域でも海外でも実施可能である。使用管理、収支管理、会計明細、領収書等は地
区で保管する。
◎ グローバル補助金：2カ国以上のクラブや地区が 6つの重点分野に関するプロジェ
クト（人道的奉仕、職業研修チーム（VTT）や奨学金）を共同提唱し、立案、実
施する国際プロジェクトに授与される。補助金額の範囲（1万 5千～ 20万米ドル）
があり、10万ドル以上は、管理委員会の承認が必要である。WFはDDFに対し同額、
現金に対してその 50％が交付される。
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◎ ポリオプラス：ポリオプラスの撲滅活動、ポリオプラスパートナー等への支援を
する。
◎ ロータリー平和センター：紛争解決と平和に関する国際問題について研究するた
めのフェローシップである。

（注）  DDF（District Designated Fund）: 地区財団活動資金、

 WF（World Fund）：国際財団活動資金

４．補助金プログラム４．補助金プログラム

　パッケージ・グラントでは、数々のプロジェクトが成功を収めた例もあったが、
全体的な評価の結果、試験段階ならびにその後において、補助金が当初目標として
いたところと、ロータリアンが実際に参加して経験したこととの間に、大きな隔た
りがあったということが判明した。これにより、2014年４月の財団管理委員会は、
パッケージ・グラントは、現在の合意期限限りとし、延長しないことを決定した。

１．補助金の種類１．補助金の種類
　ロータリー財団は、地区補助金（DG：District Grants）とグローバル補助金（GG：
Global Grants）を授与する。

（a）地区補助金は、財団の使命に沿った地元や海外の地域社会のニーズに取り組む
ための、比較的規模の小さい、短期的な活動を支援する。各地区は、この補助金を
配分する個別プロジェクトを一括してロータリー財団に申請する。地区は「地区補
助金とグローバル補助金授与と受諾の条件」の範囲内で地区の裁量でプロジェクト
を選ぶことができる。

地区補助金の概要

対
象
の
活
動

・ 人道的プロジェクト（奉仕活動を行うための現地への渡航や災害復興活動など）
・ 奨学金（教育機関のレベルや場所、支給期間、専攻分野の制約なし）
・ 青少年プログラム（ロータリー青少年交換、ロータリー青少年指導者養成プログラム
[RYLA]、ローターアクト、インターアクト等）

・ 専門職業をもつ人びとからなる職業研修チームの派遣（現地の人びとに職業研修を行
うチーム、または現地で職業スキルを学ぶチーム）
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支
給
額
等

地区はDDF（地区財団活動資金）の50％までを地区補助金として毎年申請できる。
（50％全額を申請する必要はない）。この50％は、3年前に地区が年次基金に寄付した
額（および恒久基金への寄付の投資収益）によって生まれたDDFを基に計算される。
（地区に一括して補助金が支払われた後、地区がクラブに資金を支給する）

参
加
資
格

地区：地区がロータリー財団の補助金を申請するには、まず参加資格の認定を受ける必
要がある。また、グローバル補助金を申請するクラブも、地区から認定を受ける必要が
ある。地区とクラブは、この認定手続きを通じて、財務管理面での義務について理解し、
これを適切に果たすための準備を整える。認定手続きは毎年行う必要がある。

クラブ：グローバル補助金の申請に先立って、クラブが地区から認定を受けるため、会
長と会長エレクトが以下を行う必要がある。
　１） 「クラブの覚書（MOU）」に同意する。
　２）  地区が実施する補助金管理セミナーに、クラブから少なくとも１名の会員が出席

する。地区が独自に定めたその他の要件を満たすこと。
　３）  ※補助金の申請は､ 実施年度の前年度の5月15日迄に提出受理されなければなら

ない。クラブが認定状況を維持するには、毎年、この手続きを行う必要がある。

資
料

　１） 地区（MOU）
　２） クラブの覚書（MOU）、地区補助金申請書
　３） 参照資料：実施に関する指針､ グローバル補助金ガイド

※ 地区がロータリー財団に地区補助金を申請する場合は、実施年度の5月15日迄に
承認が得られるように申請する必要がある。

（b）グローバル補助金は、ロータリーの６つの重点分野に該当し、持続可能かつ測
定可能な成果をもたらす大規模な国際的活動を支援する。クラブと地区は、グロー
バル補助金を通じて地域社会のニーズに対応する活動を行うことで、グローバルな
パートナーシップを強化できる。
　グローバル補助金プロジェクトの立案に関する詳細は、「グローバル補助金ガイド」
を参照のこと。ここでは、補助金の申請、実施、進捗と最終報告のライフサイクル
を示す。
　６つの重点分野の範囲内にある奨学金、プロジェクト、職業研修チーム（VTT）、
また場合によって旅行のために授与されるものであり、これらは実施地の地域社会
が主導し、その成果が持続可能、測定可能なものでなければならない。

6つの重点分野
1．平和と紛争予防／紛争解決（Peace and confl ict prevention/resolution）
2．疾病予防と治療（Disease prevention and treatment）
3．水と衛生（Water and sanitation）
4．母子の健康（Maternal and child health）
5．基本的教育と識字率向上（Basic education and literacy）
6．経済と地域社会の発展（Economic and community development）
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グローバル補助金の概要

対
象
の
活
動

グローバル補助金は、次のような活動に使用できる。「6つの重点分野」の少なくとも
1つの目標に合致することが必要
・ 人道的プロジェクト､
・ 奨学金：大学院レベルの留学
・ 職業研修チーム（VTT）：専門職業に関係する研修を提供するチームや、研修を受け
るチームを、海外に派遣または受入れ

支
給
額
等

予算3万ドル以上のプロジェクトが対象である。提唱者の拠出金（DDFまたは現金）に
対し、財団のWF（国際財団活動資金）から最低1万5千ドル（最高支給額は20万ドル）
の上乗せが追加される。この補助金は、クラブ／地区からのDDF（地区財団活動資金）
に対して100％（同額）、現金寄付に対して50％（半額）の割合で、財団からWF（国
際財団活動資金）の上乗せが提供される仕組みである。

参
加
資
格

活動が実施される国の地区とクラブおよび援助国側の地区およびクラブは、グローバル
補助金に申請する前に、参加資格認定を受けなければならない。
・ 参加資格の認定については下記の通りである。
・ 地区財団活動資金（DDF）の利用計画やクラブの参加資格認定方法については、地区
ロータリー財団および地域コーディネーターがサポートを提供する。
申請はロータリー年度を通じて随時受理されるが、旅行が含まれる申請の場合は、旅
行日の90日前迄に提出すべきである。

・奨学金の申請…夏から秋に開始される場合は遅くとも６月30日までに提出すること。
認定に関連する書類やリソースは、ロータリー補助金サイトから随時参照できる。
◆地区の参加資格認定
　地区ガバナー、ガバナーエレクト、地区ロータリー財団委員長が以下を行う。
・ 補助金の申請用サイトで「地区の覚書（MOU）」を読み、いくつかの質問に答え、
MOU に同意する。

・ クラブを対象とした補助金管理セミナーを実施する。
◆クラブの参加認定
　グローバル補助金の申請に先立って、クラブが地区から認定を受けるため、会長と会
長エレクトが以下を行う必要がある。
　「クラブの覚書（MOU）」に同意する。
　地区が実施する補助金管理セミナーに、クラブから少なくとも１名の会員が出席する。
　地区が独自に定めたそのほかの要件を満たすこと。
クラブが認定状況を維持するには、毎年、この手続きを行う必要がある。詳しくは地
区に問い合わせること。

資
料

　１） 地区の覚書（MOU）
　２） クラブの覚書（MOU）
　３） 参照資料：実施に関する指針､ グローバル補助金ガイド
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　グローバル補助金の申請は、RIウェブサイトの My Rotary より、補助金センター
（Grant Center）でオンライン申請する。（補助金センターのご利用ガイドを参照）
　申請書（オンライン）への入力は、下記の通り12ステップある。クラブまたは地
区が協同提唱者とともにプロジェクトの計画を立て、補助金申請の意向を地区に伝
えた後で開始する。申請書の全設問に明確かつ簡潔に回答する。補助金の受領条件
を満たすために申請書に修正を加える必要がある場合には、ロータリー財団職員か
ら連絡（Eメール）がある。
ステップ  １：基本情報
ステップ  ２：委員会メンバー
ステップ  ３：プロジェクトの概要
ステップ  ４：重点分野
ステップ  ５：成果の測定
ステップ  ６：実施地と実施時期
ステップ  ７：参加者
ステップ  ８：予算
ステップ  ９：調達資金
ステップ10：持続可能性
ステップ11：見直しと確定
ステップ12：承認

補助金の参照資料
　ロータリー財団参照ガイド（219JA）
　グローバル補助金ガイド（1000JA）
　地区補助金とグローバル補助金授与と受諾の条件
　補助金センター利用ガイド
　地区を成功に導くリーダーシップ（財団委員会編）（300JA）

その他の参照資料

　RI日本事務局財団室News（毎月発行）

ロータリー補助金のライフサイクル

申告書の作成
ロータリー会員が
プロジェクト、奨
学金、職業研修
チームの計画を立
て、オンラインで
補助金申請書に入
力する。

提出
補助金の提唱者が
申請書をロータリー
財団に提出する。

財団の承認
ロータリー財団が
補助金を承認した
ら、補助金の支払
いが行われる。

終了
会員がプロジェク
トを遂行し、活動
や留学が終わって
補助金が終了する
まで毎年、財団に
報告書を提出する。

提唱者／地区の承認
クラブと地区の
リーダーが申請書
を確認し、これを
承認する。
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重点分野 平和と紛争予防／紛争解決 疾病予防と治療 水と衛生

目的の説明

ロータリー財団は、ロータリ
アンが以下のような形で、平
和と粉争予防／紛争解決を助
長するのを支援する。

ロータリー財団は、ロータリ
アンが以下のような形で疾病
を予防し、健康を促進するの
を支援する。

ロータリー財団は、ロータリア
ンが以下のような形で、人々が
水と衛生設備を持続的に利用
できるようにする活動を支援
する。

目　　 標

①  紛争予防と仲裁に関する、
リーダー（リーダーとして
嘱望される若者を含む）の
研修。

②  紛争地域における平和構築
の支援。

③  平和と紛争予防／紛争解決
に関連した仕事で活躍して
いくことを目指す専門職業
人のための奨学金支援。

①  地元の医療従事者の能力向上。
②  伝染病の伝播を食い止め、
非伝染病の発生とそれによ
る合併症を減らすための、
疾病予防プログラムの推進。

③  地域社会の医療インフラの
改善。

④  主な疾病の蔓延を防止する
ための、地域社会の人々の
教育と動員。

⑤  疾病またはけがによって引き
起こされる身体障害の予防。

⑥  疾病予防と治療に関連した
仕事で活躍していくことを
目指す専門職業人のための
奨学金支援。

①  地域社会における安全な水
の公平な提供、衛生設備や
衛生状況の改善。

②  持続可能な水設備と衛生設
備の設置、資金調達、維持
管理を地域社会が自ら行っ
ていくための能力向上。

③  安全な水と衛生の重要性に
ついて、地域社会の人々の
認識を高めるためのプログ
ラム支援。

④  水と衛生に関連した仕事で
活躍していくことを目指す
専門職業人のための奨学金
支援。

重点分野 母子の健康 基本的教育と識字率向上 経済と地域社会の発展

目的の説明

ロータリー財団は、ロータリ
アンが以下の形で、母子の生
活を改善するのを支援する。

ロータリー財団は、ロータリ
アンが以下のような形で、人々
の基本的教育と識字能力習得
を支援することを可能にする。

ロータリー財団は、ロータリア
ンが以下のような形で、持続可
能で測定可能な長期的改善を
地域社会と人々の暮らしにも
たらすために、人々に投資する
ことを可能にする。

目　　 標

①  5歳未満の幼児の死亡率と
罹患率の削減。

②  妊婦の死亡率と罹患率の削
減。

③  より多くの母子に対する基
本的な医療サービスの提供、
地域社会の医療／保健関係
のリーダーと医療提供者を
対象とした母子の健康に関
する研修

④  母子の健康に関連した仕事
で活躍していくことを目指
す専門職業人のための奨学
金の支援。

①  基本的教育と識字能力をす
べての人々に与える地域社
会の力を高めるプログラム
を支援し、地域社会の参加
を促進。

②  地域社会における成人の識
字率の向上。

③  教育における男女格差を減
らすための活動。

④  基本的教育と識字率向上に
関連した仕事で活躍してい
くことを目指す専門職業人
のための奨学金支援。

①  貧しい地域社会の経済発展
を促すための、起業家、地
域社会のリーダー、地元団
体、地域社会ネットワーク
の能力の向上。

②  生産性の高い仕事の機会の
創出。

③  支援が行き届いていない地
域社会での貧困の削減。

④  経済と地域社会の発展に関
連した仕事で活躍していく
ことを目指す専門職業人の
ための奨学金支援。

ロータリー財団の６つの重点分野ロータリー財団の６つの重点分野
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５．その他のプログラム５．その他のプログラム

5-1　ポリオプラス5-1　ポリオプラス
　ポリオ（急性灰白髄炎）は非常に感染性の高い病気であり、特に感染しやすいの
は5歳未満の子どもである。日本では一般に「小児まひ」と呼ばれることもある。ポ
リオウイルスは人から人へ感染し、最も多いのは汚染水を介した感染で、神経系を
侵すこともあり、これによって身体のまひを引き起こす可能性がある。現在のとこ
ろ治療法はないが、安全なワクチンで予防が可能である。ロータリーとそのパート
ナー団体は、これまで世界中25億人以上の子どもにワクチンを投与する活動を行っ
てきた。
　1979年、最初の3-Hプロジェクトとして、フィリピンにおける600万人の子供た
ちを対象にしてポリオの予防接種を行う5カ年間の活動が開始された。
　1985年、国際ロータリーが、公共保健推進計画の民間部門支援としては世界初、
しかも最大規模となるポリオプラス・プロジェクトを開始し、その資金として1億
2,000万ドルの寄付を誓約した。
　1985年にポリオプラス・プログラムを開始して以来、ロータリーはポリオ撲滅
を組織の最優先項目としてきた。活動開始時には125カ国に35万人以上の感染が確
認されていたが、世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）におけるパートナー組織との協
力を1988年に開始して以来、25億人以上の子どもに予防接種を行い、感染者数は
99％減少した。

　ロータリーは、1979年にフィリピンの子どもたちにポリオ予防接種をはじめて以
来、パートナ一団体とともに懸命に活動を続け、全世界でポリオの発症数を99.9パー
セント減らすことに成功した。1988年に35万件だった発症数も2016年にはわず
か37件となったが、撲滅活動はまだ終わっていない。活動資金の不足によって、ポ
リオ感染の危険が高い国で予防接種率が低くなる可能性がある。（2017年4月25日
現在）
　再流行が起きた場合、今後10年間に、毎年20万人以上の子どもがポリオによる身
体まひの犠牲になると推定されている。
　また、今後、ポリオ撲滅に必要な15億ドルの資金を確保することが課題とされて
いる。

　世界120万人の会員から成るボランティアのネットワーク、ロータリーは、地域
社会を支援する草の根の活動から、全世界でポリオを撲滅する国際的取り組みまで、
200以上の国と地域にあるロータリークラブを中心に奉仕活動している。
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　1988年、ロータリーは、WHO、ユニセフ、CDC（米国疾病対策センター）とと
もに、世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）を開始した。
　ロータリーがポリオ撲滅活動を開始した1979年以来、ロータリーが投入した資金
は16億ドルを超えた。（2016年６月末）

１）ポリオプラスに関する補助金
（a）ポリオプラス補助金
目的：ポリオ常在国、ウイルス流入国、高リスク国における世界ポリオ撲滅への取

り組み（全国予防接種日、ポリオウイルス伝染の監視活動、その他の活動の
実施を含む）を支援する。

支給：ポリオプラス補助金の資金は、ポリオプラス基金およびDDF（地区財団活動
資金）の配分によって支給される。

（b）ポリオプラス・パートナー補助金
目的：ポリオ常在国、ウイルス流入国、高リスク国のロータリー会員が提出した、

緊急の社会動員や監視プロジェクトを支援する。
支給：ポリオプラス・パートナー補助金は、ポリオプラス基金より支給される。

5-2　ロータリー平和センター5-2　ロータリー平和センター

　ロータリー平和センタープログラムは世界理解と平和という財団の使命を達成す
るため最優先されるプログラムである。ポール・ハリス没後50年と財団の教育プロ
グラム創設50周年を記念して、ロータリー・ポール・ハリス・センターの設立計画
を立てた。2000年10月の財団管理委員会により、「紛争の解決と平和における国
際問題研究のためのロータリーセンター」と名称を変え、さらに2005年2月には、
世界平和奨学金（World Peace Scholarship）の名称が世界平和フェローシップ
（World Peace Fellowship）、2009年には「ロータリー平和センター／ロータリー
平和フェローシップ」に改正された。
　世界平和と紛争予防の担い手となる人材を育て、平和推進者の世界的ネットワー
クを築いている。毎年、世界中から選ばれる最高100人のフェローが、ロータリー
平和センター提携大学で学ぶ。フェローシップには、授業料・入学金の全額、滞在
費（宿舎・食費）、往復航空券、インターンシップと実地体験の費用が含まれている。
　毎年、最高100名までのフェローが選ばれ、国際関係、平和研究、紛争解決や関
連分野での修士号取得、または専門能力開発修了証取得のためにロータリー平和セ
ンターで学ぶ。修了証取得コースの期間は3カ月間である。
　この目標を達成するため、ロータリーは、世界の名門大学と提携した。学術研究、
実地研修、世界的なネットワークを構築する機会を提供することによって、未来の
平和構築者を育てるのが、このプログラムである。
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　ロータリー平和センターを卒業した平和フェローたちは、地域社会や世界各地で
平和や紛争解決の推進者として活躍している。

　ロータリー平和センターは、下記の大学に設置されている。
・デューク大学およびノースカロライナ大学  チャペルヒル校（米国）
・国際基督教大学（日本）
・ブラッドフォード大学（英国）
・クイーンズランド大学（オーストラリア）
・ウプサラ大学（スウェーデン）
・チュラロンコーン大学（タイ）

　創設から10年あまり、ロータリー平和センターは、平和構築の分野のキャリアを
志す1,000人以上の人材を輩出してきた。その多くは、国連や世界銀行といった国
際機関や草の根のNGOでリーダーシップを発揮し、より平和な世界を築くために活
躍している。
目　　的：世界に6つあるロータリー平和センターの1つで、国際関係、平和、紛争

解決とその関連分野の修士号、あるいは平和と紛争解決分野の専門能力
修了証の取得を目指す学生に、ロータリー平和フェローシップ（奨学金）
を提供する。

支　　給：フェローシップ期間中の旅費、学費、宿泊費、食費、承認されたインター
ンシップ、その他限られた出費。ロータリー平和フェローシップは、地
区からのDDF寄贈、冠名指定寄付、恒久基金（冠名基金含む）、WF（国
際財団活動資金）からの資金で支えられている。

申請手続：地区が、ロータリー平和フェローシップ申請書を提出する。
締 切 日：地区は世界競争制に基づく選考に向け、7月1日までに申請書をオンライ

ンで提出する。地区が提出できる申請数に制限はない。各地区への提出
締切日は５月31日である。

要　　件：候補者は以下を備えていること。
・ 修士号取得プログラムの申請者は学士号（またはそれに相当する学位）、
修了証取得プログラムの申請者は優秀な学業経験。

・ ３年以上（修了証プログラムは５年）の関連分野における職歴または
ボランティア経験。

・ 修士号プログラムと修了証取得プログラムいずれの場合も、英語に堪
能であること。修士号取得プログラムではさらに、第二言語の能力。

・ 平和と国際理解への明らかな熱意。
決定手続：毎年、修士課程で学ぶ50名と専門能力開発のための修了証取得コースで

学ぶ50名のフェローが選ばれる。管理委員会が承認した申請者には、11
月15日までに選出の通知が行われる。
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対 象 外：ロータリアン、名誉ロータリアン、クラブ・地区・その他のロータリー団体
（国際ロータリーを含む）の職員。および生存するこれらの人の配偶者、
直系卑属、血縁または法的な子または孫、再婚による直系卑属の配偶者、
生存している上記のすべての親族の直系尊属（血縁の親または祖父母）。

　　　　　　ただし、これらの人も、自費でバンコク（タイ）のチュラロンコーン
大学における短期専門能力開発プログラムには申請ができる。

６．財務に関する事項、財団支援、寄付者表彰６．財務に関する事項、財団支援、寄付者表彰

財団資金の目的（Purposes of Foundation Funds）
　RIロータリー財団の1983年法人設立定款には、ロータリー財団の目的と収入と資
産の用途に関する具体的情報が記載されている。RI細則は、RI理事会の承認を必要
としないものも含めて、財団資産から支出する権限を管理委員会に与えている｡

（RI細則23.050.）

財団資金の管理（Stewardship of Foundation Funds）
　資金が目的に沿って効果的に使われるようにするために、管理委員会は、プロジェ
クトの実施に携わる地区、クラブ、ロータリアンの誠実さに頼っている。何か不当
なことが耳に入れば、管理委員会は速やかに調査し、適切な処置を講じる。資金の
適切な管理のため、地区は、ロータリーの補助金を受領する前に、参加資格認定の
手続きを完了しなければならない。参加資格認定に関する詳細は、地区の覚書（MOU）
およびクラブの覚書（MOU）を参照のこと。

◇ 2015-16年度 寄付総額◇
　２億6,560万ドル 

1億2100万ドル

年次
基金

恒久
基金

その
他の
資金

ポリ
オプ
ラス
基金

9700万ドル

ゲイツ財団
7000万ドル

1700万ドル
3100万ドル

◇ 2015-16年度 支出総額◇
２億,7100万ドル 

財
団
プ
ロ
グ
ラ
ム

財
団
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
運

営費

ポリオプラス
1億1500万ドル

　グローバル
補助金★

7000万
ドル

地区
 補助金

  2600万ドル
その他

  1000万ドル

2500万
ドル

2000万
ドル

500万ドル

プログラム運営

寄付推進

一般管理運営

91％
82％
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税制上の優遇措置と寄付金（Tax Advantages and Contributions）
　国によっては、所得税申告を行う場合に、ロータリー財団または関連組織への寄
付金が控除されている。あるいは、ほかの税制上の優遇措置を受けられる場合があ
る。クラブならびに各個人は、それぞれの国において財団への寄付金が税制上の優
遇措置を受けられるかどうかを関係当局に確かめるべきである。米国では、ロータ
リー財団は、内国歳入法第501項（c）（3）の下に、非課税の人道的組織と認めら
れてきた。さらに、米国の内国歳入局は、財団を「内国歳入法第509項（a）に定義
されている民間財団には該当しない財団」として分類してきた。現在、アルゼンチン、
韓国、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、フィリピンにおける寄付につい
ては、税金控除または優遇措置が受けられる。なお、公益財団法人ロータリー日本
財団は日本の法律に従って設立された公益財団法人であり、この法人を通じてロー
タリー財団に寄付すると、日本の税制上の優遇措置を受けることができる。

協力財団（Associate Foundations）
　協力財団を通じてロータリアンが税制上の優遇措置を受けることのできる国々に、
限定された数の協力財団が存在する。管理委員会は、協力財団が形成される前に満
たさなければならない基準と指針を設定した。協力財団は、管理委員会の承認を受

（6月30日現在、単位：1000ドル）

収入 2015 2016

寄付 $ 268,903 $ 265,616 

投資収益（損失） 3,287 （6,653）

補助金、その他の活動（純額） （789） （787）

収入合計 $  271,401 $  258,176 

支出

プログラム補助金 $ 224,322 $ 221,147 

プログラム運営 20,886 25,223 

寄付推進 15,804 19,421 

一般管理運営 4,854 5,247 

支出合計 $ 265,866 $  271,038 

為替差損 $ （8,085） $ （6,419）

年金関係の調整額 $ （3,394） $ 3,394 

純資産の増加（減少） $ （5,944） $ （15,887）

純資産（期首） $ 951,965 $ 946,021 

純資産（期末） $ 946,021 $ 930,134 

◇ 2015年度と2016年度 収支報告◇
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けなければならず、管理委員会に報告する義務がある。現在、協力財団が存在する
国（オーストラリア、ブラジル、カナダ、ドイツ、インド、日本、英国）における
一部の寄付については、税金控除または優遇措置が受けられる。日本では、公益財
団法人ロータリー日本財団がある。

公益財団法人ロータリー日本財団
　ロータリーの奉仕の理念に基づき、人々の健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧
困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすることを目的と
している。公益財団法人ロータリー日本財団は、国際ロータリーのロータリー財団の協力
財団である。2009年6月11日に一般財団法人として設立され、2010年12月24日、公益
社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）第4条に基づ
き、内閣総理大臣より公益財団法人の認定を受けた。

財団のための募金（Raising Funds for the Foundation）
　ガバナーは、RIの役員として、世界理解と平和を助長するという財団の目的に対
する認識を高め、さらなる支援を得ることを目指して、地区内でロータリー財団を
推進する直接の責任を有している。
　すべての寄付は、財団の寄付受諾に関する方針に準じて受諾が考慮される。この
方針はRIのウェブサイト（www.rotary.org）に掲載されている。

シェアシステム（Share System）シェアシステム（Share System）

　財団プログラムに参加することは、財団の成功の重要な一翼を担うことである。
管理委員会は、寄付の使途について地区に発言権を与え、地区が最大限プログラム
に参加できるように、資金配分のためのシェアシステムを開発した。
　すべての地区の年次基金シェアへの寄付は、DDF（地区財団活動資金）とWF（国
際財団活動資金）の二つの活動資金に分けられる。その配分は、DDFが50％、ＷＦ
が50％（内5％は運営費）である。ある年度に寄せられた寄付金は、その3年後に使
用が可能になる。地区は、DDFを地区補助金、グローバル補助金、ロータリー平和セ
ンター、ポリオプラスへの寄贈に使用できる。WFは、地区が参加できる補助金やプ
ログラムの資金として支給される。残りの5％は、財団の運営費を賄うために使用さ
れる。（ロータリー財団章典22．、2013年10月ロータリー財団管理委員会 決定）
　シェアシステムに関する詳細は、「地区ロータリー財団委員会要覧」（300）、「ロー
タリー財団参照ガイド」（219）、および「ロータリー財団章典」に記載されている。
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・ 地区財団活動資金（DDF：District Designated Fund）地区が使途決定、管理
する補助金

・ 国際財団活動資金（WF：World Fund）ロータリー財団管理委員会が使途決定、
管理する補助金

2015年7月1日から有効

ＤＤＦ
（地区財団活動資金）

WＦ
（国際財団活動資金）

シェアシステム

$500

$1,000
寄付

$500
必要に応じて、年次基金寄付の
５％（50ドル）が運営費に

地区補助金：
250ドルまで
申請可能

•グローバル補助金へのＤＤＦ拠出に対
し、ＷＦから同額の上乗せ
•ＤＤＦ寄贈とＷＦで、ポリオプラスまた
はロータリー平和センターも支援

•この図には、恒久基金（シェア）の使用可能な収益から発生したＤＤＦは含まれていない。
•未使用のＤＤＦは次年度に繰り越される。
•必要な場合のみ（十分な投資収益がない場合）、年次基金寄付の５％がＷＦから運営費に充てられる。

・ 運営費：寄付推進費と一般管理運営費である。

・ 運営準備金：財団は、運営費の３年分を準備金として蓄える必要がある。

・ 運営費の５％とは、運営費を賄い、運営準備金を十分なレベルにまで補充するための投

資収入が不足する場合、その不足分を補うために年次寄付の５％が使用される。

ただし、この５％は WF から差し引かれるものであり、DDFに対する影響はない。

投資収入で十分な運営費を賄えない場合、あるいは運営準備金が十分なレベルに達して

いない場合には、年次基金への寄付の５％に相当する資金が、WFから運営費に充てら

れる場合がある。運営費に充てる必要がない場合には、この５％はWFとして残り、通

常のWFと同じように補助金に使われる。また、グローバル補助金への現金拠出の５%

が運営費に充てられ、法人寄付の最大10％が運営費に充てられる。
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財団への寄付 （Contributions to the Foundation）財団への寄付 （Contributions to the Foundation）

　ロータリーは、ガバナーが、地区ロータリー財団委員会、地区研修・協議会、地
区とクラブの財団セミナー、クラブ訪問などの正規の経路を通じて、ロータリアン
とクラブによるロータリー財団への年次寄付の重要性を強調するよう提案している。
財団補助金の継続的な発展を支援するために、毎年、ロータリー財団の年次基金に
寄付することがすべてのロータリアンに奨励されている。ロータリアンはまた、遺
言や資産計画に、恒久基金への贈与の旨を記載することを考慮するよう奨励されて
いる。

　金額を問わず、次の三つの基金に寄付することができる。
１）  年次基金は、財団の補助金と活動の主な資金源である。寄付金は、寄付の約

3年後に使われる。
２）  恒久基金は、その収益の使用可能な部分を財団の補助金と活動の支援に使う

ための基金である。恒久基金の目標は、最低限度の補助金活動を継続し、将
来の新プログラムまたはプログラムの拡張を容易にしようとするものであ
る。RIは、幾世紀にもわたる運動として、および国際奉仕の世界的リーダー
としてのロータリーへの献身を実証するものとして、特に恒久基金への支援
を検討するようロータリアンに奨励している。

３）  ポリオプラス基金・その他指定プロジェクト基金は、ポリオプラス・プログ
ラムと、ポリオを世界から撲滅するという目標の支援のために授与される。
その他プロジェクトの目的別の寄付が数多くある。すべて補助金の資金源で
ある。

個人寄付を認証する機会（Individual Contribution Recognition Opportunities）
　寄付者は、ロータリー財団の補助金とプログラム
を支援するために財団に寄付を行う。財団への寄付
者として認定するために、管理委員会はさまざまな
種類の認証を用意している。すべての寄付は、寄付
者の指定したロータリークラブの寄付実績に加える
ことができる。
　認証の各種類に関する詳細は、「ロータリー財団
参照ガイド」（219）を参照のこと。
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寄付と認証（Contribution and Recognition）
　財団の使命とプログラムへの寄付に対しては､ 感謝の気持ちを表すために、さま
ざまな認証の機会が用意されている。寄付者とすぐ分かるように着用できるピンな
どが寄付者に贈られる。
　寄付額は年々累計を算出する。なお、ロータリー財団への寄付は、オンラインで
RIウェブサイトからクレジットカードが利用できる。
　ロータリー財団への寄付と認証は次ページの表を参照のこと。
　公益財団法人ロータリー日本財団を通しての財団寄付に対して日本の法律に基づ
く税金控除または優遇措置が受けられる。

ロータリーカードロータリーカード
　2000年9月に国際ロータリーは､ クレジットカード・プログラムを開始した。世
界全体で､ 2000年以来のロイヤリティーは総額約860万ドルに上り、うち360万
ドルはポリオ撲滅のために使われている。

　ロータリーカードは、現在、２社が取り扱っている。
１．ダイナースクラブ
　　　（http://www.diners.co.jp/entry_form/lp/rotary/index.html）

２．オリコ
　　　（http://www.orico.co.jp/merchant/rotary/index.html）

　（注）カードの特典については各社へお問い合わせ下さい。
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ロータリー財団　寄付と認証ロータリー財団　寄付と認証
寄 付 分 類

認証の種類

認証レベルと認証品

年次基金 ポリオプラス 恒久基金 その他の基金
シ ェ ア： 寄 付 の
50%が ３ 年 後 に
DDFに、残り50%
はWFになる。
WF：寄付を全額
WFに指定できる。
重点分野：６つの
重点分野のいずれ
かを指定して寄付
する。

ポリオ撲滅活
動を支援す
る。

シェア：元金はそのままに、収益の 50%がDDF
に、残りの 50%がWFになる。使用可能な収益
が通知されるのは 10月頃。
WF：収益の全額がWFになる。WFは、グロー
バル補助金に対する上乗せやその他財団プログラ
ムの資金等に活用される。
ロータリー平和センター：ロータリー平和セン
ター維持費や奨学金など、プログラム全体に係る
費用を支援する。
冠名基金：冠名基金を保有している方は、自身の
基金に寄付を追加できる。（冠名基金 25,000ド
ル以上で設立できる。ＲＩ財団室へ連絡のこと）

承認済みの補助金プロジェク
トヘの寄付や左記以外の臨時
に設置された基金（災害復興
基金など）への寄付。
補助金プロジェクトヘの寄付
の場合は、補助金番号を必ず
記入すること。

財団の友 年次基金に毎年100ドル以上寄付した方。
ポール・ハリス・フェロー（PHF）
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

（MPHF）

年次基金、ポリオプラス、あるいは財団が承認した補助金に、累計1,000ドル以上寄付した方。
その後1,000ドル毎にマルチプル・ポール・ハリス・フェロー（MPHF） が授与される。（認
証ポイント含む）

ベネファクター 恒久基金に1,000ドル以上寄付をした方、または資産計画にロータリー財団を受益者とし
て指定することを書面にてロータリー財団に通知した方。（認証ポイントは含まない）

メジャードナー（MD） 寄付分類に関係なく寄付の累計が1万ドルに達した個人または夫妻。（認証ポイントは含まない）
アーチ・クランフ・ソサエティ

（AKS） 寄付分類に関係なく寄付の累計が25万ドルに達した個人または夫妻。（認証ポイントは含まない）

●ポール・ハリス・フェロー（PHF）/マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（MPHF）
PHF $1,000～ 認証状と襟ピン MPHF5 $6,000～ 襟ピン（サファイア5粒）

MPHF1 $2,000～ 襟ピン（サファイア１粒） MPHF6 $7,000～ 襟ピン（ルビー1粒）
MPHF2 $3,000～ 襟ピン（サファイア2粒） MPHF7 $8,000～ 襟ピン（ルビー 2粒）
MPHF3 $4,000～ 襟ピン（サファイア3粒） MPHF8 $9,000～ 襟ピン（ルビー 3粒）
MPHF4 $5,000～ 襟ピン（サファイア4粒）

●アーチ・クランフ・ソサエティ（ASK）
ASKレベル１ $250,000～ クリスタル、襟ピン、ペンダント ASKレベル４ $2,500,000～ クリスタル、襟ピン、ペンダント
ASKレベル２ $500,000～ クリスタル、襟ピン、ペンダント ASKレベル５ $5,000,000～ クリスタル、襟ピン、ペンダント
ASKレベル３ $1,000,000～ クリスタル、襟ピン、ペンダント ASKレベル６ $10,000,000～ クリスタル、襟ピン、ペンダント

●ポール・ハリス・ソサエティ（PHS）
PHSは、年次基金、ポリオプラス、財団が承認した補助金プロジェクトに、一括でも合計でも毎年1,000ドル以上をご支援され
た方の認証である。

●ベネファクター
ベネファクター $1,000～ 認証状と襟ピン（ウィング）
※恒久基金$1,000に達した時の1回のみ

●メジャードナー
MDレベル1 $10,000～ クリスタル、襟ピン、ペンダント
MDレベル2 $25,000～ クリスタル、襟ピン、ペンダント
MDレベル3 $50,000～ クリスタル、襟ピン、ペンダント
MDレベル４ $100,000～ クリスタル、襟ピン、ペンダント

１．個人の認証
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３．冠名基金

Every Rotarian, Every Yearクラブバナー
正会員全員（年度途中の入・退会者は除く）が、年次基金へ少なくとも25ドル
の寄付をして、一人当たりの年次基金平均寄付額※が100ドルに達しているク
ラブに贈られる。

100％ロータリー財団寄付クラブバナー
正会員全員（年度途中の入・退会者は除く）が、寄付分類に関わらず少なくと
も25ドルの寄付をして、一人当たりの平均寄付額※が100ドルに達しているク
ラブに贈られる。

100%ポール・ハリス・ソサエティ・クラ
ブ認証バナー

正会員全員（年度途中の入・退会者は除く）が、一括でも合計でも1年度中に合
計1,000ドル以上を寄付したクラブに贈られる。対象となる寄付分類は、年次
基金、ポリオプラスおよび財団が承認した補助金プロジェクトである。

年次基金への一人当たりの寄付額上位３
クラブ

各地区内で、1年度で一人当たりの年次基金への平均寄付額※が上位3位に入っ
たクラブに贈られる。資格を得るためには、クラプは一人当たりの年次基金へ
の平均寄付額※が最低50ドルに達していなければならない。

100%ポール・ハリス・フェロー・クラブ
認証を申し込む時点で、クラブの正会員全員がポール・ハリス・フェローになっ
ていなければならない。クラブが要件を満たしていることを確認した上で、申
請書を提出する。申請書には地区ガバナーとクラプ会長の署名が必要となる。

※ 一人当たりの平均寄付額は年度初め（７月１日）の会員数を基に計算する。この計算に使う寄付額には、年度途中の退会者、
新入会員からの寄付も含まれる。

恒久基金内に寄付者または最愛の方の名前を冠した基金（冠名基金）を設立することができる。
冠名基金は、恒久基金やほかの基金とは別個に管理され、年に一度、寄付者に報告書が送付される。
ご寄付の額や目的に応じて、基金の条件を選択できる。

50万ドル以上　カスタマイズされたグロー
バル補助金冠名基金※

カスタマイズされた冠名基金を設立する際に、次の条件から3つまで指定できる。
１．活動の種類（人道的プロジェクト、奨学金、職業研修チーム）
２．重点分野　　３．地区　　４．活動地域（アフリカ、アジア、南米など）

25万米ドル以上　カスタマイズされた
グローバル補助金恒久基金※

カスタマイズされた冠名基金を設立する際に、次の条件から２つまで指定できる。
１．活動の種類（人道的プロジェクト、奨学金、職業研修チーム）
２．重点分野　　３．地区
４．活動地域（アフリカ、アジア、南米など）

15万米ドル以上　活動種類別のグローバル
補助金冠名基金

カスタマイズされた冠名基金を設立することにより、人道的プロジェクト、奨
学金、職業研修チームのいずれかの補助金を支援できる。

25,000米ドル　冠名基金
国際財団活動資金（WF）、シェア、ロータリー平和センターに対する一般的な
支援、またはロータリーの６つの重点分野のいずれかのグローバル補助金への
一般的な支援に活用される。

※ 冠名基金の設置にはロータリー財団からの承認が必要となる。
　冠名基金の投資収益の一部のみが、毎年プログラムのために活用される。

●遺贈友の会（Bequest Society）

遺産計画において合計10,000ドル以上の寄付を誓約した個人または夫妻が入会するものである。誓約をされた時点で認証品（ク
リスタル、襟ヒ ン゚、ペンダント）が贈られる。誓約額による認証レベルはメジャードナー（MD）、アーチ・クランフ・ソサエティ
（AKS）と同じである。入会方法等詳細は、日本事務局財団室へ。

●メモリアルコントリビューション

金額に関係なく、亡くなった人を記念して寄付した個人またはクラブのことである。この証書は個人あるいは寄付者の名前で発
行される。1,000ドルを寄付した個人、または、ある人の名義でその寄付が行われた場合、その名義人は、財団のメモリアル・ポー
ル・ハリス・フェローになったことが認められた証明書、メダル、襟章が贈呈される。
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７．７．ロータリー財団関係のコーディネーターおよびアドバイザーロータリー財団関係のコーディネーターおよびアドバイザー

　目的別に地域、地区、クラブの財団活動の推進する責務を担い、財団関連行事で
効果的な講演や研修を行える人であることが望まれている。

●ロータリー財団地域コーディネーター
　（Regional Rotary Foundation Coordinator：RRFC）
　ゾーンまたは地域内のファンドレイジングなど、財団活動全般を推進する責務を
担う。
　RRFCは、ファンドレイジング目標やプログラム目標を設定してこれを達成でき
るよう、ゾーンチーム（RRFC補佐）や地区のリーダーを研修する。

●恒久基金／大口寄付アドバイザー
　（Endowment/Major Gifts Adviser：EMGA）
　地域や地区のリーダーと密に協力し、大口寄付見込者の特定、開拓、懇請のため
の個別計画を作成する。また、財団支援者を招いた行事や、寄付見込者探しを支援
する。

●ポリオ撲滅ゾーンコーディネーター
　（End Polio Now Zone Coordinator：EPNZC）
　ゾーン、地区のリーダーと密に協力し、ポリオ撲滅への理解と寄付を推進する。
　ゾーンチームのメンバーは、地域、地区、クラブの財団関連行事で効果的な講演
や研修を行える人であることが望まれる。

●地区ポール・ハリス・ソサエティ（PHS）コーディネーター
　（District PHS Coordinator：DPHSC）
　各地区内でポール・ハリス・ソサエティ（PHS）の案内や入会の推進を行う。

（注）  ポール・ハリス・ソサエティ（PHS）とは、毎年1,000ドル以上を年次基金、ポリオ
プラス基金、財団が承認したグローバル補助金のいずれかに寄付したロータリー会員
とロータリー財団支援者を認証するプログラムである。

参照資料：コーディネーターNews（Zone1,2&3）毎月発行
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８．ロータリー財団　Ｑ＆Ａ８．ロータリー財団　Ｑ＆Ａ

Q ポリオプラスとは
A  1985年にロータリーがポリオプラスを開始した時、「プラス」という言葉は、ポリオ撲

滅の取り組みが、子どもの間に流行する他の5種類の伝染病（はしか、結核、ジフテリア、
百日咳、破傷風）の予防接種にも広がるだろうという考えを表していました。時とともに、
ポリオ撲滅の取り組みによる恩恵は増えていきました。

  ポリオワクチンを投与するキャンペーンでは、ビタミンＡのサプリメントを配布すると
いった、健康面から命を救う手段が生まれました。ワクチンを運搬、保存するための新し
い物流方法により、発展途上地域での感染症との闘いが以前より容易になりました。

  また新たなポリオ発症の発見を目的とする研究所や診療所の巨大なネットワークによっ
て、ポリオだけでなく、ほかのウイルスの感染状況も監視できるようになったのです。加
えて、ロータリーが立ち上げに寄与した世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）は、世界的な
保健問題に取り組むための官民パートナーシップの手本として国際的に知られています。

  このように、ポリオプラスの「プラス」は、現在、ポリオが常在する３か国（アフガニス
タン、ナイジェリア、パキスタン）での感染抑止にとどまらず、ポリオがこの世からなく
なった後にも、ほかの感染症との闘いを支えていくインフラと協力態勢という遺産をも意
味しています。

  ポリオを永遠になくすために必要なステップには、検知、予防接種、撲滅があります。検
知は、ポリオを撲滅する戦いの最も重要な側面の１つです。これは複雑で費用がかさみ、
継続的にサーベイランス（監視活動）が必要です。世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）は
約72カ国で監視活動を行っています。

  また、アフガニスタン、ナイジェリア、パキスタンだけでなく、他の国でも継続して予防
接種することが重要です。予防接種プログラムが成功している場所では、予防接種を受け
ることが出来なかった少数の子どもを見つけだし、接種することが課題です。

  そして、ポリオの最後の症例が確認されるのが今年であったとしても、完全に撲滅するま
で、少なくとも3年間は子どもたちに接種し続けなければならず、ワクチン自体を変更す
る必要があります。

Q  年次基金（シェア）とは何ですか？
A  年次基金（シェア）とは、地元や海外におけるロータリー財団の幅広い活動を支える主な

資金源です。

Q  国際財団活動資金（ＷＦ）とは何ですか？
A  ＷＦは、世界中で最も優先される活動に充てられます。シェアへのご寄付の50％がＷＦ

となります。財団は、すべての地区が利用できる補助金とプログラムのためにＷＦを活用
します。

Q  地区財団活動資金（ＤＤＦ）とは何ですか？
A  地区財団活動資金（ＤＤＦ）は、地区や地区内クラブが選んだ、財団やクラブおよび地区
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のプロジェクトに充てられます。地区は、ＤＤＦの半分までを地区補助金として利用でき
ます。ＤＤＦの残りは、グローバル補助金として利用するか、ポリオプラス、ロータリー
平和センター、他地区に寄贈することができます。

Q  恒久基金とは何ですか？
A  恒久基金は、財団およびその補助金とプログラムの未来を確かなものとするための基金で

す。恒久基金の使用可能な投資収益により、財団が既存の活動を拡大するとともに、新し
い活動を支援することが可能となります。ご寄付は恒久的に投資され、基金の評価額の合
計の一定の割合が、毎年、財団の補助金とプログラムに直接充てられます。

Q  「Every Rotarian, Every Year（ＥＲＥＹ）」とは何ですか？
A  「Every Rotarian, Every Year（ＥＲＥＹ）」は、財団の年次基金への支援を促進するた

めの取り組みです。ＥＲＥＹは、すべてのロータリアンが、毎年年次基金に寄付すること
を奨励するものです。地区の全ロータリークラブからの年次基金（シェア）へのご寄付は、
２つの資金、「国際財団活動資金（ＷＦ）」と「地区財団活動資金（ＤＤＦ）」に分けられます。

  このシェアシステムを通じて、ロータリー財団へのご寄付が補助金へと生まれ変わります。

Q 認証とは何ですか？認証と寄付分類の違いを教えてください。
A．  認証とは、ご寄付のお礼として寄付者を表彰するものです。寄付分類や認証額によって送

られる認証が異なります。ポール・ハリス・フェローやベネファクター、メジャードナー
などは認証です。寄付分類は、年次基金や恒久基金、ポリオプラスといった寄付の種類で、
寄付者が寄付の使い道や受けたい認証によって、寄付をする際に必ず選ぶものです。

Q ベネファクターの認証品が来ないのですが、調べてもらえませんか。
A  以前にベネファクターの認証を受けられていないでしょうか？ベネファクターの認証品

は、初めて恒久基金への寄付累計が1,000ドルに達したとき1度だけ贈られます。また、
遺贈友の会へのご入会など、恒久基金への寄付の誓約をすると、ベネファクターとして認
証されます。一度ベネファクターの認証を受けたあとは、ベネファクターの新たな認証品
は送られません。その方がいつベネファクターに認証されたかは、「ベネファクターレポー
ト」や「寄付者履歴レポート」で確認することができます。

Q  ポール・ハリス・フェローとポール・ハリス・ソサエティの違いを教えてください。
 PHSはポリオを含めて1,000ドルならよいのでしょうか。
A  PHFは、ポール・ハリス・フェロー、PHSはポール・ハリス・ソサエティの略です。ポール・

ハリス・フェローは恒久基金以外の寄付、つまり年次基金、ポリオプラス、財団が承認し
た補助金への寄付の累計1,000ドル以上に達した方に送られる認証です。もらった認証ポ
イントがあればそれもカウントされます。ポール・ハリス・ソサエティは、寄付の対象はポー
ル・ハリス・フェローと同じ、年次基金、ポリオプラス、財団が承認した補助金への寄付
ですが、こちらは毎年度中に合計1,000ドル以上を、ご寄付くださる方の認証です。ただし、
ポール・ハリス・ソサエティは、認証ポイントはカウントされません。年次基金とポリオ
プラスへの寄付を合わせて1,000ドルのように、対象となる寄付分類へのご寄付の合計額
が、ポール・ハリス・フェローやポール・ハリス・ソサエティの対象になります。PHFは
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累計で、PHSは毎年度に、1,000ドルというところが異なります。

Q MPHF+3は3回目でしょうか、4回目でしょうか？
 わかりにくいので認証名を変更できませんか？
A  マルチプルとは、多数・複数という意味ですので、一度ポール・ハリス・フェローになっ

た方が、もう一度ポール・ハリス・フェローの対象の累計に達するとマルチプル・ポール・
ハリス・フェローとなります。マルチプル・ポール・ハリス・フェローは1から8まであり、
累計で言うと2,000ドルから9,000ドルまでです。

  MPHF+3と表示されているものは、マルチプル・ポール・ハリス・フェローの3回目で、
累計4,000ドルの方に送られる認証です。初めてポール・ハリス・フェローになられた時
から数えると4回目となります。世界的に定着している認証ですので、かえって混乱を招
く可能性もあり、現在のところ変更の予定はありません。

Q 法人のID番号の確認方法を教えてください。
A  法人やロータリアンの家族などがご寄付をくださった場合も、そのクラブの「クラブ認証

概要レポート」に記録されます。初めにレポートを開くと、現在の会員だけが表示されて
いますので、左上の「Club Members」を、「すべての値」に変更してください。法人や
退会者など会員以外の方のID番号や認証額も表示されるようになります。

Q  銀行送金で寄付送金がされてから、マイロータリーで寄付実績が反映されるまで、だいた
いどのくらいの日数がかかりますか？

A  ご送金いただいてから約2週間程度かかります。

Q  私のクラブでは寄付をしていたのに、寄付ゼロクラブと言われました。理由がわかります
か？

A  いろいろな理由が考えられますが、一番多いのは、財団で言う「ゼロクラブ」は、もっと
も一般的な年次基金へのご寄付のみを指します。そのため、例えばポリオプラスや恒久基
金などへご寄付をいただいても、年次基金へのご寄付がないと「寄付ゼロクラブ」となっ
てしまいます。また、寄付記録がレポートに反映されるまで、送金から2週間程度かかり
ますので、送金後すぐにレポートを確認した場合は、まだ寄付記録がレポートに反映され
ていなかった可能性もあります。お一人でも寄付をすれば寄付ゼロクラブではなくなりま
すのでよろしくお願いします。年次基金寄付ゼロクラブについては、「月次寄付レポート」
の年次基金の年度中の寄付額をご確認ください。

Q  7月1日に在籍していて、その後退会した会員でも、これから25ドル寄付することは可能
ですか？

A  ありがとうございます。はい、退会した会員や、会員でない方でも、ご寄付は可能です。
退会した会員のID番号も消されずに残っていますので、「クラブ認証概要レポート」でお
名前とID番号をご確認のうえ、通常通りお手続きをお願いいたします。

Q  領収証の宛名が外字となっている場合の送金明細書の記入方法を教えてください。昨年は、
電話がかかってきてそのときに正しい漢字を説明したのですが・・・
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A  通信欄に、手書きや画像で張り付けていただくか、コメントを記入して別途FAX等でお送
りいただければ幸いです。なお、一度登録されますとデータは残っておりますので、毎回
お知らせいただく必要はありません。なお、ほとんどの自治体で代替文字による領収証も
受け付けていますので、できれば、表示可能な字体での領収証発行をご了承いただければ
幸いです。

Q  募金活動等の寄付の場合、施策内容を通信欄へ記入するということでしたが、忘れた場合
後で通知する方法がありますか。

A  募金活動やチケット代の一部を寄付する場合は、実際に寄付をしてくださる方々に対し、
前もっていくらがどのように寄付されるのかをお知らせします。たとえば、“チケット代
3,000円のうち経費を除く、1,500円を○○クラブとして、ポリオ撲滅のために「公益財
団法人ロータリー日本財団」に寄付致します。”のような文言をご案内や募金箱のだれで
も見えるところに記載します。この通知を忘れてしまった場合には、ご寄付の際や領収書
発行時に寄付者の皆様へ改めてご案内いただくようお願いいたします。日本事務局へお送
りいただく寄付送金明細書には、どのような募金による寄付であるかを明記する必要はあ
りませんが、寄付者から問い合わせの際にこちらでも状況を把握することができますので、
出来れば寄付送金明細書の通信欄に記入していただければ幸いです。この記入を忘れてし
まった場合には、お電話にてお知らせいただければ、こちらで記入します。

  クラブの記録としてだけ必要な場合は、お知らせいただかなくても問題ありません。また、
領収証や寄付明細は、所属クラブへ送られますので、もし一括で代表クラブが送金される
場合には、その旨を寄付者の皆様へご案内いただくようお願いいたします。領収書を受け
取ったクラブで送金記録がないと照会が来ることがあります。

Q  認証ポイントの移譲はポールハリスフェローの対象になる時でないと出来ないのですか？
A  認証ポイントを移譲した結果認証レベルが上がらなくても問題ありません。たとえば、

100ドルのご寄付に対し、常に同額の100ドル分のポイントを移譲するクラブもあります。

Q 認証ポイントは寄付をした年代で取得ポイントが異なりますか？
A  現在、認証ポイントは、初めてご寄付をされた時から1ドルに対し、1ポイント付きます。

以前は、ポイントが付かなかった時期、3年で失効した時期、ポール・ハリス・フェローになっ
た後からのご寄付に対して付いた時期もありました。「ポール・ハリス・フェロー認証ポ
イント」が正式名ですので、恒久基金へのご寄付に対してポイントが付かないという点は
ずっと変わりません。

Q  退会会員の認証ポイントは、退会者自身の意思があれば、他の方に移譲出来ますか？
 認証ポイントの移行で、亡くなられた方のポイントは可能でしょうか。
A  はい、退会された方でも認証ポイントは残っていますので、その方のご署名をいただけれ

ば移譲することができます。残念ながら、亡くなられた方のポイントは使うことができま
せん。ただし、亡くなった方がメジャードナーの場合には、配偶者の署名で使うことがで
きます。
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Q 認証ポイントと寄付額は違うと考えた方が良いですか？
  認証ポイントで移譲された人の認証額があがることはわかりましたが、寄付額はどのよう

になりますか？
A  はい、認証額と寄付額は違います。「クラブ認証概要レポート」に表示される、PHFの認

証額にはもらったポイントが含まれますが、寄付額には含まれません。「クラブ認証概要
レポート」に表示されるのはPHFの累計額ですので、ポイントを受け取ると増額します。
一方、ご本人のみが My Rotary から閲覧できる「寄付者履歴レポート」では、認証額と
実際に寄付額は分けて表示されます。

Q  会員の寄付額はどこから見られるでしょうか？
 事務局は全会員の寄付履歴は見られませんか？
 メジャードナーの方の現在の寄付額はどこを見たらよいでしょうか？
  個人の寄付額累計について。恒久基金の累計額は表示されないのですか？個人の累計額を

問い合わせた際、恒久基金も含めて寄付累計が＄10,000を超えていますのでメジャード
ナーですと言われました。

A  クラブ会長や幹事、事務局は、「クラブ認証概要レポート」を閲覧し、PHFの認証額を閲
覧できます。クラブ会員全員の「寄付者履歴レポート」を閲覧し、実際の寄付額を確認す
ることはできません。「クラブ認証概要レポート」で表示されるのは、PHFの認証額やベ
ネファクターの認証を受けているかどうかです。個人の実際の寄付額、特に恒久基金の寄
付額やメジャードナーの寄付額などは、ご本人に「寄付者履歴レポート」で確認していた
だくようにお願いします。こちらのレポートは、My ROTARYのプロフィールからご本
人だけが閲覧できます。個人の寄付額は、ご本人からのご依頼以外で他人に知らせること
は基本的にありません。

Q  クラブの認証バナーはいつ頃送られますか。
A  前年度の寄付に対して、翌年度の11月頃、地区へ送られます。100％ポール・ハリス・フェ

ロー・クラブについては、随時授与されます。

Q  法人による寄付は、クラブ認証の対象となりますか。
A  いいえ、対象とはなりません。正会員全員が個人名義での寄付をしない限り、クラブ内の

寄付参加率は100％とはなりません。

Q  クラブが、ロータリー補助金を申請するにあたり、参加資格の認定を受けていなければな
らないのはなぜですか。

A  参加資格認定手続きは、補助金の資金管理に必要な体制をクラブが備えていることを確認
するためのプロセスです。グローバル補助金では、クラブが代表提唱者となるために、参
加資格の認定を受けている必要があります。地区補助金では、クラブが補助金を受領する
ために参加資格認定が必要かどうかを、地区が決めることができます。

Q  クラブは、どのようにして参加資格の認定を受けることができますか。
A  クラブの覚書（MOU）に署名し、地区が実施する補助金管理セミナーにクラブの代表者

を少なくとも1名出席させなければなりません。また、認定を維持するには、クラブが毎
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年これらの手順を踏まなければなりません。
  「クラブの覚書（MOU）」、「補助金管理セミナー指導者用手引き」、「補助金管理の手引き」

などの関連資料は、www.rotary.org/ja/grantsからダウンロードできます。

Q  誰が覚書（MOU）に署名しますか。
A  クラブの覚書には、その覚書が適用される年度のクラブ会長と会長エレクトが署名します。

例えば、2017-18年度用の覚書には、2017-18年度クラブ会長と2018-19年度クラブ会
長が署名します。

Q  補助金管理セミナーはいつ開催したらよいですか。
A  ロータリー財団は、補助金管理セミナーを、会長エレクト研修セミナー（PETS）、地区研修・

協議会、地区大会のいずれかに付随して開催するよう推奨していますが、地区の裁量によ
り、ほかの時期や場所で開催することも可能です。クラブを対象とする、この補助金管理
セミナーの開催に先立ち、地区は参加資格認定を受けている必要があります。これは、認
定要件を十分に理解した上で、セミナーを行うためです。

Q  誰が補助金管理セミナーに出席しますか。
A  参加資格の認定を受けたいと望む各クラブから会員1名が出席する必要があります。クラ

ブ会長エレクト、そのほかのクラブ役員、補助金管理に関わる会員が、クラブを代表して
セミナーに出席することが推奨されています。

 ・ 追加で何名までのクラブ会員をセミナーに招くかは、地区が決定します。
 ・ 地区は、可能な限り、ロータリー補助金に関心のあるすべてのクラブ会員にセミナーへ

の出席を奨励すべきです。

Q  ロータリー学友とは何ですか。
A  以下のプログラムに参加した経験のある方はロータリー学友です。
  インターアクト、ローターアクト、ロータリー青少年交換、新世代交換、ロータリー青少

年指導者養成プログラム（RYLA）、ロータリー平和フェローシップ、ロータリー奨学金（グ
ローバル補助金または地区補助金）、職業研修チーム（メンバーとリーダー）、国際親善奨
学金、大学教員のための補助金およびカールP. ミラー助成金の受領者、研究グループ交
換（メンバーとリーダー）、ロータリー・ボランティア補助金、米山奨学生その他のロー
タリープログラムに参加した経験のある人々です。

Q  ロータリー学友会の目的は何ですか。
A 1. ロータリー学友の絆を育み、維持していくこと
 2. 学友同士、また、学友とロータリアンとのネットワークを築くこと
 3. 奉仕活動に参加する機会を学友に提供すること
 4.  ロータリークラブ（Eクラブを含む）やローターアクトに学友を迎え入れることでロー

タリーの会員増強を助長すること
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公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会

Rortary Yoneyama Memorial Foundation

ロータリー日本国内全地区合同プロジェクト

所在地 〒105－0011
 東京都港区芝公園2-6-15
　　　　　　 黒龍芝公園ビル 3F
ＴＥＬ 03－3434－8681
ＦＡＸ 03－3578－8281
Ｅ-mail mail@rotary-yoneyama.or.jp
ホームページ http://www.rotary-yoneyama.or.jp
送金先 公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
 三井住友銀行京橋支店
 口座番号 普 0920373

参考文献：ロータリー米山記念奨学事業 豆辞典（2016-17年度版）
　　　　　2015年度事業報告書
　　　　　ロータリー米山記念奨学会 公式HP
監　　修：（公財）ロータリー米山記念奨学会

（財団設立 50周年／ 2017年 7月）
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　米山記念奨学会は、初めて日本にロータリークラブを創設
した米山梅吉翁の遺徳を記念し設立されたもので、日本に在
留している私費外国人留学生に対し給付型奨学金を支給し支
援する民間の奨学団体である。全世界の国・地域を対象とし
奨学生の母国と日本の親善友好を図り、ひいては世界の平和
に貢献することを目的としている。その形態は日本の全地区
が参加する「多地区合同活動」であり、全国のロータリアン
からの寄付金を主な財源としている。
　最大の特長は「世話クラブ・カウンセラー制度」である。
奨学生一人ひとりに地域のロータリークラブから世話クラブ

が決められ、ロータリーとの交流の起点となる。
　世話クラブ会員から選ばれたカウンセラーは、奨学生の相談役として精神面を支
える。また奨学生が例会に参加したり、共に奉仕活動や地域のイベントを体験する
ことにより互いの理解と親善を図る。この制度こそが“絆”をはぐくむ土壌となる。

設立趣意書
　この法人は、主としてアジア諸国、又はその他のロータリー所在国の学生又は学
者に対し、わが国において勉強又は研究す
るための奨学金を支給し、よってロータリー
の理想とする国際理解と親善に寄与するこ
とを目的として設立する。
　この法人は、昭和 24年に東京ロータリー
倶楽部が設定し、昭和 32年に全国のロータ
リークラブに参加を求めて以来、逐年発展
し、今や在日全ロータリークラブの共同事
業となり、国際留学生に対する奨学金の支
給を通じて、所期の目的たる国際理解と親
善にも多大の成果を収めつつある、ロータ
リー米山記念奨学会の事業と財産を継承し、
法人化によってその基礎を確立し、今後一
層奨学事業の発展を期するため設立される
ものである。

１．ロータリー米山記念奨学会１．ロータリー米山記念奨学会（以下、米山記念奨学会）（以下、米山記念奨学会）とはとは

米山梅吉翁
（1868－1947年）

重なり合うハートは「ロータリアン」と「奨
学生」を表している。外国人留学生の支援・
交流を通じ、国を超えた絆や信頼関係を築
き、やがて、一人ひとりの胸に世界平和を
願う“心”を育てるという、事業創設の願
いが込められている。手は、そうした”心”
を生み出すと同時に、当事業がロータリア
ンの手で支えられていることを示している。

シンボルマーク
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　この法人は、全国ロータリークラブの寄付を主たる財源とし、ロータリー会員に
よって運営され、ロータリー目的達成に寄与することを目的としている。（昭和42年）

２．ロータリー米山記念奨学事業とは２．ロータリー米山記念奨学事業とは

　ロータリー米山記念奨学事業とは、全国のロータリアンからの寄付金を財源とし
て、日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、支援する国際奨学事業である。

事業の使命

60 年にわたって受け継がれている事業
　日本のロータリーの創始者、故・米山梅吉翁の偉業を記念し、後世に残るような
有益な事業を立ち上げたいとの思いがあった。
　1952年、東京ロータリークラブが発表したのは、海外から優秀な学生を日本に
招き、勉学を支援する奨学事業「米山基金」の構想であった。そこには、二度と戦
争の悲劇を繰り返さないために、国際親善と世界平和に寄与したいという、当時の
ロータリアンたちの強い願いがあったのである。

日本のロータリーによる多地区合同活動
　東京ロータリークラブの単独事業として始まったこの事業は、わずか 5 年で日本
全国の共同事業へと発展、1967年には文部省（当時）を主務官庁とする（財）ロー
タリー米山記念奨学会を設立、歴史的にも世界に類を見ない日本のロータリー独自
の多地区合同活動となっている。

将来、日本と世界とを結ぶ「懸け橋」となって国際社会で活躍し、ロータリー運
動の良き理解者となる人材を育成することである。これは、ロータリーの目指す
「平和と国際理解の推進」そのものである。

「将来の日本の生きる道は平和しかない。その平和日本を世界に理解させるため
には、アジアの国々から一人でも多くの留学生を日本に迎え入れて、平和日本を
肌で感じてもらうしかない。それこそ、日本のロータリーに最もふさわしい国際
奉仕事業ではないだろうか」 （「ロータリー米山記念奨学会史」より）
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　世話クラブ・カウンセラー制度
　奨学生一人ひとりに対して、地域のロータリークラブから「世話クラブ」が選ばれ、
ロータリーとの交流の起点となる。さらに、世話クラブ会員の中から「カウンセラー」
が選ばれて日常の相談役となり、奨学生が安心して留学生活を送れるよう配慮する。
米山奨学生は例会や地域の奉仕活動、日本の実業人・専門職業人であるロータリア
ンとの交流を通じて、より深く日本を知り、ロータリーが求める平和の心を学ぶ。ロー
タリアンにとっても、奨学事業の意義を実感し、視野を広める機会となる。

　日本最大の民間国際奨学事業
　米山記念奨学会では、日本全国のロータリアンの寄付金を財源として、日本で学
ぶ外国人留学生に対して奨学金を支給している。1967年に財団法人として認可さ
れ、また、2012年１月４日付にて公益財団法人に移行した。
　給付型奨学金であり、年間の奨学生採用数はおよそ 750 人（2016学年度の奨学
生は 750人）、事業費は 12.6 億円（2015-16年度決算）と、国内最大の民間国際
奨学事業で、これまでに支援した奨学生数は累計で 19,197人（2016年 7月現在）。
その出身国は世界 124の国と地域におよんでいる。

1946年 米山梅吉氏逝去

1952年 東京RCが米山奨学制度を設立

1953年 「米山基金」の募金開始

1954年  奨学生第 1 号のソムチャード氏が
 タイより来日

特長その 1

特長その２

３．ロータリー米山記念奨学会のあゆみ３．ロータリー米山記念奨学会のあゆみ

米山梅吉氏
（東京RC）
1868-1946

古沢丈作氏
（東京RC）

「米山基金」の
試案を作った

左より新田義実氏、ソムチャード
さん、イーペンさん、穂積茂威氏
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1957年  国内全RCの合同事業として、財団法人化を前提とした
 「ロータリー米山奨学委員会」を結成
1958年 新組織初の奨学生 8人を採用
1959年 世話クラブ制度設置
1960年 「ロータリー米山記念奨学会」と改称
1967年  文部省の認可を得て「財団法人ロータリー米山記念奨学会」

設立。年間奨学生数 6ヶ国 59名に達する
1971年 カウンセラー制度設置
1972年 米山功労者制度の制定
1978年 特別寄付金への免税措置の認可を得る
1981年 CY 奨学金（現：クラブ支援奨学金）制度開始
1983年 台湾米山学友会（扶輪米山会）正式発足
1985年 国内初の米山学友会（関東）が誕生
1989年 韓国米山学友会正式発足
1989年 応募資格を元ロータリー所在国へも拡大
1999年  応募条件から出身地規定を廃止、4月採用から全ての国・地域が対象と

なる
2001年 日本政府から留学生交流功労団体として表彰される
2002年 4月採用から指定校・大学推薦制度とし全国で施行
2004年 大阪国際大会に初ブース出展
2004年 RI 理事会で米山記念奨学事業が賞賛を受ける
2005年 4月採用から採用数・奨学金額を縮減
2006年 新制度発足「現地採用奨学金」、「地区奨励奨学金」、「医療補助制度廃止」
2007年 日本全地区によるロータリーの多地区合同奉仕活動としての手続が完了
2008年 ホームカミング制度がスタート
2009年 中国米山学友会正式発足
2010年 第 2750 地区に東京米山友愛RC創立
2012年  「公益財団法人ロータリー米山記念奨学会」となる
 タイ米山学友会設立
 タイ・バンコク国際大会にブース出展
2013年 ロータリー世界平和フォーラム広島にブース出展
 ネパール米山学友会設立
2014年 モンゴル米山学友会設立
2016年 ソウル国際大会にブース出展、初の分科会開催
 スリランカ米山学友会設立、マレーシア米山学友会設立
2017年 ミャンマー米山学友会設立

初代委員長
小林雅一氏
(東京RC)

田誠氏
(東京RC)
財団法人設立
に向け尽力
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４．寄付について４．寄付について（2015年 7月 1日～ 2016年 6月 30日）（2015年 7月 1日～ 2016年 6月 30日）

　クラブが定期的に送金する「普通寄付金」と、個人・法人・クラブが任意で寄付
する「特別寄付金」がある。

普通寄付金：
　日本の全ロータリアンからの定期寄付で、各クラブで決定した金額×会員数が
半期に一度、奨学会に寄付される。 2015年度平均：4,760円
特別寄付金：
　個人・法人・クラブからの、普通寄付金以外の任意寄付である。金額に決まり
はなく、ロータリー関係以外からも受け付ける。 2015年度平均：13,019円

　寄付の推進：
　返済の必要のない給付型奨学金なので、寄付額の増減が奨学生の数に影響する。
地区で採用される奨学生数は、地区内の寄付額によって決定される。
　ロータリアンは、この意義ある活動を推進するため、普通寄付の増額・特別寄
付の推奨とともに米山ボックスの設置や米山の為のミリオンダラー・ミールなど
を活用し、継続的に支援に努める必要がある。

◆寄付をするためには、所属するクラブを通じて送金する
　三井住友銀行　京橋支店　普通預金　０９２０３７３
　　　　　　　　口座名義：公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

　＊2007年 7月改定

◆個人寄付への表彰（対象：特別寄付金）

累計額 表彰名 表彰品
3万円 準米山功労者 なし
10万円 第 1回米山功労者 感謝状（青色）
20～ 50万円 （以降 10万円毎に）

第 2回～第 9回
米山功労者マルチプル

感謝状（銅色）

60～ 90万円 感謝状（銀色）

100～ 390万円
第 10回～
米山功労者メジャードナー

感謝状（金色）＋ 100万円
毎にピンバッジ

400万円～ 感謝状（金色）＋ 100万円
毎にクリスタル盾

● 累積額 100万円未満は10万円ごとに感謝状、100万円以降は10万円ごとの感謝
状に加え、100万円ごとにピンバッジ（400万円以上はクリスタルの盾）が贈られる。

寄付に対する表彰制度
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◆法人寄付への表彰（対象：特別寄付金）

累計額 表彰名 表彰品
5万円 準米山功労法人 なし
50万円 米山功労法人 感謝状

100万円～ （以降 100万円毎に）
米山特別功労法人 感謝状と盾

◆クラブへの表彰

累計額 表彰名 表彰品
100万円毎 米山功労クラブ 感謝状
1000万円毎 達成クラブ 感謝状（ケース付）

― クラブ創立記念特別寄付 盾（10万円以上の場合）

●「米山功労クラブ」はクラブ扱い・個人・法人すべての特別寄付金が対象
●「達成クラブ」は普通寄付・特別寄付金の合計金額が対象
　※ 表彰品が不要な場合は、クラブ事務局に申し出ること

　米山記念奨学会への寄付金には税制上の優遇措置が受けられる。ロータリー米山
記念奨学会は内閣府より「公益財団法人」の認定を受けているため、当会への寄付
金には、❶所得税（個人）、❷法人税（法人）の税制優遇が受けられる。また、❸相
続税も非課税となる。

◆寄付金の「税額控除」適用法人である
　2012年 1月以降の寄付金から、従来の「所得控除」に加えて「税額控除」のど
ちらか有利な方式を選択できるようになった。

◆普通寄付金分も申告用領収書を発行できる
　クラブ事務局から会員氏名等のデータ提供が必要である。詳細はホームページを
参照のこと。

「税額控除」又は「所得控除」のどちらか有利な方式を選択できる。また、寄付金
控除を受けるためには確定申告が必要である。

税制上の優遇措置について

個人が特別寄付をした場合…
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一般の寄付金損金算入限度額とは別枠で損金算入できる。これにより、法人税額
が軽減される。税制改正により計算式が変わり、損金算入限度額が拡大した。（平
成 24年 4月 1日以降開始の事業年度から適用）
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なる。詳しくは各法人の経理
担当部門に確認のこと。

生前に遺言書を作り、所定の手続きで当会へ遺産を寄付する意思を示した場合、
遺贈した財産は相続財産から控除され、相続税額が軽減される。相続人が相続に
よって取得した財産を期限内（10ヶ月以内）に当会に寄付した場合も、寄付した
財産に相続税が課税されない。

1年間（１～ 12月）に特別寄付をしていただいたすべての方に、翌年の 1月末
日まで（確定申告に間に合うよう）に、申告用の領収書と税額控除に係る証明書（写）
を各ロータリークラブを通じて届けられる。
法人の場合は、寄付いただいた都度、申告用の書類が当会から送られる。

法人として特別寄付をした場合…

遺言による特別寄付

申告用領収書の発送
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５．データでみる米山学友５．データでみる米山学友

■奨学金別の奨学生数の推移（2007年度～ 2016年度）

（人数）
1,000

0

200

400

600

800
809 813 826 826 827 824

723 724 730 750 博士

修士

学部

クラブ支援

その他

2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 （学年度）

国・地域別累計奨学生割合

その他
3,312人
（17.2％）

累計
1万9,197人
（124の国
・地域）

中国
6,378人
（33.2％）

韓国
4,354人
（22.7％）

台湾
3,431人
（17.9％）

マレーシア
903人（4.7％）

ベトナム
819人（4.3％）

インドネシア384人（2.0％）
バングラデシュ319人（1.7％）
タイ311人（1.6％）
スリランカ252人（1.3％）ほか

大学別出身者数

1　東京大学

1　東京工業大学

1　京都大学

1　九州大学

1　神戸大学

1　名古屋大学

1　信州大学

1　東北大学

1　大阪大学

1　筑波大学

903 人

327 人

338 人

347 人

357 人

373 人

375 人

379 人

539 人

666 人

※現役奨学生を含む。
　複数回奨学金を受け、異な
る学校に属した人は、直近の
学校で計算している。
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■2015－16年度　地区別寄付実績

出身国・地域別学友割合
（当初～ 2016学年度累計：19197人）

ロータリアンになった
学友：220人

2760
2590
2770
2820
2750
2660
2650
2780
2550
2840
2790
2560
2580
2610
2620
2690
2680
2600
2640
2670
2710
2530
2740
2700
2570
2730
2800
2510
2720
2830
2630
2520
2540
2500

31.3

80.7

71.6

76.6

37.0

71.5

86.5

72.6

75.5

76.0

37.4

65.0

20.0

25.3

61.6

34.7

43.2

21.3

41.1

27.3

34.5

41.9

18.9

9.3

35.4

29.2

20.1

37.8

36.3

42.8

35.5

15.8

21.4

19.1

43.2

44,399

29,519

26,870

24,758

23,996

23,313

23,275

23,022

19,162

18,653

18,237

18,206

17,840

15,417

15,089

14,980

14,193

14,048

13,757

13,530

13,150

13,143

12,648

12,306

11,861

10,990

10,959

10,386

10,190

10,172

9,736

8,172

8,114

6,720

17,779

愛知県
神奈川県：横浜市・川崎市
埼玉県東部
茨城県
東京都西南部
大阪府：大和川以北、ただし柏原市を含む
福井県／滋賀県／京都府／奈良県
神奈川県：横浜市・川崎市以外
栃木県
群馬県
千葉県
新潟県
東京都東北部／沖縄県
富山県／石川県
山梨県／静岡県
鳥取県／島根県／岡山県
兵庫県
長野県
和歌山県／大阪府：大和川以南
徳島県／香川県／愛媛県／高知県
広島県／山口県
福島県
佐賀県／長崎県
福岡県／長崎県／佐賀県
埼玉県西部
宮崎県／鹿児島県
山形県
北海道西部
大分県／熊本県
青森県
岐阜県／三重県
岩手県／宮城県
秋田県
北海道東部
2015-16年度全国平均

※寄付者割合は、「特別寄付（個人）をした会員数」を「地区会員数（2016年1月1日現在）」で割った数値

寄付者
割　合

※

（単位：％） （単位：円）

地区 個人平均寄付額

全国平均の推移
2009:14,475円
2010:14,600円
2011:14,624円
2012:15,046円
2013:15,200円
2014:15,996円

出身国 ％
中国 33.2
韓国 22.7
台湾 17.9

マレーシア 4.7
ベトナム 4.3

インドネシア 2.0
バングラデシュ 1.7

タイ 1.6
スリランカ 1.3
その他 10.7
累計人数 19,197人

順位 出身国 人数
１ 台湾 77
２ 韓国 64
３ 中国 44

（事務局把握分）
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６．学友を中心に発足したクラブ６．学友を中心に発足したクラブ

＊台北東海RC（第 3480地区）
　加盟承認：1995年 1月 31日　例会：木曜 12：00　※例会は日本語

＊台中文心RC（第 3460地区）
　加盟承認：2007年 3月 16日　例会：水曜 18：30　※例会は中国語（日本語対応可）

＊東京米山友愛RC（第 2750地区）
　加盟承認：2010年 3月 16日　例会：水曜 19：30（第 1・3）土曜 10：30（第 2・4）

＊東京米山ロータリーE クラブ 2750（第 2750地区）
　加盟承認：2012年 6月 21日 例会：日曜（ウェブサイト上で実施）
＊さいたま大空RC（第 2770地区）
　加盟承認：2013年 11月 25日　例会：土曜 18：30（※米山学友とR財団学友により設立）

７．ホームカミング制度で学友を招待しよう！７．ホームカミング制度で学友を招待しよう！

　元米山奨学生（学友）の里帰り制度として、ホームカミング制度がある。活躍す
る学友を地区で 2人まで招待できる。地区大会などで学友が現在の活躍を披露する
ことで「寄付の成果が実感できる」と好評を博している。招待する学友の在住地は
国内外を問わず、他地区出身であってもOK！　費用は米山記念奨学会から補助さ
れる（上限あり）。
　詳細は米山記念奨学会HPを参照のこと。
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８．ロータリー米山記念奨学金一覧８．ロータリー米山記念奨学金一覧

奨学金 月額 期間 募集方法・その他

学部
・
修士
・

博士課程

学部課程：
　10万円
修士・博士課程：
　14万円

課程修了まで
の最長2年間

指定校推薦制度
・ 45歳未満、地区選考委員会が定める
指定校在籍正規留学生、採用時に各課
程の最終学年、もしくはその１つ前の
学年在籍者

大学・大学院生以
外の教育機関を
対象（短大・高専・
専修学校・準備教
育課程など）

7万円 1年間

指定校推薦制度
・ 40歳未満、地区選考委員会が定める
指定校在籍留学生（留学、難民、文化
活動、研修ビザ）
＊採用枠1人枠につき2人採用可

クラブ支援

学部課程：
　10万円
修士・博士課程：
　14万円

6か月と1年
間の選択制

世話クラブ推薦制度
・ 10月採用：8／ 15応募締切、
　4月採用：10／ 15応募締切
＊ 2016年4月採用より募集地区のみ応
募可

海外応募者

学部生：
　10万円
大学院生：
　14万円
※ 初年度のみ別途
40万円の補助
金支給あり

原則2年間

公募
＊ 2017学年度は全地区で募集した。各
地区1人まで割当数以外で採用可能。
研究生は対象外。
（試行中につき、詳細は年度毎に変更
される）

海外学友会推薦
14万円（※他に
宿舎・航空券補助
あり）

1年間

台湾・韓国・中国の学友会選考委員会に
よる募集・選考
・ 博士号を取得し、日本留学を希望する
上級研究者

９．地区米山奨学生が決まるまで９．地区米山奨学生が決まるまで

　奨学会で地区ごとの奨学生数を決める
①寄付金収入予測に基づき、全体採用数を決める（2017学年度は 780人枠）
②全体採用枠を下記 3要素に分ける
　※ 「海外学友会推薦奨学生」4人と「海外公募者対象奨学生10人を除く766人
　※ 有資格者数とは、各地区で米山奨学会に応募資格のある留学生数を指す

６　月
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　※  2018学年度からは、個人平均寄付額 30％：寄付金総額 50％：特別寄付
者割合 10％：有資格者数 10％で算出予定

③ 各要素ごとに、地区の対全国比で人数を算出し、合計する（寄付を頑張った
地区ほど、たくさんの奨学生を採用できる！）

　※  2017学年度の地区割合数は、2014-15年度の寄付実績をもとに算出する。

指定校推薦制度の流れ

　地区で指定校と被推薦者を決める
・地区選考委員会が指定校を毎年決めている。
・ 地区選考委員会では、奨学生にふさわしい学生を推薦してもらうため、学校
説明会を開催するなど、要望を伝える努力をする。

　指定校と募集要項を奨学会HPで発表

　2014学年度からWeb申し込みになっている。（応募締切：10月 15日）
　書類選考・面接試験実施

　　　　　・奨学会と地区で書類審査をする。
　　　　　・ 指定校から推薦された候補者を、各地区のロータリアンが面接選

考する。

　合格通知（地区からの報告順に指定校へ送付）

　地区でオリエンテーション

７　月

7月下旬

８～10月
11月～1月

1～ 2月

４　月
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　　　　　10．会 計 報 告　　　　　10．会 計 報 告（2016年６月 30日現在）（2016年６月 30日現在）

ANNUAL REPORT 2015－AUGUST2016より

（単位：百万円）

（年度）
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普通寄付金 特別寄付金 特別積立財産取崩 奨学金・事業費

■寄付金と奨学金・事業費推移（1996年度～ 2015年度）

（単位：億円）

50
基本財産 特別積立財産
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■基本財産・特別積立財産推移

（単位：千人）
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■ロータリークラブ会員数推移（１月１日現在）

目で見る財政の推移
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11．寄付の推進11．寄付の推進

１．寄付金の実績（2015/7/1～ 2016/6/30）

寄付金額 本年度予算達成率
普通寄付金 422百万円 105.6％
特別寄付金 1,155百万円 128.3％
合　計 1,577百万円 121.3％

２．寄付：クラブ・個人・法人の表彰
（1）達成クラブ（普通寄付金および特別寄付金合計額） 2016/6/30現在

達成金額 達成
クラブ数 達成クラブ名 備　考

創立年月日
2億 7千万円 １ ※ 名 古 屋 名 東 ロータリークラブ 1978/ 6 /20
2億円 １ ※ 東 京 ロータリークラブ 1920/10/20

1億 8千万円 １ ※ 京 都 南 ロータリークラブ 1954/ 3 /11
1億 6千万円 １ 大 阪 ロータリークラブ 1922/11/17

1億 5千万円 ２
※ 東 京 南 ロータリークラブ 1950/ 8 / 4
※ 京 都 ロータリークラブ 1925/10/ 7

1億 4千万円 ３
※ 横 浜 ロータリークラブ 1927/ 6 / 1
※ 名 古 屋 名 南 ロータリークラブ 1991/ 2 /19
※ 奈 良 ロータリークラブ 1952/ 3 /27

1億 2千万円 ５

東 京 江 北 ロータリークラブ 1960/ 3 /17
横 浜 南 ロータリークラブ 1962/ 3 /30
大 阪 北 ロータリークラブ 1952/12/16

※ 京 都 西 ロータリークラブ 1958/ 2 / 3
※ 大 阪 南 ロータリークラブ 1952/12/16

1億 1千万円 ４

土 浦 ロータリークラブ 1958/ 2 /14
大 津 ロータリークラブ 1950/12/19
大 阪 東 ロータリークラブ 1957/ 6 / 6

※ 東 京 日 本 橋 ロータリークラブ 1969/10/30

1億円 ６

東 京 西 ロータリークラブ 1955/ 6 /23
東 京 中 央 ロータリークラブ 1987/ 3 /27
京 都 東 ロータリークラブ 1956/ 5 /21
大 阪 帝 塚 山 ロータリークラブ 1961/ 4 / 7

※ 東 京 銀 座 ロータリークラブ 1958/ 5 /17
※ 岡 山 南 ロータリークラブ 1956/12/15

ANNUAL REPORT 2015－AUGUST2016より
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9千万円以下では
9千万円達成クラブ数：     3クラブ 8千万円達成クラブ数：   14クラブ
7千万円達成クラブ数：   27クラブ 6千万円達成クラブ数：   40クラブ
5千万円達成クラブ数：   87クラブ 4千万円達成クラブ数：168クラブ
3千万円達成クラブ数：266クラブ 2千万円達成クラブ数：439クラブ
1千万円達成クラブ数：578クラブ

注：※：本年度達成クラブ

（2）功労者、功労クラブ、功労法人、特別功労法人

本年度増加数
米山功労者 6,339名
米山功労クラブ 962クラブ
米山功労法人 17社
米山特別功労法人 13社

米山功労者表彰者実数（10万円毎）
第 1 回：1,871 名 第 2 回：1,095 名 第 3 回：698 名
第 4 回：   630 名 第 5 回：   499 名 第 6 回：368 名
第 7 回：   258 名 第 8 回：   169 名 第 9 回：117 名
第10回：   127 名 第11回～第19回：353名 第20回～第29回：88名
第30回～第39回：23名 第40回～第49回：14名 第50回以上：29名

（3）クラブ創立記念特別寄付

地区 クラブ数 寄付合計 地区 クラブ数 寄付合計 地区 クラブ数 寄付合計

2530 1 20万円 2580 11 220万円 2650 1 30万円

2550 2 20万円 2590 6 90万円 2670 3 45万円

2560 2 40万円 2600 7 160万円 2680 1 30万円

2570 1 10万円 2610 2 70万円 2700 2 40万円

2770 4 85万円 2620 5 60万円 2720 2 25万円

2790 11 170万円 2630 3 77万円 2730 4 100万円

2820 3 50万円 2750 14 285万円 2740 1 30万円

2830 1 10万円 2760 7 270万円 合計 99クラブ
2,017万円2840 1 20万円 2780 4 60万円
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（4）地区大会記念寄付

地区 寄付合計 地区 寄付合計
2550 20万円 2590 200万円
2570 8.5万円 2600 50万円
2770 10万円 2750 30万円
2790 10万円 2780 10万円
2820 15万円 2740 100万円
2840 20万円

12地区合計　523.5万円
2580 50万円

３．寄付：地区表彰

順位 地区 個人平均額

１ 2760 44,399円

２ 2590 29,519円

３ 2770 26,870円

４ 2820 24,758円

５ 2750 23,996円

６ 2660 23,313円

順位 地区 個人平均額

１ 2760 213.3%

２ 2750 137.2%

３ 2800 121.4%

４ 2620 117.5%

５ 2830 116.3%

６ 2790 113.7%

（1）個人平均寄付額上位６地区 （2）個人平均寄付額の前年度比
　　 伸び率上位６地区
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12．Ｑ＆Ａ　12．Ｑ＆Ａ　(公財 )ロータリー米山記念奨学会 公式ホームページより(公財 )ロータリー米山記念奨学会 公式ホームページより

ロータリアンの皆さんからよくある質問　－ 寄付編 － 

Q  6月27日にクラブから振り込みをしたのに、領収証が7月1日になっていました。
A  当会口座に入金された日が領収日となります。”文書扱い”の場合、振り込みか

ら当会入金までかなり日数がかかる場合があります。特に、月末、年末、年度
末などお急ぎの場合は、”電信扱い”でお振り込みください。

Q  普通寄付金はクラブによって金額が異なりますが、どうやって決めるのですか？ 
A  目標額を決めている地区もありますが、決め方はそれぞれ違うようです。当会

としては、前年度と同額もしくはそれ以上の金額をお願いしています。2015
年度の平均年額は 4,760円でした。

Q  なぜ普通寄付をするのですか？ 
A  毎年金額が変動する特別寄付だけでは、留学生への奨学金給付という公益事業

の安定的・継続的な財源とはなりません。当会では財団法人設立当初から、全ロー
タリークラブに安定財源としての普通寄付をお願いしてきました。多地区合同
奉仕活動として日本の全 34地区が参加しているこの事業へのご理解を深めて
頂き、奉仕の実践として、普通寄付の促進にご協力をお願いします。

Q  特別寄付金はいくらから受付けてもらえるのですか？ 
A  特別寄付は任意のご寄付ですので金額の制限はありません。免税の領収証は特

別寄付をしていただいたすべての方にクラブを通じてお届けしています。

Q  「免税申告用書類（領収証等）」を早めにいただけないのですか？ 
A  「法人寄付」の場合は、入金毎にクラブあてに送付しています。「個人寄付」の

場合は、確定申告に間に合うように 1月～ 12月分をまとめて翌年の 1月末ま
でにクラブあてに送付しています。ご請求いただければ、早めに送付いたします。

Q  １回目の特別寄付をして何年も寄付をしていません。期間は空いてもいいのですか？ 
A  一度特別寄付をされると、米山奨学会では、寄付者のお名前を登録し、特別寄

付金を累計していきます。ご寄付に期限はありません。何年空いてもご寄付は
累計しています。
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Q  1人の奨学生を奨学するのに年間どのくらい資金が必要ですか？ 
A  平均して年間 168万円が必要です。

Q  表彰品を辞退することはできますか？ 
A  お申し出いただければ、寄付者のご意思を尊重し、表彰品はお贈りいたしません。

Q  米山功労クラブの表彰は、クラブとしての特別寄付だけが対象ですか？ 
A  クラブ扱いのみではなく、個人・法人すべての特別寄付金が対象です。

Q  個人扱いから法人扱いへ変更できますか？ 
A  特別寄付金には、「個人寄付」と「法人寄付」がありますが、各々種類の異なる

寄付ですので振替えはできません。累計額も、別々に管理されます。 初めて寄
付をお申込みいただく際には、「個人寄付」であるか「法人寄付」であるかをお
知らせください。

Q  個人名義で寄付した場合、寄付者の会社名義の免税申告用領収証は発行されますか？
A  個人と法人の寄付の取扱いは別になっていますので、会社名義の領収証は発行

できません。

Q  会員が亡くなられたのですが、他の方が続けて寄付することはできますか？ 
A  第三者が亡くなられた方の名義で継続して寄付することはできませんが、奥様

やご子息などのご家族に限って継続して寄付できます。

Q  ロータリー ･クラブを移籍した場合、今までのクラブでの寄付はどうなりますか？
A  寄付金の記録は「個人累計額」と「クラブの累計額」の２つに分かれます。個

人の累計額は、クラブを移籍しても個人の実績として続けて累計します。クラ
ブの累計額は、移籍前までの寄付額が前クラブに記録され、移籍後は新しいク
ラブに記録されます。ただし、クラブから移籍の連絡が無いと累計することが
できません。必ず新クラブから寄付をされる際に、旧クラブ名をお知らせくだ
さい。

Q  ロータリアン推薦、クラブ推薦制度はいつから廃止されたのですか？ 
A  1998学年度から廃止されました。選考の不公平感をもたれるなど、誤解を招

く傾向にあったことが主な理由です。ロータリアン推薦、クラブ推薦は、ロー
タリアンが留学生との交流によって、ロータリーの理念に適った人材を推薦す
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るという制度でした。ところが、申込者（留学生）側では、ロータリー側のこ
うした思いとは別に「ロータリアン（クラブ）からの推薦をもらうと選考に有
利になる」といった情報が流布し、申込時期にロータリアン探しに奔走すると
いうような状況も見られました。1998学年度から申込書のロータリアン（ク
ラブ）推薦者記入欄を削除しています。

Q  世話クラブになると金銭的に負担が大きいのではないですか。 
A  奨学生受け入れのための「世話クラブ補助費」として、1人当たり年間 4万円

を毎年 7月にクラブへ送金しています。これは、カウンセラーやクラブが奨学
生のためにかかった費用にお使いいただけます。世話クラブ制度は当事業の最
大の特長であり、醍醐味でもあります。ぜひ積極的に世話クラブをお引き受け
ください。

Q  地区別奨学生採用数の算出方法は？ 
A  2006学年度の地区別採用数算出より、下記の方法になりました。
 各地区の
 　• 有資格者数（米山奨学金の資格に該当する留学生数）
 　• 個人平均寄付額
 　• 寄付総額
  それぞれの対全国比を算出し、全体採用数の 10％を有資格者数の対全国比、

50％を個人平均寄付額の対全国比、40％を寄付総額の対全国比によって割り当
てます。 また、2006学年度より施行された「地区奨励ロータリー米山奨学金」
は、採用枠 1名に対し、2名採用することができます。

奨学生の皆さんからよくある質問

Q  休学したいのですが、奨学生は続けられますか？ 
A  続けられます。本人の病気、出産、その他やむを得ない理由により休学した場合、

６ヶ月まで認められます。休学中は奨学金が一時ストップし、復学後に休学期
間分が延長されます。また、兵役に限って６ヶ月以上の休学が認められています。

 ※ 米山奨学会への提出書類　【事前に世話クラブ経由で提出する】
 　１．休学届（当会ホームページからプリントアウトして使用）
 　２．大学の休学許可書
 ※ 復学には、復学届と大学の復学許可書の提出が必要



－ 399 －

米
山
記
念
奨
学
会

Q  奨学金を銀行振込にできますか？ 
A  できません。米山奨学金の特色のひとつに「世話クラブおよびカウンセラー制度」

があります。奨学生はクラブの例会に出席した際に、奨学金を受け取ります。

Q  奨学期間の延長はできますか？ 
A  できません。ただし、次の場合は世話クラブの判断によって、新たな奨学金に

申し込むことができます。
 １．  博士課程最終学年でオーバードクターとして大学院で博士号取得のため勉

強を続ける場合
 ２．  学部課程・修士課程最終学年で、同じロータリー地区かつ同じ大学の修士

課程・博士課程に進学する場合 （2010年度採用からは、世話クラブに通
える範囲で、別の地区・別の大学院への進学予定者も申請可能）

Q  奨学期間終了後もロータリークラブと交流を続けたいのですが。 
A  カウンセラーまたは世話クラブのロータリアンの方々に、あなたの意志を伝え

ることで、ロータリークラブとの交流は続けられます。奨学金受給期間が終了
したとしても、日本での出会いを大切にして下さい。また、全国各地で元米山
奨学生が結成している学友会では、ロータリアンと連携した活動にも取り組ん
でいますので、ぜひ参加してみてください。

Q  奨学生レポートを出さない場合は、どうなりますか？ 
A  原則として、次の月の奨学金を受け取ることができません。年２回の奨学生レ

ポートの提出は、米山奨学生に課せられた義務ですので、期日までに必ず提出
してください。

Q  奨学金の受給証明を発行してもらいたいのですが。 
A  当会ホームページのこちらから申請してください。米山奨学会で受け付けてか

ら一週間以内に到着するようお送りしますが、できるだけ余裕をもって申請し
てください。

Q  学位（博士号）を取得できました。何か手続きが必要ですか？ 
A  学位を取得されましたら、速やかに米山奨学会事務局にご連絡ください。当会

では、博士号取得のお祝いの記念品をお贈りしています。世話クラブを通じて、
学位記のコピーもしくは大学発行の学位授与証明書を FAXで当会までお送りく
ださい（03-3578-8281）。奨学期間を終了した学友の方も、ご申請いただけ
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ればお贈りします。記念品はご依頼いただいてから約２週間で、原則として世
話クラブに送付します。なお、お送りできるのは、国内のみになりますので、
あらかじめご了承ください。

一般の皆さんからよくある質問

Q  「ロータリークラブ」とはどんな団体ですか？ 
A  職業倫理を重んずる実業人、専門職業人の集まりです。1905年、アメリカ・

シカゴで誕生しました。社会経済の急速な発展による商業道徳の欠如を憂いた
青年弁護士ポール・ハリスが、3人の友人と会合を開いたのが始まりです。 「奉
仕の理想を各人の個人、職業、社会生活実践の基盤とする」という志を同じく
するクラブが各地に生まれ、国境を越えて、現在は 200以上の国・地域に広がり、
クラブ数 34,578、会員総数 1,185,074人（2013年 7月 1日国際ロータリー
正式発表　※出典：『ロータリーの友』2014年 7月号）に達しています。これ
ら世界中のクラブの連合体を国際ロータリーと称します。各クラブでは毎週一
回決められた曜日に例会を開き、会員相互の親睦を深め、奉仕活動に取り組み
ます。奉仕活動は、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉 仕の４部門に基
づき、河川清掃など身近なものからポリオ撲滅運動といった世界へ目を向けた
取り組みまで、多岐にわたります。詳しくは、ロータリー・ジャパンをご覧く
ださい。

Q  「米山」さんはどんな人ですか？ 
A  1920年に日本で初めて設立された東京ロータリークラブ初代会長です。日本

にロータリーを普及するために貢献した人です。1946年に亡くなられました
が、米山奨学金はその功績を記念するために、東京ロータリークラブの会員に
よって始められたものです。詳しくは「米山記念奨学会の誕生」のページをご
覧ください。

Q  日本人は米山奨学金が受けられないのですか？ 
A  日本国籍の方に応募資格はありません。日本から海外留学を考えている日本人

の方には、ロータリー財団の奨学金プログラムがあります。 詳しくはロータ
リー・ジャパン・ウェブをご覧ください。

Q  海外在住の外国人は応募できますか？ 
A  できます。ただし、次のような条件があります。
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 応募の仕方
 １．  指定校を毎年 8月中旬にホームページで公表します。進学予定校が指定校

であれば、まずは進学予定校の奨学金担当窓口へ、米山奨学金の申請につ
いて相談してください。学内選考を受け、選ばれた場合に応募ができます。
応募資格など詳細は募集要項でご確認ください。

 ２．  上記とは別に、指定校推薦を必要としない個人応募の奨学金制度がありま
す（海外応募者対象奨学金）。ただし、応募ができる地域（学校所在地）が
限定されます。詳細はこちらをご確認ください。

Q  指定校はどのように決められているのですか？ 
A  各ロータリー地区で、その年度の米山奨学金選考委員会によって決定されます。

選考委員会のメンバーはロータリアンです。各大学の特色、留学生在籍数、過
去の実績などをもとに、大学の留学生奨学金担当者と連絡をとりながら、指定
校とそれぞれの推薦枠数を決定します。指定校は毎年変わり、例年８月にホー
ムページで公表しています。

Q  元奨学生はどんな活躍をしていますか？ 
A  教育関係が約 20％を占めています。大学で教鞭をとっている人、研究期間でさ

らに研究を進めている人、企業に務める人、などさまざまです。貿易、金融、
人材がボーダーレス化するのにともない、学友の活躍の場も、母国に限らず、
日本や世界へと広がっています。 詳しくは「奨学生・学友の活躍」のページを
ご覧ください。
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13．公益財団法人 米山梅吉記念館13．公益財団法人 米山梅吉記念館

　米山梅吉記念館は米山記念奨学会とは別法人で、独自の理事会により運営されて
いる。米山梅吉氏の遺徳を偲び、その偉業を顕彰することを目的として、昭和 44
（1969）年に創立。平成 10（1998）年に新館を建設し静岡県駿東郡長泉町に開館
された。館内は梅吉氏の生涯と日本のロータリーの歩みが展示されているほか、ロー
タリーの文献や資料が備えられている。また、春・秋に例祭が開催され米山記念館
館報（2003年 4月創刊）が発行されている。

事 業 内 容 ： 米山梅吉記念館の運営、ロータリーの文献を蒐集、整理、保
管および研修室の運営

所 在 地 ： 〒411-0941　静岡県駿東郡長泉町上土狩 346-1
TEL：055-986-2946　　FAX：055-989-5101

ウェブサイト ： http://yoneyama-umekichi.jp/　Eメール：yumh@ai.tnc.ne.jp
開 館 時 間 ： 午前10時～午後4時

休館日（ 月曜日、12月28日～ 1月4日、その他整理のための
休館日がある。）

・（公財）米山梅吉記念館ホームページ
・豆辞典（2016-17年度版）

より引用
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（Rotary Strategic Plan）

戦略計画とは

　ロータリーがこれからもダイナミックな組織であり続け、世界中の地域社会
に貢献していくための将来への指針となるのが、ロータリー戦略計画です。（以
前は長期計画と翻訳されていました）
　この戦略計画は、アンケート調査、フォーカスグループ（座談会調査）、委
員会、会合を通じて集められた会員の意見を基に形づくられました。ロータリー
がこれからも目標に向けて前進しつづけていくために、戦略計画は、ロータリ
アンの願いや希望を取り入れながら進化していくものです。

21世紀のロータリー
　ロータリーをより良くしようという構想の下に始まったロータリーの戦略計画は、
活発なクラブを基盤とする世界有数の組織となり、寄付したいと思われる財団を築
き、グローバルなレベルで存在感を表し、世界34,000の地域社会で活動する団体と
してのロータリーの認知を高めることを目指しています。
　2010年以来、RI理事会は、ロータリーの戦略計画における３つの優先項目（クラ
ブのサポートと強化、人道的奉仕の重点化と増加、公共イメージと認知度の向上）
の目標を実現するために、クラブと地区が活用できる数々のリソースやツールの開
発を推進してきました。「ロータリーとは何か」「ロータリーは何をする団体なのか」
というロータリーの中核を表すのが、これら3つの優先項目です。
　未来に向けたロータリー躍進の担い手となるのは、クラブです。クラブが未来へ
の計画を立て、新しい方法を取り入れ、活発に活動し、人道的奉仕を増やし、ロー
タリーを世界に紹介するには、新しいリソースの十分な活用が鍵となります。

戦略的優先項目と目標
　ロータリーの戦略計画は、3つの戦略的優先項目を掲げ、その下に16の目標を定
めています。ロータリーが将来も強くて活気ある組織であり続けるために、私たち
はこれらの優先項目と目標を指針としています。

ロータリー戦略計画



－ 404 －

戦
略
計
画 ◇クラブのサポートと強化

　ロータリーの根本はクラブにあります。この戦略的優先項目においては、クラブ
の会員基盤を拡大かつ多様化し、リーダーを育て、長期的な計画を立てるために、
クラブの革新性と柔軟性を育むことを目指しています。ロータリーを成長させ、ロー
タリーファミリーに繁栄をもたらすには、クラブが活発で、強く、生産的になる必
要があります。
　この目標の実現に向けて、クラブと地区が利用できるさまざまな新しいリソース
があります。会員増強のエキスパートであるロータリーコーディネーターは、地区
とクラブを現場で支援しています。「ロータリークラブ・セントラル」は、クラブと
地区が目標を立て、達成に向けた進捗を確認し、過去数年間の会員増強、奉仕、広
報のデータを分析できるオンラインのツールです。2012年7月の導入以来、既に数
千のクラブがロータリークラブ・セントラルを活用し、未来に向けた計画の立案に
役立てています。

◇人道的奉仕の重点化と増加
　ロータリーは、ポリオ撲滅に
おいて引き続き成果を上げてい
ます。ロータリーは、1979年に
フィリピンの子どもたちにポリ
オ予防接種をはじめて以来、パー
トナー団体とともに懸命に活動
を続け、全世界でポリオの発症
数を99.9パーセント減らすこと
に成功しました。今、あと少し

でポリオを撲滅できるところまできています。しかし、撲滅を完全に成し遂げるには、
皆さまからの支援が欠かせません。支援にはさまざまな方法があります。わずかな
時間でも、長時間を費やしての支援でも、世界でポリオを撲滅して、子どもたちを
一生ポリオから守るために、“一人ひとりにできること”を実行することが大切です。
　2013年7月、ロータリーは「未来の夢」と呼ばれる財団の新しい補助金モデルを
全世界に導入されました。新しいモデルでは、補助金の手続きがこれまでよりも簡
素化されるとともに、持続可能な成果を残し、6つの重点分野で大きな影響を与える
プロジェクトを実施することに焦点が当てられています。また、ロータリアンが補
助金を利用できる機会や、新しいパートナーや他団体と協力できる機会が、さらに
増えます。2009年と2012年にロータリアンを対象に実施されたアンケート調査で、
「奉仕」がロータリアン共通の目的であることが分かりました。2014年の調査では、
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していることがロータリーの強みと言う声が多く寄せられました。
　ロータリーファミリーの多くは、既に「ロータリーショーケース」にプロジェク
トを掲載したり、ソーシャルメディアを通じてアイデアを交換するなど、これらの
手段を活用しています。現在は、活発な協力を促進するためのアイデア・プラット
フォームと、リソースやツールを共有するためのアプリ・ストアの開発が進んでい
ます。

◇公共イメージと認知度の向上
　公共イメージと認知度における目標は、ロータリーのブランドイメージを向上さ
せ、ロータリーの中核的価値観と人道的・職業的奉仕というロータリーの強みにつ
いて地元レベルと国際的レベルで周知を図ることです。ロータリーのブランド強化
は、極めて重要なプロジェクトです。「ブランド」とは、単にロータリーの歯車やモッ
トーにとどまるものではありません。ブラ
ンドとは、「ロータリーとは何か」「ロータ
リーとは何をする団体か」「なぜロータリー
は大切なのか」を表すものです。シニアリー
ダーから成る委員会の下、このイニシアチ
ブは、奉仕、人と人とのつながり、リーダー
シップ、地域社会や世界における影響といっ
たロータリーの強さを土台として、組織の
目標達成を後押ししています。
　ロータリーの戦略計画は、3つの戦略的優先項目を掲げ、その下に16の目標を定
めています。ロータリーが将来も強くて活気ある組織であり続けるために、私たち
はこれらの優先項目と目標を指針としています。2014年10月理事会決定で財政的
持続性と運営効率の向上が追加されました。

◇クラブのサポートと強化
　・クラブの刷新制と柔軟性を育てる
　・さまざまな奉仕活動への参加を奨励する
　・会員基盤の多様性を奨励する
　・会員魅力度と会員愛着度の向上（Improve member attraction and engagement）
　・リーダーを育成する
　・ダイナミックな新クラブを結成する
　・クラブと地区における戦略計画の立案を奨励する
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　・ポリオを撲滅する
　・ 青少年や若きリーダーの支援、およびロータリーの６つの重点分野と関連した

プログラムや活動において持続可能性を高める
　・他団体との協力やつながりを深める
　・地元と海外の地域社会で多大な成果をもたらすプロジェクトを生み出す

◇公共イメージと認知度の向上
　・イメージとブランド認知を調和させる
　・行動を主体とした奉仕を推進する
　・中核的価値観を推進する
　・職業奉仕を強調する
　・ ネットワークづくりの機会、ならびにクラブ独自の活動について広報するよう

クラブに奨励する

◇財政的の持続可能性と運営効率の向上
　・ 財源の多様性を維持する（たとえば、資金提供者など）
　・ 景気下降下において、プログラムや運営を維持するために、RIとTRFは財政的

な柔軟性を確保する
　・ 理事会や財団管理委員会によって承認された運営準備金の3年目標が確実に達成

されるようにする
　・ 戦略的成果を達成し、運営の効率性を最大化するためにボランティアや職員や

財源を利用する （2016年4月理事会会合　決定第157号）

使命（Mission）
　ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人
びとに奉仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進することです。

中核的価値観（Core Values）
　私たちの価値観は、組織の考え方と方向性を定める原動力であり、戦略計画に
おいても重視される要素です。ロータリーの中核的価値観は、奉仕（Service）、
親睦（Fellowship）、多様性（Diversity）、高潔性（Integrity）、リーダーシップ
（Leadership）です。
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　ロータリーの奉仕活動とプログラムは、さらなる世界理解と平和をもたらすもの
であると、私たちは信じています。奉仕は、ロータリーの使命の中で最も重要なも
のです。私たちは、個々のクラブの計画と活動実践を通じて、奉仕する者に無類の
喜びを与え、組織全体に奉仕の文化を創り出しています。

親睦（Fellowship）
　一人一人のニーズに焦点を当てる個人奉仕だけでなく、人類に奉仕する協同活動
も重要であると、私たちは信じています。協同による力は無限であり、多くのリソー
スをもたらし、人生を豊かにし、視野を広げます。親睦のネットワークは、民族や
国家といったさまざまな違いを超え、寛容の精神を導くものです。

多様性（Diversity）
　ロータリーは奉仕の理念の下にすべての人々を世界的に結束することができると、
私たちは信じています。会員組織において、また活動や奉仕において、私たちは職
業の多様性を大切にしています。将来の成功の鍵を握るのは、地域社会の事業や専
門職がくまなく代表されたクラブです。

高潔性（Integrity）
　私たちは、活動の結果や目標達成の過程において自らの責任を果たし、また、私
たちのリーダーや仲間の会員も同様の意識を貫くことを期待しています。私たちは、
仕事や人間関係において、常に倫理と職業の高い水準を固く守っています。私たちは、
公平さと尊敬の念を持ちながら人々と付き合い、託されたリソースを良心に従って
管理します。

リーダーシップ（Leadership）
　ロータリーは、さまざまな分野で指導力を発揮できる世界的なリーダーの集まり
です。このようなリーダーシップの力を育むことは重要であり、ロータリー会員は
優れたリーダーシップの力を備えていると私たちは信じています。私たちロータリ
アンは、リーダーとして、これらの中核的価値観を率先して実践します。

価値観を行動に

　私たちは、親睦を通じて生涯にわたる友情をはぐくみ、国や文化を超えた理解を
促します。
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　多様性を誇るロータリーは、さまざまな考え方をつなぎ、多角的なアプローチで
問題に取り組みます。
　私たちは、奉仕を通じてリーダーシップと職業のスキルを生かし、地域社会の問
題に取り組みます。

親睦と国際理解（Fellowship and Global Understanding）
　生涯にわたる友情をはぐくみます。
倫理と高潔性（Ethics and Integrity）
　約束を守りぬきます。
多様性（Diversity）
　さまざまな考え方をつなぎます。
職業の知識とスキル、奉仕、リーダーシップ
　（Vocational Expertise, Service and Leadership）
　リーダーシップと職業のスキルを生かし、地域社会の問題に取り組みます。

ビジョン（Vision）

　私たちは、世界中の地域社会における人々の生活の改善に貢献するため、活発で
行動力のあるクラブから成り、人々から選ばれる奉仕組織である。
（ ㊟2010年11月のRI理事会会合（クリンギンスミス会長年度）において「ビジョン声明」

の代わりに「ロータリーの本質」が採用されました）

ロータリーの本質（Core Essence）
　地域の人々の生活を改善したいという情熱を社会に役立つ活動に注いでいる、献
身的な人々の世界的ネットワーク。
（㊟2014年以降のRIの新しい戦略計画ではロータリーの本質は掲載されていません）

ロータリーが戦略計画を立てた理由

　自分たちが将来何を目指し、そこに到達するにはどうしたらいいかを決めること
は、どの組織にも必要です。これは、毎年リーダーが交代するロータリーでは特に
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　ロータリーの戦略計画は、ロータリーにおいて、新たなリーダーが就任するごと
に方向性が変わることを防ぎ、ロータリーが重要目標の達成に向け、確固とした方
向性をもって進むためのものです。
　ロータリーは2009年に、世界数千人のロータリアンを対象に、ロータリーの未来
に関する意見を調査しました。そして翌年、国際ロータリー理事会は、その調査の
結果を直接反映した以下3つの優先項目を柱とする戦略計画を採択しました。

　　◇クラブのサポートと強化
　　◇人道的奉仕の重点化と増加
　　◇公共イメージと認知度の向上

　2012年、無作為に選ばれた世界のロータリアンを対象に、この戦略計画について
のアンケート調査を行ったところ、95パーセントの回答者がこれらの優先項目と、
それに伴う16の目標を強く支持すると答えました。

RI戦略計画委員会の経過

▪ 2002～ 03年  理事会はRI戦略計画を提案し、ロータリアンを動員して、全
地域のロータリー活動の現状を調査。

▪ 2004年6月 規定審議会はRI戦略計画委員会の設置を承認。
  ６年任期の６名の委員で構成。３年毎の見直し。
▪ 2007年1月 事務総長がRI戦略計画部局を創設。
▪ 2007年4月 規定審議会は戦略計画の進行状況と現状を確認。
▪ 2007年6月  理事会はRI戦略計画の使命、ビション、モットー、中核とな

る価値観、そして７つの優先項目を承認。
▪ 2009年7～ 8月 ３年毎の国際ロータリー活動及び意識調査。
▪ 2009年11月  RI理事会は調査結果に基づく戦略計画委員会の新戦略計画を

承認。
▪ 2010年7月 2010～ 2013年戦略計画発効。
  〔 2010～ 13年戦略計画は、３つの優先項目と中核となる価値観、

ビジョン（のちにコアエッセンス）、ミッションからなる戦略計画 〕

▪ 2012年  アンケート調査実施。RI戦略計画に対するロータリアンから
の強い支持があることを確認。

▪ 2013年9月  戦略計画の評価、RIと財団とのより良い連携などのために会
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▪ 2014年  アンケート実施。RI戦略計画における方向性が適切であるこ
とを確認。2012年と同様、ロータリアンは本戦略計画の優
先項目とその目標を強く支持。

▪ 2015年  RIとTRFの緊密な連携を持った合同戦略計画委員会が設置。
▪ 2016年  規定審議会の決定で、合同戦略計画委員会が発展的に解消さ

れ、戦略計画委員会は4年任期の8名の委員となり、委員のう
ち4名は理事会より任命、残りの4名はロータリー財団管理委
員会より任命されることとなった。

RI戦略計画の最新情報
　環境が急速に変化する21世紀において、この世界はいわば「世界村」とも呼べる
ものとなっています。
　この「世界村」に100人の住人がいると仮定して、次のような状況を想定してみ
てください。
　・ 100人中22人が電気の使えない生活

をしている
　・ 100人中23人が住むところのない生

活をしている
　・読み書きのできない人が17人いる
　・ 安全な水を利用できない人が13人い

る
　・ 仕事に就いている68人が50歳未満で

ある
　住民100人のこの「世界村」で、ロータリーに何ができるでしょうか。
　この世界には、ロータリーにとって多くの機会が存在します。
　・仲間（会員）を増やす機会
　・奉仕する機会
　・戦略を立てて変化する世界に対応する機会
　この世界で、ロータリーへの需要は高まっています。ロータリーと世界との結び
つきも強まっています。しかし、奉仕活動に忙しい私たちは、時として現状をしっ
かりと見ることを忘れてしまうこともあります。ロータリーがこの世界、そして時
代に沿った存在であり続けるために、私たちは何をすべきでしょうか。
　会員はロータリーにとって一番大切な資産です。会員が増えれば、クラブの活気
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の知識や経験が増し、活動資金も増します。これほどのリソースを備えた団体は、
ほかにはありません。会員はロータリーが前進するために欠かせない存在です。
　現代の世界の変化のスピードは、かつてないほど
の速さです。このような世界では、ロータリーが時
代に沿った存在であり続けているかどうかを絶え
ず見直し、5～ 10年先を見据えることが極めて重
要です。その方法となるのが「戦略計画」です。戦
略計画とは、クラブと地区、そしてロータリーが前
進していくためのロードマップ（活動指
針）となるものです。
　2010年に立てられた戦略計画は、
2013-14年度に見直しが行われましたが、
変更が加えられることなく以前のままと
なりました。
　2014年に行われたアンケート調査の結
果、右図のように、世界中の会員が現行の
戦略計画を強く支持していることが分か
りました。回答者の86～ 97％が、戦略
計画の内容と3つの優先項目がロータリー
にふさわしいものであると考えていまし
た。
　3つの優先項目とは、
　・クラブのサポートと強化
　・人道的奉仕の重点化と増加
　・公共イメージと認知度の向上　です。
　これらは、ロータリーの中核的価値観、
すなわち「親睦」「高潔性」「多様性」「奉仕」
「リーダーシップ」の5項目によって支え
られています。
　次に、2013年規定審議会から現在まで
に、戦略計画に沿ってクラブと地区を支援
するために国際ロータリーが何を行って
きたかを、簡単にご説明します。
　ロータリーが強く、魅力的で、時代に
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トと強化」から始めなければなりません。
　会員増強において一律のアプローチを
世界に適用することはできないと認識し
た国際ロータリーは、2011年、地域別
会員増強計画を立ち上げました。4年目に
入った地域別計画は、会員基盤の維持にお
いて効果を上げているようです。
　また、入会候補者から寄せられる情報を
地区とクラブに紹介するシステムが、以前
よりも利用しやすくなりました。最近開始
された「入会候補者情報プログラム」で
は、入会に関心をもった人がウェブサイト
からロータリーに簡単に連絡できます。さ
らに、移転する会員や、知り合いをロータ
リーに紹介したい人も、簡単に利用できま
す。
　ロータリーの会員特典プログラムであ
る「ロータリーグローバルリワード」は、サービスや商品の割引や特典をロータリ
アンとローターアクターが世界中で利用できるプログラムです。2015年7月以来、
62,000人が「ロータリーグローバルリワード」のサイトを訪れています。
　ロータリークラブが会員増強に力を入れてくださっているおかげで、2015年7月
1日現在、全世界のロータリー会員数は、歴史上2番目に多い数となっています。皆
さまのご尽力に心より御礼申し上げます。
今年度の現時点でも、概ね良い傾向となっ
ています。しかし、会員の増強や維持に苦
労している地域もあります。
　RIのデータはある事実を示しています。
それは、主な問題は新会員の勧誘にあるの
ではない、ということです。例えば、昨年、
世界では160,000人以上の新会員がクラ
ブに入会しています。
　問題は、会員の「維持」にあります。昨年、
ロータリーを退会した会員の数は、133,000人にも上ります。過去数年間、平均し
て全体の約10％の会員がロータリーをやめていっているのが事実です。
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道的奉仕の重点化と増加」についてお話し
します。
　カルヤン・バネルジー元RI会長の言葉を
借りれば、「ポリオプラスを通じて、世界
はロータリーの存在に気づき、ロータリー
自身も自分たちの貢献に気づくことがで
きました」。世界中のロータリアンが一体
となり、共通の目標に向けて取り組んだこ
との成果は計り知れません。全世界が一つ
の目標に向けて足並みをそろえたことで、
ポリオ撲滅の実現がかつてないほど近づ
いています。2016年の現時点までに報告
された発症は、わずか9件のみとなってい
ます。
　2013年、ロータリーは、ロータリー補
助金の簡素化と、補助金によるプロジェ
クトの成果の持続可能性を高めるために、
新しい補助金モデルを導入しました。最
近の調査によると、6,000人近い回答者の
90％が、新モデルを支持していることが
分かっています。2013年以来、補助金お
よび補助金活動への拠出金は増えていま
す。財団管理委員会は現在、クラブと地区
が確実に満足できる補助金とするために、
このモデルのさらなる見直しを行ってい
ます。
　2016-17年度はロータリー財団の創立
100周年度です。このためロータリーで
は、100周年を祝うための計画を立てて
います。100周年度の祝賀は韓国で開か
れる2016年ロータリー国際大会で幕を開
け、アトランタでの2017年国際大会でク
ライマックスを迎えます。100周年度中
にロータリアンが記念活動や行事を計画
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しています。また、100年の節目を記念
する寄付でお祝いいただくこともできま
す。財団100周年は、地域社会でロータ
リークラブと会員のこれまでの活動成果
を紹介できる機会でもあります。
　次に、「公共イメージと認知度の向上」
というもう一つの優先項目についてお話
しします。
　2015年、私たちは、ポリオ撲滅におけ
るロータリーの役割について認識を高め
ることに引き続き力を注ぎました。10月
の「世界ポリオデー」には、多くのクラブ
や支援者の力を借りて、ポリオ撲滅への認
識を大きく高めました。クラブ、地区、RI、
ポリオ撲滅大使となっている著名人、ほか
のパートナー組織がソーシャルメディアで
メッセージをシェアした結果、1億4500万
人にメッセージを届けることができました。
　ロータリアンは、ウェブサイトから
「ロータリーブランドリソースセンター」
を利用できます。ここからダウンロードで
きるデザイン素材や資料は、ロータリーと
は何か、どのような活動をしているのか、
なぜロータリーは大切なのかを、明確かつ
一貫性のあるメッセージで人々に伝える
ために役立ちます。また、より強く一貫し
たブランドを築くために、ローターアクト
クラブとインターアクトクラブのマーク
を、ロータリーの全世界ブランドのデザイ
ンに沿ったものとしました。
　さらに、広報やクラブ同士のつながりを
築くための取り組みも数多く行われてい
ます。「ロータリーショーケース」などの
ツールを使って、クラブの活動とその成果
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My ROTARYから利用できる「ロータリーアイ
デア応援サイト」や「フォーラム」も、ロータリー
クラブやロータリアン同士の情報交換や協力を促
すものです。
　ポール・ハリスのこの引用を目にしたことのあ
る方も多いと思います。この言葉は、今日、かつ
てないほど重要性を帯びています。
　今は、ロータリーにとって非常に大切な
ときです。ポリオ撲滅も間近に近づいてい
ます。ポリオの撲滅が宣言されるには、発
症がストップしてから3年間、発症ゼロの
状態を維持しなければならないことも、忘
れてはなりません。
　昨年10月、理事会と財団管理委員会は、
変化し続ける世界にロータリーが追いつ
いていく必要があることを認識しました。
ペースの速い現代社会では、ロータリーの
競合団体が数多く作り出され、ボランティ
ア人員や寄付といったリソースを得るた
めに競いあっています。このため、ロータ
リーのリーダーである私たちは、全会員が
ロータリー会員であることのメリットと
価値を実感できるよう、力を注がなければ
なりません。
　・ ロータリーは時代に適応しなければ

なりません。
　・ ロータリーは、次なる100年間に存

続していくために、ビジョンを備えな
ければなりません。

　最近まで、ロータリーは自らを「人道的
奉仕団体」として位置づけ、会員の重要性
を十分強調していませんでした。
　しかし、ロータリーがほかと違う特別な
団体である理由は、その会員組織にありま
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要な要素となります。
　ロータリーは、「奉仕活動を行っている
会員から成る団体」だということです。
　多くの人に入会してもらい、地元や世
界に変化をもたらすような活動をクラブで
実現できるよう、国際ロータリーとしてど
のようにお手伝いできるかを伺うために、
65,000人のロータリアンとローターアク
ターを対象としたアンケート調査を実施し
ました。そこで分かったことは、回答者の
80％が、国際ロータリーからより多くの
サポートやリソースを望んでいることでし
た。これには、クラブ・地区役員への研修
のさらなる充実や、クラブ同士のつながり
を築くためのサポートが含まれています。
　こうした結果を受け、国際ロータリーで
は、会員の要望に応えるために最善を尽く
しています。その一方で、未来のための
しっかりとした土台を築き、維持するため
のロータリーのインフラ構築にも投資し
ています。
　ロータリーの未来の姿がどうなるかは、
誰にもわかりません。
　私たちは、次なるステップを判断するた
めにロータリーの使命に目を向け、ロータ
リーの独自性を守るために価値観を忘れ
ず、次の100年に向けて前進していくた
めに新たなビジョンを築いていきます。
　現時点で言えることは、ロータリーの次
世代のリーダーを迎え入れることが非常
に重要だということです。次世代の若者た
ちは、「人と人とのつながりを通じて奉仕
する」というロータリアンの経験を受け継
いでいく人たちです。あらゆる世代の人に
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なのは、このためです。
　では、次にすべきことは何でしょうか。
将来にもロータリーが時代に沿った存在
であり続けるために、何をする必要があ
り、どのようなリソースが必要なのでしょ
うか。私たちの夢は何でしょうか。その夢
を実現するために何ができるでしょうか。
　・ 皆さま一人ひとりが、ロータリーを前

進させる力となります。
　・ ロータリーの未来を形づくるのは、ほ

かでもない皆さまです。その未来は、
今、皆さまとともに始まります。組織
の未来は、文字通り、皆さまの手中に
あります。ですから、革新や柔軟性と
いったロータリーの未来に一票を投
じてくださるよう、お願いいたしま
す。お持ちの一票の力で、未来に投
資してください。次世代のロータリアンに投資してください。未来への影響は、
今ここで、皆さまから始まります。

戦略計画に関するアンケート調査（2014年）
　以下は、2014年に実施された「戦略計画に関するアンケート調査」の結果に関す
るレポートです。
【概　説】
　ロータリーは、2006年、2009年、2012年、2014年に、戦略計画委員会の指
示に基き、戦略計画に関するアンケート調査を実施しました。2009年以降の調査は
以下を目的としたもので、ロータリアンから重要な意見と情報が収集されました。
●  RI戦略計画に反映された、ロータリアンの優先事項、関心事、懸念を裏付け、
今後の変化を測定する基準となるデータを収集する（2009年)
●  戦略計画全体、その構成要素（中核的価値観、戦略的優先項目および目標）、近
年の戦略的イニシアチブが、現在も適切なものであることを確認する（2012年）
●  戦略計画の進捗を確認し、傾向を把握するとともに、将来、戦略と計画作成に
影響を与える可能性のある新しい概念を特定する（2014年）
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の協力をお願いし、その結果、10,334人（15パーセント）から、戦略計画に関して、
以下のようなさまざまな主題についての回答が寄せられました。
●  RI戦略計画の優先項目と目標に対するロータリアンの支持
●  ロータリアンから見た、現在と10年後のロータリーにおける重要課題
●  クラブや地区における戦略計画作成と実施
●  ロータリアンのクラブにおける体験や、ロータリー全体との体験を基にした、
RI戦略計画の進捗（戦略的優先項目を推進するための目標の達成度）の評価

　全体的に見て、2014年の調査結果は、RI戦略計画における方向性が適切であるこ
とを示しています。2012年と同様、ロータリアンは本戦略計画の優先項目とその目
標を強く支持しています。調査結果は、ロータリーの目的を達成する上での、ロー
タリーの強みと、改善点を示しています。
【ロータリーの強み】
●  戦略的優先項目とその目標に対する一貫した支持：国や所属クラブにかかわら
ず、ほとんどのロータリアンが、戦略計画が目指すものを望んでいる。
●  クラブや地区における戦略計画の作成と実施の重要性に対する認識が高まって
いる。
●  ロータリアンであることを誇りに感じ、家族、友人、知人にもロータリー入会
を勧めている。
●  新補助金モデルと、ロータリーの人道的取り組みにおける持続可能性の重視を
支持している。
●  ロータリーのポリオ撲滅キャンペーンのこれまでの成功に対して大きな誇りを
感じている。
●  ロータリーの活性化の目的に賛同している。

【ロータリーにおける改善点】
●  会員減少に対する継続的懸念
●  クラブ会員の多様性（特に年齢層と性別）が不十分だという認識
●  ロータリークラブ・セントラルやロータリーショーケースなどのオンラインツー
ルに対する低い認知度

【認知度】
●  「古めかしい」プロセス、書類手続き、要件や、変化の遅さに対する不満
●  出席規定や、例会頻度の規定が、入会を妨げているという懸念
●  ロータリー全体と、各クラブにおける10年後の財務的な持続可能性に対して深
まる懸念
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RLIとは
　RLIはロータリークラブの潜在的なリーダーのためのリーダーシップ開発プログラ
ムを実施する各ロータリー地区の草の根の連合組織です。
　RLIは1992年に設立され、今や世界のすべての大陸に支部を置く全世界的な組織
となりました。RLIは国際ロータリー（RI）の正式なプログラムではありませんが、
多くの元国際ロータリー会長や現、元、次期RI理事より大きな支援を得ています。
　RI理事会はRLIおよび同様の地区プログラムを推奨する決議案を採択しました。ま
た、規定審議会では2013年に開催された規定審議会を含め、３度RLIのRIプログラ
ム化を賛成多数で可決し、RI理事会に検討を要請しています。しかし、2013年規定
審議会での決議案採択を受け、同年10月に開催されたRI理事会においては、RLIを
RIの正式なプログラムとする事は見送られました。
　RLIのプログラムや歴史については、ウェブサイト
　　www.rotaryleadershipinstitute.org をご参照ください。

RLIの背景 
　Rotary News（2008年8月号）の中で、クリフ・ダクターマン元RI会長は、ロー
タリーの世界で最も注目しなければならないことは、ロータリー創始後、100年を
経て、近年、社会構造も変化し、何よりも人や社会に対する意識が変わって来てい
ること、特に事業や職業の世界が激変していることを考慮すべきだと述べています。 
　そして、青少年や婦人層のロータリアン世代間の意識や感覚に大きなギャップが
生じており、社会や文化に対する相互の認識や価値観が違って来て、ロータリー活
動のあらゆる面で、複雑で矛盾した現象を呈していることを指摘しています。この
ような、異なった価値観や社会意識を埋めるためには、私達は、その要因である根
本的な問題点を分析し、充分に話合い、各世代のロータリアンやロータリー世界の
理解を進めない限り、今後のロータリーの発展は望めないと思われます。
　昨今、日本のロータリーの会員数の減少傾向が止まりません。ロータリーに関して、
充分な知識を持たないロータリアンが増え、話合いも出来ず、充分に理解されない
まま、ロータリーを去って行く人が多いことは、非常に残念なことです。そこで、

Rotary Leadership Institute（ＲＬＩ）

ロータリー・リーダーシップ研究会
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私達は、本当にロータリーを理解し、ロータリアンとして活動するためには、クラ
ブの底辺から、一人一人のロータリアンが、自発的に、自覚を持った話し合いをして、
本当のロータリーを理解することが基本的な課題だと考えます。RIの新長期計画の
実践目標でも、ロータリー活性化の目標として、クラブの柔軟性と刷新性が強調さ
れています。

RLIの目的と意義
　1992年に始まり、現在、全世界に広まりつつあるRotary Leadership Institute
（RLI）・ロータリー・リーダーシップ研究会の活動は、まさに草の根の活動であり、
RLIはロータリアンの知識を啓発し、1人1人のロータリアンのモチベーションを高
め、リーダーシップを涵養するための全世界の地区の連合体組織です。
　RLIは、ロータリーの組織や活動に関して、正しく、深い知識を持ち、高い指導能
力のあるロータリアンを支援するために活動しており、日本のロータリー米山記念
奨学会と同じ様に、RIが承認した多地区合同プログラムです。
　2010年度には、RLIはその理念を変更し、「ロータリー・リーダーシップ研究会（Ｒ
ＬＩ）は、質の高いリーダーシップの研修を通じてクラブの活性化を願った、草の
根の多地区合同プログラムである」と致しました。
　私たちがロータリアンとして成長し、充実した活動するためには、ロータリアン
一人ひとりがロータリーを本当に理解し、自発的なモチベーションを高め、コミュ
ニケーションや活動を活発にして、クラブの活性化につなげて行く必要があります。
　すなわち、RLIの目的は、ロータリアンの自主性と卓越した指導性を涵養し、クラ
ブの刷新性と柔軟性を育て、ロータリーを活性化することです。 
　このようなRLI活動は、私達日本のロータリアンにとっても非常に重要なことと考
えます。私達は、本来のロータリー活動を活発に行いながら、RLIの研修も加味して、
更にクラブやロータリアンの理解や指導力を高めて、日本のロータリー活動の発展
を期待したいと思います。 

RLIの歴史 
　RLIは1992年にアメリカ・ニュージャージー州（RI・第7510地区）において、
元RI理事のデビット・リンネット氏の発案で始められた研修組織です。
　1994年には、ニュージャージー州で、更に3つの地区が参加して多地区の活動に
なり、その後、1998年には31，32ゾーン（アメリカ北東部、中部太平洋岸、カナ
ダの一部）まで広がり始めました。 
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　そして、このRLIプログラムは2001年の国際協議会のスピーチの中で取り上げら
れ、指導力成功例としてRIウェブサイトに掲示されると共に、2002年3月RIニュー
ス・バスケットの記事にもなりました。2004年の規定審議会では、決議案04-238
にてRLIを RIのパイロット・プログラムとして採用する様に決議されました。これ
を受けてRI理事会は、地区やクラブがRLI及びこれに類似したプログラムに参加する
ことを推奨するという決議を採択しました。このようにして、RLIの活動は自然発生
的に伸展し、2016年現在、南極大陸を除く、全ての大陸の195の国と地域に亘って、
85支部、385地区を擁する草の根・ロータリー研修組織として発展しています。
　日本では、2016年現在以下の15地区となり、今後さらに3地区が加盟予定となっ
ています。RID2520、RID2570、RID2590、RID 2600、RID2640、RID2650、
RID2710、RID2720、RID2730、RID2750、RID2760、RID2770、RID2790、
RID2830、RID2840。
　RLIとRIの関係ですが、2013年規定審議会決議13－168において、RI理事会がRLI
を公式傘下組織（関係機関）RI傘下の組織またはRIの常設プログラムとして指定する
ことを検討する件が採択されました（賛成332：反対181）。しかし、その後2013年
10月理事会決定第48号において、理事会は現状ではこの決議に対して何の判断もし
ないとしています。

2013年10月理事会決定第48号

理事会は、ロータリーリーダーシップ研究会（RLI）を傘下の公式組織またはRI
常設プログラムとして指定することを検討するという決議案13－168を提案し
た地区に感謝する。しかし、現状では理事会はこれに対して何の判断もしない
ことで一致した。

　この理事会決定によって、RIによるRLI支援が無くなるという事ではありません。
RLIは既に必要としている全ての支援をRIより得ています。また、RLIが世界的に拡
大し始めた2002年2月RI理事会決定第184号を採択しており、現在も有効なのです。

2002年2月RI理事会決定第184号

理事会は
１．  この決議案を提案された（RLIを最初に始めた）7510地区に感謝します。

しかし、理事会はロータリーリーダーシップ研究会（RLI）をRIの正式なプ
ログラムとすることに同意しません。

２．  クラブのリーダーシップ研修におけるRLIの成功を評価します。
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３．  それぞれの地域に最適な研修方法として他の地区がRLIプログラムを利用
し、または他の同様なプログラムを開発することを奨励します。

４．  RLIをロータリーのWebサイト上で、ロータリアンが開発した他の研修プ
ログラムと共に、成功事例として提示することを認めます。

理事会は、また、RLIの名前にロータリーの名前を使うことを許可しています。

RLIの研修方法 
　RLIの研修方法やカリキュラム内容については、RLIの原則や指導方法に従います
が、世界の各地域や国の文化や習慣の違いは尊重し、夫々の違いに応じた方法や内
容を加えてよいことになっています。
　研修セミナーへの参加は、クラブ会長によりクラブ内の将来の指導者として成長
する可能性や優れた素質を持ったロータリアンや希望者の中から、モチベーション
やリーダーシップ向上の可能性のある人が個別に選ばれ、RLIの研修に参加します。 
　また、研修方法は、ロータリーをよく理解し、ロータリーに対する意欲を高揚す
るために、参加者にとって、もっとも都合の良い場所と時間を選び、講演や講義で
は無く、斬新な討論方法を活用して、参加者による、草の根（grass roots）のディ
スカッション方式で行われます。 
　そして、カリキュラムは、受講者の評価によって、その効果を見直し時代の変化
に対応する新しい情報を取り入れながら、毎年変更されます。プログラムは３コー
スあります。どのコースも項目内容は違いますが、参加者には全部のコースに出席
することが奨励されています。 
　また、RLIの研修は、クラブや一人一人のロータリアンにロータリーを理解しても
らい、ロータリーの組織や活動を知り、将来、ロータリー活動の指導力を発揮でき
る人に焦点を当てるもので、特定のロータリーの役職にある人に焦点を合わせるも
のではありません。

RLIの研修の特色 

　RLIの研修は、従来の講義を聞くスタイルではなく、決められたテーマについて、
みんなで意見を自由に出し合って討議する形式です。 
　ディスカッション・リーダーは進行役で、質問を投げかけながら、各自の自発的
な考え方や意見を引き出していきます。参加者は解答の結論を求めるのではなく、
課題に対する参加者の発言から自分自身の解答や方向性を見出す研修方法となって
います。 
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　研修の基本コースは、パート１、パート２、パート３の３日間と卒後セミナー（任
意）日となっています。ただし、卒後セミナーは受けても受けなくても良いことになっ
ております。パート1～パート３までの研修を受講すると、RLIより終了証書が贈ら
れます。
　現在、行われている方法は、参加者は10名程度の少人数のグループに分けられ、
毎回６つの分科会のすべてをまわって研修する形式で行われます。それぞれのグルー
プは各分科会ごとに別のグループとなって研修に参加する、つまり常に違ったメン
バーと研修するという事になります。

RLIの研修カリキュラム 
　RLIの研修カリキユラムは、本部にて準備した国際的に統一したものを使用します。 
　このカリキュラムは、毎年開催されるRLI国際本部のカリキュラム委員会により年
1回改訂されます。RLI日本支部でもカリキュラム特別委員会を設け、各参加地区か
らの意見を調整し本部カリキュラム委員会に上申することにしています。 
　各セッションのディスカッション・リーダーは、前もって、丸１日掛けてオリエ
ンテーション・プログラム（ファシリテーション）の講習を受け、RLIでのリーダー
シップの方法について厳しい訓練を受けます。この研修はRLIの本質を表現する極め
て重要な研修です。 
　各リーダーは、地区のRLIシニア・リーダーや地区ガバナー等によって推薦されま
す。リーダーの選考基準は、議論を引き出す能力、即ち参加者の考えや意見を率直
に引き出して討論し、ファシリテーターとして前向きなパワーを引き出す力を重視
します。

　日本における最新のRLI各セッションのテーマは次の通り
パート１（Part１）のテーマ
　1．リーダーシップの本質をつかむ（Insights Into Leadership） 

ロータリアンとして、その定義によれば、私はリーダーです。さあ、ご一緒に、リー
ダーシップの特徴や組織を動機づける手法やリーダーシップのスタイルを探求
しましょう。どうしたら一番うまくリーダーシップを発揮することができるで
しょうか？

　2．私のロータリー世界（My Rotary World）
ロータリアンとして、私は同じ志を持った世界組織の一員です。ロータリーの
目的や構成を正しく理解しましょう。これらのリソースは私を支援してくれる
でしょうか？
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　3．倫理 ― 職業奉仕（Ethics-Vocational Service）
私は倫理的な人間です。他人の倫理観を評価し促進させます。自分の職業を通
じて奉仕の機会を探ります。私がロータリアンであることをあなたは理解でき
るでしょう。

　４．ロータリー財団Ⅰー私たちの財団 (Our Foundation) 
私や私の住んでいる地域社会や世界で“良いことをしています”。財団に関する
基本的な目標やプログラムを学びましょう。私は世界で良いことをする力とな
るでしょう。

　５．会員を引き込む（Engaging Member)
私が積極的に参加することでクラブをより強くします。クラブに引き込まれて
いる会員は楽しく過ごし、友人を作り、効果的な奉仕活動を行います。これが、
私がロータリーに入会した理由です。

　６．奉仕プロジェクトを考案する(Creating　Service　Projects)
私は職業人や専門職、更には社会のニーズを満たすボランティア活動のリーダー
で構成される世界的な奉仕組織の極めて重要な一員です。私は奉仕事業を企画、
運営し、そして奉仕を促進します。

パート２（Part２）のテーマ
　1．戦略計画とクラブの分析（Strategic Planning & Analysis） 

洞察に満ちたクラブの戦略計画とその分析を進めていくことで、クラブを強く
することができます。自クラブをよく見ることによって、問題に改善にどのよ
うに関わることができるでしょうか。

　２．会員を惹き付ける（Attracting Membership)
あなたのクラブの地域社会における特有の地位や新会員を惹き付けるクラブ会
員の質を再検討し、促進します。最良のメンバーと一緒に仕事がしたい。

　３．クラブコミュニケーション技術(Club Communication) 
クラブ内の聴衆に対する効果的なコミュニケーションを促進します。あなたの
技能に磨きを掛けてください。

　４．チーム作り(Team Building)
私たちの奉仕の目標達成のために、効果的でモチベーションの高いグループに
対して私たちのクラブとの協働を促進することができます。ロータリーとロー
タリアンの本当のパワーを活用しましょう。

　５．ロータリー財団Ⅱー目標とする奉仕（Targeted Service)
ロータリー財団のプログラムを通じて、目標としている、ユニークで意義深い
奉仕活動の機会へのクラブ会員の参加を促進することができます。財団のプロ
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グラムの重要な概念を理解しましょう。

パート３（Part３）のテーマ
　1．ロータリーの機会（Rotary Opportunity)

ロータリーの旅を進めるとき、個人や地域社会、あるいは職業上の成長や発展
のために、ロータリーの中の利用できる多くの機会を探求することができるで
しょう。

　２．効果的なリーダーシップ戦略（Eff ective Leadership Strategies)
ロータリーの旅を進めるとき、私は複雑で熟練したリーダーシップ技術の使い
方に引き込まれ、そしてリーダーシップの機会をしっかりと身につけることで
しょう。

　３．ロータリー財団Ⅲー国際奉仕
様々なニーズに出合い、その問題を解決し、平和を構築することを支援するこ
とによって、世界中にコネクションを築くことができます。

　４．公共イメージと広報 (Public Image & Public Relations)
地元地域社会や世界の享受する恩恵に対して、クラブとロータリーのイメージ
を高める機会を確認することでしょう。

　５．強いクラブを創る（Building Strong Club）
あなたのクラブの活動に関連する職業の新しい側面（そして、伝統的な側面）。

　６．変化をもたらす(Making Diff erence) 
ロータリーの旅を進めるとき、RLIの研修によって私自身の経験成長を自己評価
することができるでしょうし、また後輩のロータリアンのために改善のお手伝
いができるでしょう。

卒業コースのテーマ
　１．広報（Public Relations）

広報や公共イメージやマーケッティングの違いや相関性を考察し、さらに、ロー
タリーの広報に対する考え方との関係を議論する。

　２．ボランティアの動機づけ（Motivating Volunteers）
ボランティア活動の重要性を再認識する。いろいろなタイプのボランティアを
調査し、彼らと信頼関係を構築し、それぞれのタイプのボランティアを動機づ
ける方法を考察する。

　３．あなたのロータリークラブを変身させる（Transforming Your Rotary Club）
クラブの会員のために、地域社会のために、そして世界のために、卓越したロー
タリークラブを創る。
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RLIフィロソフィー（RLI Philosophy）
　リーダーシップ・スキルを持つことだけで、良いロータリーのリーダーシップで
ある保証はない。効果的なロータリーのリーダーとなるためには、ロータリーの知
識は勿論のこと、ロータリーはどこへ向かっているのか、現在はどこにいるのかの
展望を持ち、更にはロータリーがあるべきビジョンについて考えを持たねばならな
い。

RLI の運営

　RLI研修セミナーに要する費用は参加者負担となっています。各RLI支部は、地区
やクラブそして参加者の方々と相談しながら経費を捻出することになります。また、
各RLI支部は、毎年カリキュラムの改訂等や運営上の諸費用のために、１支部当たり
100.00ドルの年会費をRLI本部に納入する規定になっています。 
　RLIは、ロータリーの世界全体に、指導者開発計画を広げ、各地域のロータリアン
の質を改善することが目的です。そのためには、全世界各地に支部を結成し、それ
を拠点にしてロータリアンの質的向上を目指そうとしています。従って、各地域で
の支部結成は大変重要なものと受け止められています。支部は、地域や地区によっ
て異なるかもしれませんが、RLIの目的を促進するためには、考えや方法を共有し、
お互いに他の支部とも協力して活動することが求められています。 　
　実際には、RLI本部と支部との協定書の調印によって、支部が設立されます。１～
３地区が支部の中核になるのが理想的ですが、将来、多地区に成長することも予測
されます。最終的には支部は５～ 10程度の地区で構成されることが期待されていま
す。 
　支部協定書は、RIの多地区合同プログラム協定にならって、RI支部委員長と地区
ガバナー、または地区ガバナーエレクトによって調印されることになっています。
そして、調印された協定書をRLI本部が承認することによって支部が成立します。ま
た。RLI支部の活動に際して、夫々の地区ガバナーや地区指導者の理解・協力・支援
は、欠くことの出来ない最も重要な要素とされています。
 

RLI 日本支部の設立

　日本では、デビット・リンネットRLI委員長の依頼もあり、2007年11月、東京で
のロータリー研究会の際、RLIについての会合が持たれました。この席には、マイケ
ル・マクガバンRI副会長が参加され、日本側は、南園義一、黒田正宏、川妻二郎、
関場慶博、川尻政輝、成川守彦、坂本俊雄の各PDGが任意の形で参加致しました。
会議は、主にRLIの組織と活動の現状について、マイケル・マクガバンRI副会長から
詳細な説明があり、特に研修セミナーの内容について具体的な話を伺いました。 
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　この会合を受け、2008年4月に、黒田正宏RIDE（当時）がアメリカ・ニュージャー
ジー州のRLI研修セミナーに参加され、具体的な研修の現場を視察しました。帰国後、
黒田正宏RIDE（当時）からRLIの研修セミナー参加の具体的報告を受け、漸く、日
本でもRLI日本支部の機運が生まれ、2008年6月に設立が決定しました。 

　出典：ロータリー・リーダシップ研究会日本支部HP
　（RLI日本支部顧問　南園義一元RI理事執筆）より抜粋。一部編集委員会追加修正

RLI新カリキュラムのスパイラル（らせん的）展開について

　RLIテキストの2012～ 2015年（RLI創立20周年記念）版（前回）では、「カリキュ
ラム・スパイラル」という体系に各セッションが位置付けられていることが最大の
特徴でした。
　今回の最新版（2015～ 2018年版）では、カリキュラム・スパイラルの図は示
されていませんが、カリキュラム構成に大きな変更はなく、このスパイラルの構造
は保たれています。
　スパイラルは螺旋状という意味ですが、「RLIのスパイラル」は、螺旋階段に例え
るとわかりやすいでしょう。螺旋階段は上ってくる人を真上から見ると、円運動を
繰り返しているだけですが、真横から見ると、人は1階から2階、2階から3階へと上
がっていきます。
　今回のテキストは、
　1階（パートⅠ）では、私たちロータリアン一人一人が学ぶべきテーマが各セッショ
ンのテーマとなっています。

パートⅢ

パートⅡ

パートⅠ

　2階（パートⅡ）では、私たちの所属するロータ

リークラブが、より効果的クラブに成長するため
の課題が各セッションのテーマとなっています。
そして、3階（パートⅢ）では、「私のロータリー
の旅」“My Rotary Journey”とタイトルが付い
ているように、パートⅠとパートⅡでの学びを基
に、より幅広く奥深いロータリーの世界を学ぶ「旅」

となっています。そのゴール（目的地）は、私たち一人一人の、ロータリアンとし
ての成長とロータリー観の確立です。
　「カリキュラム・スパイラル」のもう一つの特長は、カリキュラムが３つの大きな「ス
パイラル」の柱で構成されていることです。すなわち、「リーダーシップ」
“Leadership”、「奉仕」“Service”、「会員増強」“Membership”の３本柱です。
“Membership”は、狭義の「会員増強」（会員を増やすこと）だけでなく、会員自
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身やクラブ組織が成長・強化してゆくための「会員組織」の諸要素を示しています。
パートⅠからパートⅢまでのすべてのセッションは、この３つの「スパイラル」の
柱のどれかに含まれています。
　RLIセミナー参加される皆様が、このように構造的・体系的構成されたテキストの
「カリキュラム・スパイラル」の展開の流れを意識しながらコースに取り組んでいた
だければ、より一層ロータリー理解が進むに違いありません。

（RLI日本支部　カリキュラム委員会 委員　本田　博己）

RLIカリキュラムのスパイラル（らせん的展開）

リーダーシップの
スパイラル
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本質

奉仕の
スパイラル

私たちの
財団

奉仕
プロジェクト

目標とする
奉仕

国際奉仕
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変化を
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第１回　全米ロータリークラブ連合会第１回　全米ロータリークラブ連合会
全国大会議事録より全国大会議事録より

　開催場所：イリノイ州シカゴ、コングレス・ホテル

　日　　時：1910年８月15、16、17日

　講 演 者：アーサー・フレデリック・シェルドン

　会長及びロータリアン諸君。

　19世紀における商習慣の特筆すべき点は競争です。人間は長い旅路を漂いながら進化し成長

していくものですが、特に今世紀を間近に控えた19世紀の４分の３を迎えた頃は、毎日毎日が

食うか食われるかという動物の本能をむきだしにした状態が最高潮に達していました。

　平均的な実業家の座右の銘は、自分がしようとすることを、他の人がしないうちに、最初に

することであり、他人のために善いことを行うのではなく、むしろその逆のことを行う風潮す

らありました。もちろん、注目すべき例外があったとしても、それが鉄則でした。

　商売の原則は、「買手の自己責任」すなわち、買手が用心することでした。

　20世紀における人類は、あらゆる面で知性の円熟期に近づきつつあります。人類は、無知と

いう精神的な夜のとばりを抜けて、知識の薄明を迎えようとしています。

　新聞や書籍や学校教育を通じて、人類は、昇る太陽の知識の光を享受し、その光は世界中を

照らしつつあります。今や私たちは、知識と知恵が満ち溢れる時代に近づきつつあるのです。

　知性の光が輝き始めた、この20世紀の黎明の中に立っているのは、素晴らしいことです。

　20世紀の商習慣の特徴は協力することであり、知性の光に満たされた人間は、他人に利益を

もたらすことこそが正しい処理法だということを理解し、経営学が人間に対する奉仕の学問で

あることを理解し、同僚に対して最も奉仕した者が最も報われる He profi ts most who 

serves his fellows best という言葉に巡り合ったのです。

　私は、この地でシカゴ・ロータリークラブが結成されたとき、

これを歓迎しました。そして今、この時代を象徴する、高度

な意識へ向かって人類が成長した証拠の一つとして、全米ロー

タリークラブ連合会ができたことを歓迎し、奉仕の救世主と

して、飼い葉桶への道を指し示す、20世紀の空に輝く実業界

のきら星の一つとして、歓迎するものです。

ロータリー歴史的文書
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　遠方から旅して来られた人々の時間を無駄にするつもりはありませんが、私たちの信条の価

値を少しばかり話しておきたいと思います。しかしその話は、クラブ例会に私よりもっと定期

的に出席しているあなた方の方が、私以上によく知っていると思うので不必要かも知れません

が、私たちの可能性について言及することなしに、この話を終えるわけにはいかないのです。

　この運動がどのように発展していくかは、想像することができないと、今夜、委員長が語っ

たのは賢明です。

　僅か数年前、シカゴのレストランで四人の素晴らしい人たちが集まった時に、彼らが考えた

ものより、ずっと良いものを作り上げたのです。その時は小さな出発だと思ったに違いないし、

確かにそうでした。

　この最初の全国大会も、ある人にとっては小さなものに見えるかも知れません。しかし、小

さい出発の将来性について、少し考えてみようではありませんか。

　15年ほど前のある日曜日の朝、私はカリフォルニア州シスンにいました。私の友人が、サク

ラメント川の源流を訪ねてみたくはないかと尋ねたので、私はそれに応えて、一緒に出発しま

した。

　町から約３マイルほど離れた大きな岩の下から、冷たく透き通った、泡立つ泉が涌き出てい

ました。少し離れた所に、鉄泉が涌き出ており、更にもう少し先に、硫黄泉が涌き出ていました。

　それぞれは小さなせせらぎを作り、少し先では一つの流れにまとまって、楽しそうに踊ったり、

笑い声をあげたりしながら、谷を下って海に向う長い旅路を急いでいました。この流れを見な

がら､ その源は何処かと尋ねて右を見ると、空に向って14,000フィートの高さに聳え立った

シャスタ山がそこに輝いていました。

　静かではあるが、その一方では雄弁な自然の女神の偉大なる力の象徴であり、自らの力を示

すために、自らの鼓動と脈拍で高く山を積み上げた、創世期の記念碑のようでした。

　果てしなく続く常緑のシャスタ山のスロープや、斜面の彼方に広がる山の頂きは、未来永遠

に絶えることのない万年雪に覆われていました。

　その山を見上げると、あの小川の源流である泉の源を見つけることができました。その後、

南の方に足を延ばすと、その小川が川幅を増し、広くて大きい立派な川になっていく様を目の

あたりにしました。そこで私は、はるか北の彼方で見た三本の小川のことを思い出し、小さい

出発からの可能性についてあれこれ考えました。

　今宵、私たちは預言者の偉大なる才能を持っていないにもかかわらず、未来のことを予言す

ることができます。

　ロータリーの全国組織はやがて国際組織になり、現在の会員に世界中の新しいクラブが加わ

り、恩恵を与える川となって、世界中を流れるに違いありません。真実という万年雪に端を発

している限り、失敗などあり得ないのです。 （RI2680地区　田中毅PDG 訳）
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合理的ロータリアニズム合理的ロータリアニズム
The National Rotarian 1911年The National Rotarian 1911年

　1911年１月に創刊された『The National Rotarian』（『The Rotarian』の前身）には、ロー

タリーの創始者ポール・ハリスの6,000語にも及ぶ随筆が掲載され、全ロータリアンに郵送さ

れました。

　ロータリーの創立から６年、ロータリーがアメリカからカナダヘと広がっていったころに、

創始者によって書かれたこの文章から、皆さまは何を読み取られるでしょうか。

 

　もし、神の摂理によって、私がどこかのコロシアムの演壇に立ち、皆さんと向かい合ったなら、

そして、一言言ってよいと告げられたら、一瞬のためらいもなく、“寛容”と叫ぶでありましょ

う。

　ピルグリムファーザーズ※が脆弱な船で嵐の海に乗り出したのは、それを追い求めたためな

のです。世界が夢に描き、感嘆した７月のその日、フィラデルフィア※で、地上で最もたえな

る鐘の音に目覚めた自由が色鮮やかな羽を広げ飛び立ったのも、元をたどれば、さなぎ時代の

寛容からきたものでした。

　もし私たちのこのロータリーが、つかの間の存在以上のものたるべく運命づけられていると

すれば、それは皆さん方と私が互いの欠点を我慢し合うことの大切さ、すなわち寛容の価値の

何たるかを学び知ったからであると言えましょう。

　ロータリーは、クラブというものの歴史に全く先例を見ないものです。私たちは、自らの運

命に責任をもってきた人々の想像力豊かなイマジネーションによって引き寄せられたという以

外に、何の法則ももち合わせていません。羅針盤の発明されるずっと以前、危険な未知の海洋を、

星を頼りに航海を成し遂げた船乗りたちのように、ロータリーの先駆者たちは、遠い昔から人

間の生活を支配してきた不文律を守りながら、ロータリー

というこの船の舵を取って、危険、未知、そして困難の渦

巻く自らの職業を、巧みに導いてきました。今後、私たち

のこの船が理性的な寛容、そして他人の信念に対する人間

的な思いやりという安全コースから逸れることのないよう

に祈ろうではありませんか。

　今、私が冒頭に述べたように、神の摂理によって、全世

界のロータリアンの視線と思いを一身に受けて、コロシア



－ 432 －

歴
史
的
文
書

ムの壇上に立たされるとしたら、次のような質問を発してみたいと思います。「皆さんの理解し

ているロータリーの哲学とはどのようなものでしょうか？」

　多くの人の手が挙げられる光景が目に浮かぶようです。そして、個人個人の思いつきのよう

な意見の表明に頼っていては、正確な結論に到達することは望めないだろうと思うのです。

　それにもかかわらず、私は、次のような質問をするでしょう。

　「ロータリーの哲学とは、仲間の会員に仕事や影響を与え、また、仲間の会員や彼らの影響下

にある人々から仕事を得ることである、と、どれほどの人が信じているのでしょうか？」と。

おそらくわずかの人を除いては、挙手をする結果となるでしょう。

　さらに、もっときわどい点に迫って次のように尋ねてみたいと思います。

　「皆さんのうちで、仕事上の目的でクラブに入ることを不名誉もしくは非道徳的だと考える人

はどれほどいますか？」と。この質問は急所をついています。多数の不賛成のつぶやき声の中で、

２～３人の手が挙がるかもしれません。

　そういう場合、少数意見に耳を傾けるのが公平だと思います。そこで私は、少数者のうちの

一人で、特に道徳を重んじる“倫
りん

理
り

規
のり

男
お

君”の見解を求めるでしよう。私には内容を難なく予

測できます。彼はこう言うに違いありません。

利益の追求は危険
　仕事上の便宜を得ることをロータリーの特色とすることは危険であると思える。世間の人々

は私たちのことをどう思うか。私はこの街で、格式の高い幾つかのクラブや協会の会員になっ

ているが、少なくとも一つのクラブでは、クラブ内でビジネスのことを頼むのは厳しく禁止さ

れている。そのほかのすべてのクラブでも、そうしたことはタブーとなっている。私個人とし

ては、それは無作法の極みと思っている。クラブはクラブそのものの目的のためにあるもので、

仕事上の目的であるものではない。日夜仕事に身を削りたいのなら、自分のデスクか店にいれ

ばよい。クラブの主な目的の一つは、仕事から離れての、休息とレクリエーションにある。私

は既に40年間生きてきたが、今までこの基本的原則に反する定款や細則をもつクラブがあると

は聞いたこともない。

　皮肉屋は口をはさむかもしれません。「あなたのおじいさんは、生涯に一度も汽車に乗ること

なく終わったということを考えたことがあるのか。その場合、おじいさんがその経験がないた

めに、汽車というものに反対する彼の主張は正しいと言えないという結論に達するのか」。

　議論がこのように展開した場合、できたら私はこの論題について、いつも物事を精力的に定

義する“理
り

論
ろん

整
せい

一
いち

君”の意見を聞いてみたいと思います。私は事前に、彼が指摘するであろう

多くの点について皆さんにお話することができます。そのうちのいくつかは、多分、次のよう

なことでしよう。
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　ビジネスが目的でクラブに入ることが恥ずべきことかどうかは、クラブとその基本方針、そ

して入会者が入会の際に、何を誓約するかによる。事業上の目的をもって実業クラブに入会す

ることは、社交の目的をもって社交クラブに入会し、あるいは運動の目的をもってアスレチッ

ククラブに入会し、つてを得るために政治クラブに入会するのと同様、何らとがむべきことで

はない。

　もし皆さんが自分の妻や子どものため、まともな事業上の取引によって、クラブの仲間から

わずかな金を儲けようとすることを非難に値すると言う人がいたなら、その人に向かって「あ

なたのキャブレターの中には何か異物が入っていますよ」と言ってやることだ。正当な取引は、

双方にとって利益になるものである。もし商売にだましがつきものであるならば、非難する説

にも一理ある。しかし、私は自分が扱っている品物を知っており、相手と取引するとき、私自

身と同様に、相手にも得をさせていると信じている。倫理則男君の説の問題点は、自らが会員

であるクラブの中で、事業上の取引が禁じられているか、あるいはタブーとされている特定ク

ラブの情報を集めている点だ。その情報だけを集めて考えるのをやめている。

　もう１秒長くそこにとどまっていれば、理性が彼の結論を変えたに違いない。まっとうなビ

ジネスとは法律家が言う“自然犯”、つまり、もともと悪い行為ではなく、“行政犯”、すなわち、

法律や規則で定められて初めて悪いとされる行為ではないかと、気づかれたのではないか。

　真のロータリアンは、外部の人から「ビジネスがロータリーの基調の一つ」と言われても決

して肩を落とすことはない。そのとき、彼は得意気に言い返す。「ビジネス？ もちろん。どこ

がいけない？ 私は仕事に誇りをもっている。あなたはそうじゃないのか？ もしあなたの仕事

が職場で話題にするのにふさわしいものであり、家庭で語り合うにはあまりにも恐れ多いわけ

でなければ、どのような理屈であなたは、その話題をクラブから締め出すというのだろうか」と。

　私たちにとってビジネスを恥じることは、ビジネスが私たちに為してくれることを考えると、

許されるものではない。それは、人が自分の父母を恥じるのが道理と礼節にかなわないことに

ほぼ等しい。

　ビジネスこそ文明の原動力である。もしビジネスをなくすなら、時の歯車が逆さに回り、紀

元のはるか以前に戻ってしまうことだろう。

　私は良い主題が一度の短時間の聴聞会で尽きることを好みません。そこでこの問題は強固な

“非寛容”に通じることがあることに、にわかに思いを巡らせ、あらためてお聞きしたいと思い

ます。「ロータリーとは、仲間の会員に仕事上の便宜を与え、影響を広げたり、仲間の会員ある

いはその影響下にある人々から仕事をもらうという以上のもの、また、それ以外のものを意味

するか」ということです。

商売上好都合
　では、次に何事にも現実的に対応する“商

しょう

売
ばい

努
つとむ

君”がこの問題について考えを述べたくて、
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立ち上がっているようです。

　私はこの商売努君とは長年の知り合いです。人柄が良く、ほかにも、勘定は期限がくれば必

ず払う、期限前でも割引をしてくれれば払うという結構な習慣をもっている人です。彼は百万

長者にはなれないでしよう。なぜなら大風呂敷を広げることがないからです。その代わりに、

石橋をたたいて渡り、つつましく生活して、決して国の厄介者になるようなことはないといっ

た人物です。その商売努君は次のように言うでしよう。

　私はこのクラブがこの街にできて以来の会員である。その間に私は75人の会員に、直接儲け

口を与え、そしてまた32人の会員の商売に口を利いた。だから私が助力した人は100人以上に

なる。そして私がクラブ会員に与え、あるいは口を利いた取引の総額は2,148.16ドル、それ

から受けた注文額が1,971.65ドルで、83.95ドルを除いて支払っていただいた。だから私は

自分の出し分は出したし、帳尻は貸方になっていると思う。もし店へ来ていただければ、どの

人にどんな品を売ったか、またどの人からどんな品を買ったか、お目にかけよう。

　ロータリークラブに入ったのは、勧誘してくれた人が、このクラブは仕事上の目的で集まった、

異なる業種の事業家のグループであると言ったからで、私にはそれが非常に合理的なプランで

あるように思えたからだ。会員になることは200～ 300人の営業員を得るようなもので、私

のためにいつもつながっている電話線のように、商売の話を見つけ出してくれる。私が商品を

仕入れる相手も、労働者も、ほとんどすべて何かの組織に属している。私は20年間何らかの形

で多くの組織に貢がされてきた。石油を買うのは石油業者の団体から、マッチはマッチ業者の

団体、牛肉は牛肉業者の団体、コーヒーはコーヒー業者の団体、砂糖は砂糖業者の団体。一方、

私の従業員は労働組合をつくり、私は「もしも…… 」と不安だ。私は挽き臼の上下の石の間に

はさまれた小麦のようだと感じる。

　このロータリーの構想の説明を受けたとき、私は飛びついたが、話があまりにもうますぎる

と思った。まるでクリスマスプレゼントのように思えた。ビジネスが目的で、私はここにいる。

私の考えでは、クラブは、ビジネスクラブであってもいいし、また社交クラブでも、何かほか

のものでもいいと思う。２～３の異なる性格をもつクラブが今後どうなっていくのか、その目

的を一つでも達成できるのかわからない。だが社交的あるいは公共的性格をもったクラブは、

ほかにもたくさんあるが、ロータリーのようなクラブはほかにない。私は働き者で毎日12時間

は働く。クラブ例会に出るときでも、ちょっと変わった形式ではあるが、これもやはり商売の

一つであると思って出席する。そうとでも考えなければ、これに時間を割こうという気にはな

らない。

　皆さんが市民の義務だとか何だとかいろいろなことを話されるのは大変結構なことと思う。

しかし、商売とはお金を儲けることである。そして私たちが追い求めているのは、結局そのお

金なのだ。この街の進歩的な人の一人で、いつも市のために、あれをやろう、これをやろうと

叫んでいる改革者を私は知っているが、私のためにも、一つやってほしい。売掛金１ドル75セ
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ントを払ってもらっていないんでね。もし私が改革や他人の商売のために自分の時間をすべて

使っていたら、多分、誰かに１ドル75セントを借りる側になっただろう。そしてもし私がブリッ

ジとか何とかの暇つぶしに交じっていれば、私はどうなるかわからない。私の理解するところ

では、ロータリーは一つのビジネス団体だ。そしてその役害をよく果たしているか、または、

それに近いような形で期待に応えている。これはそっとしておいたほうがよい。これが私の評

価だ。

　このように言って、商売努君は着席しました。

ロータリーのより大きな見解
　さて、もう一人の話を聞かなくてはなりません。彼はこれまでの討論で、まだ発言していな

いグループの意見を代弁します。仮に彼を“博
はく

愛
あい

均
ひとし

君”と呼ぶことにしましょう。最終発言者

であるため、彼はほかの人々の論点をすべて知り、検討する機会をもちました。しかし、彼は

いつも発言は最後に行います。なぜなら彼は人の話をよく聞く人物だからです。

　博愛均君は次のように話し始めました。

　ロータリーにおいて考えるべきことが、事業だけかどうかは、主として各人の見解によるだ

ろう。もし、ロータリーのことも「何ドル何セントの価値があるか」と考える癖がある人がい

れば、その人にとってロータリーは、単純なビジネスクラブ以外の何ものでもない。あえて全

くビジネス手段としての側面だけから見たとしても、それは良いもので、価値のある資産である。

　私の有能なる友人、商売努君は、ロータリーを純粋に商売上の観点から見ているが、彼なり

にクラブのためになっているということは否定できない。誰でも生活をしていかなければなら

ないから、その意味で彼の手助けは、大いに歓迎されるべきことだと思う。

　この議論における真の主題は、「商売努君の方法が唯一の方法であるのか」「ロータリーとは

単に仕事上の利益を融通し合うだけのものではないと信じる人々が存在する余地はないのであ

ろうか」そしてまた「ロータリーには、現代のアメリカ国民として、祖先の残した巨大な遺産

の継承者として、各自の受けた恩恵に報いるべく、公共のため、次代のために何事かをなさん、

と考える人々が存在する余地はないのであろうか」ということだ。

　私はロータリーというものを、社会に恩返しするための機関であると考えてきた。自分の地

域社会のためになることを行い、個人ならびに企業の経費を出し、そして、何か別のこともす

ることを可能にする。大部分の営利団体も慈善事業のために、その会員に、ほとんど見返りな

しでかなりの金と時間を犠牲にすることを求める。会員たちはそれに耐えかねることも多い。

潮が自分の方に流れているときには、パンを水に投げるのに勇気はいらないこと、犠牲を要し

ない善意は大した手柄でないことを知らないわけではない。しかし、勇気があろうがなかろうが、

手柄であろうがなかろうが、ロータリーは必ずしもお金や時間を失うことなしに、世の中に対

して何か借りを返す機会を私たちに与えるのである。
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　皆さんが、ロータリーを通じて仲間のロータリアンのため、あるいは社会のため、何かして

おられるときは、その仲間は皆さんのために何かをしてくれていたり、あるいは何かを言って

くれているのではないか。

　自分自身のためより、他人のために働いているときのほうが、どんなにうまくいくかという

ことをお考えになったことがあるのか。自己の利益を離れてした仕事の話は、人々が信じるだ

けに、より広く世間に知れわたるものである。

　悪ふざけの類だが、仮にあなたが私のためにすべての時間を費やし、私も逆に同じことをす

れば、私たちの稼ぎは倍にも増えるだろう。

　今まで私の述べてきたことは、今の問題の本筋から外れているかもしれないが、ロータリー

において考えるべきことは仕事だけだろうか。

　反対のしようがないほどのうまい話には気をつけろと言われる。この世の中には、うまい話

がたくさん転がっている。しかし、成功とか富に王道なしである。ロータリーといえども、無

限の富への“開けごま”の呪文と同じようなものであると考えたら失敗する。将来、不意打ち

を食わされないよう、今のうちにこのことを見据えておくのがよいだろう。

　表面的には、ロータリーの構想は理論的に正しいように見える。正しすぎるくらい正しく見

える。自分の事業と競合することなく、しかも皆さんの利益を図ってくれる友人を200～ 300

人ももつことはとても魅力的な話である。それが実際に理論通りに運んだら、私たちはこの世

にあるすべての事業を、すぐに囲い込んでしまうことができるだろう。

　しかし実際には、そういうことは起こらず、幸運なことに、私たちとしても、そこまでは望

んでいない。なぜだろうか。それは人間の本性というものがあるからである。競争のない市場で、

品物を売りたいと思うのが人間の常であるが、その半面、競争のある市場から品物を買いたい

と思うのもまた人間の常だからである。

　人間とは同時に競争を好み、かつ嫌うようにつくられているものだ。人間は一方で愛し、も

う一方で嫌う。そして、ある人の中で好きと嫌いが同居している場合、気楽にやるか、もしく

は惜しいと思う方をおやりなさいと、私は助言するであろう。貧弱で古ぼけた競争というものを、

消してやろうなどとしてはならない。それは長い間、忠実に私たちのために尽くしてきたので

ある。しかるべき対応をすれば、扱いやすい獣のようなものである。これまでの功績に免ずる

意味においてだけでも、保持しておきなさい。競争というものはまたいつ必要になるかわから

ない。

　もし、私たちが競争を完全に排除すれば、遅かれ早かれ、クラブ会員であることが安易な金

儲けのチャンスだ、と考える人が入会してくることになるのは確実で、その後も彼と同類の者

が入ってくるようなことになるであろう。ロータリーに対する忠誠心とは、競争相手の請求よ

り高い価格の支払いをロータリアンに求めるものではないということを広めなさい。アメリカ

人気質の特徴は、自分に強いて何かをさせるような諸条件に反抗することで、自分の尊敬する

人のためには理屈抜きで自ら進んで尽くすという傾向がある。皆さんのそしてまた私の事業に
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とって、最も貴重な資産は、私たちが好きだから、私たちの商品が好きだから、ひいきにして

くれる人である。このような一人の客の方が、無理に私たちから買うよう強制されている街全

体の人々より価値があるものだ。

質を表示するマーク
　ロータリーのマークは質の保証となるものでなくてはならない。ロータリークラブの会員身

分は、信用、商品、サービスに関してA1の格付けに匹敵するものでなくてはならない。私は理

論整一君が語ったことはすべてその通りだと信じている。正当な商取引は、どこでやろうが何

ら不名誉なものではない。また、今、私たちはビジネスを裁こうとしているわけではない。

　それからまた商売努君は、金儲けのためのロータリーの可能性を鮮明に摘出された。その構

図は、人間の本性 ―― その属性にはかなりの開きがあって、彼はそれを考慮に入れるのに適し

ていないが ―― 、その限界内では、彼が示した構図は事実である。しかし、彼が言ったと同じ

こと、それ以上のことが、ロータリーの公益活動での実力についても言えるであろう。

　もしロータリーが、完ぺきの域に達することができるとしたら、私たちはこの世にあるすべ

ての事業および専門職務を代表する人々を集めたクラブをつくることになる。ということは、

クラブは、それぞれの都市であらゆる事業や専門職務に従事している人々の接点となる。共通

の目的に向かって働けば、ロータリーの実力を試す上で興味深いものがある。

　ほとんどすべての都市に、商業団体があるというのは事実である。しかし、そのような団体

がもっと存在する余地はある。さらにこれらの団体は、“より偉大なニューヨーク”“より偉大

なシカゴ ”などと叫ぶのに忙しすぎて“より良いニューヨーク”“より良いシカゴ ”などと叫

ぶ暇がないようである。

　ロータリーは、新たなる勢力集団であり、ほかの団体やクラブにない潜在力がある。そのこ

とは各地域でも言えるであろうが、国家的な側面で考えると、比肩するものがない独特の地位

を占めている。

　ロータリーのように全国的問題に影響を発揮できる立場にある公益目的、あるいは準公益目

的の組織は存在しない。ロータリーは、アメリカのあらゆる主要都市に根を下ろしているので、

国の立法を正す力は、ほかのどのクラブにも比し絶大である。

　私たちの視野が広がるように。私たちには、ロータリーにおいてより広い展望と満々たる愛

国心を必要としている。

　私たちは、会員の質を常に高く保たねばならない。各会員のロータリーに対する忠誠の度合

いは、その会員がどのような器量の人物を、会員候補として推薦するかによって、測ることが

できる。自分より優れた人を会員に推薦する人は、心からロータリーのためを思っている人と

言えよう。怪しげな取引先の友人や、お得意を引き込もうとする人は、私欲を優先させ、恩恵

を与えてビジネスで利益を得んとする人であると言えるであろう。そのような行為が、どれほ

どロータリーに害を及ぼすかは、計り知れないものがある。
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　私は、親愛なる商売努君に言うであろう。ロータリーは常に最高の結果をもたらす、と私は

確信していると。たとえその結果が金銭ではなかったとしてでもある。そして、すべての時間

を帳簿付けと口利きで得た金の勘定に費やすのでなければ、である。なぜなら、会員がビジネ

スで助け合うというアイデアをあまり頻繁に唱えすぎるのは、一部の最も広い心をもち、最も

立派な会員の方々にとっては不快と感じられるであろうから。

　正当な取引は、決して不名誉なことではないが、しかしクラブでそれを行うのは得策でない

ときもある。

　人生やそのほかのことに少しの変化を求めるのは、人間の本性であり、ビジネスであれ何で

あれ、もしその人が自分の地域社会の人々から、よく思われていれば、何事も成就しやすいと

いうものだ。クラブについても同じことが言える。それが存在する地域社会の中でよく思われ

ていれば、クラブの成長も一段と強力で永続するものになるであろう。

　人間であれ、クラブであれ、地域社会のことを考えるならば、そのために尽くすことである。

アメリカ人は、クラブが公益活動をするよう強く求めるように教育されている。まだ、皆さんが、

この種の活動を何もしていないのであれば、今こそが始めるべきときである。私たちのクラブが、

先月、仲間の良いアイデアを取り入れ、どのようにしてクリスマスの玩具を、街中の玩具をもっ

ていない子どもたちに配ったかをご存じだといいのだが。このような機会は無数にあり、文明

が進むにつれて、この種の活動をする機会は増えていく。一度始めてみると、それがどんなに

易しいものかがわかり、驚かれることであろう。初めから積極的に奉仕できないというのであ

れば、消極的にでも奉仕してみなさい。地元の関心事項についての講演があったなら、それに

出席して話を聞くこともできる。それは皆さん自身の教育になるとともに、クラブにとっても

良い広告になるはずだ。皆さんの街の市民は、皆さんが少なくとも公共的問題に関心をもって

いるということを知るわけであるから。

　事業の合間には、しばしば休憩をとらなければならない。たまの娯楽はいくらか役に立つが、

私はそのようなゲームの後押しをする必要がない。どのみち皆さんはそれを得るであろう。数

年前なら娯楽はすべての要求を満たしていたであろう。しかし私たちは、レクリエーションと

遊びが、必ずしも同義語でないという点を理解している。今の時代、今の世代の一般的な大人は、

自らに関係がない物事を考察することをレクリエーションとする方向に変わってきている。

ビジネスにおける黄金律
　もしロータリーに、何か賛同し難いと責められるところがあるとすれば、その利己主義につ

いてであろう。この点で、私たちの排他的性質は批判を浴びるのかもしれない。そのようなと

きは、次のように批判者に話してあげなさい。利己主義の対義語は利他主義であり、ロータリー

は会員に、人から助けられるのと同様に、人を助ける機会を与えるものであると。

　多くの会員は、助力を受けたい思いに動かされて入会しているが、つき合いが深まるにつれ

て人助けをすることに、主な喜びを見いだすようになってくる。
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　友人に仕事をもっていったり、口利きをしてあげることがどんなに満足すべきことか。大部

分の人がお互いに知り合うことが少ない大都市では、特にそう言えるであろう。見知らぬ顔々

が渦を巻き、潮が満ち引きするように行き来する中、それを離れて友人の店という港に入るのは、

何という喜びだろう。

　私は今までに、ロータリーの誰かをひいきする義務を感じたことはないが、それでもロータ

リーの会員の店をひいきにしている。私は見知らぬ人に恐怖を感じている。ロータリアンをひ

いきにする癖は、時がたつにつれて、ますます強くなっていく。毎月のように、私はロータリ

アンの誰かと新しい取引関係をもつようになっている。ひいきする友人をつくる機会を与えて

くれるという点だけでも、ロータリーの会員であることは価値のあるものだと考えている。

　それからまた、自分のクラブの仲間と同じように、ほかのクラブの人のためにもしてやりた

いというのが私のささやかな望みだ。そして会員個人のために、ひととおり尽くしてから、ク

ラブのため、そしてまた自分が住んでいるこの街のために何か特別なことをしたいと思ってい

る。

　知人は仕事をもってくる、と言われるが、それは確かである。ロータリーの構成それ自体が

商売上の取引を避け難いものにしている。事業資産としての会員資格は、日々とはいえないが、

年々その値打ちを増していく。良いことはゆっくりやって来るものである。取引関係というのは、

一度結ばれれば長続きする。お互いに競合関係のない人々と、交際する機会を与えられる。ロー

タリーはその綱領に、職業について規定した一項目をもつ唯一の筋道の通ったクラブである。

　私は建築家だが、建築家のクラブに出席した場合、どのような仕事を見つけることができる

であろうか。そこに出てくる人々は、すべて私の熾し烈れつな競争相手ばかりだ。私たちの商

業クラブで、私は仕事を得る機会があるのであろうか。そのクラブには私を除いて、146人の

建築家がいるが、ロータリーではどの会員も私の顧客になる見込みがある。ビジネスは、私た

ちの組織の部分部分をつなぎ合わせるセメントのようなものであるべきだが、それが組織のす

べてであってはならないというのが私の信念である。

　私たちは、よき友人である“仕事”を演壇の中央に据え、彼をそこに引き留めようとしがち

であるが、私はそれに反対する。

　その理由の第１として、たまの気分転換は、私たち自身によいと思うからである。いつも私

たちが商売のことばかり考えて、金勘定ばかりしていると視野が狭くなり、見識も小さくなっ

てしまう。

　第２の理由として、しばらくの間変化を求めた方がビジネスのために、よい結果をもたらす

と思うのである。

　第３として、時として変化のあった方が、ロータリーのためによく、そしてその結果、私た

ちが市、州、国そして全世界において尊敬されるようになると思うからである。

　このように結論して、博愛均君は着席しました。
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皆さんはどちら
　さて、この討論の結末をつけるための論評をごくわずかながら述べさせていただくとすれば、

こうなります。

　この架空の４人の論者、すなわち倫理則男君、理論整一君、商売努君、博愛均君の熱心なご

意見を、僭越かと存じますが、大変楽しく聞かせていただきました。私が思うに、すべてのロー

タリークラブの会員のほとんどは、次の３つの層のいずれかに当てはまるのではないかと考え

るのです。すなわち、

（1）ロータリーに商売を持ち込んではならないと主張する倫理則男君と同じ考えの人。

（2）商売こそロータリーのすべてであると信ずる商売努君と同意見の人。

（3）ロータリーとは、商売と公益活動および親睦を、合理的に混ぜ合わせたものであるとする

博愛均君と同じ考えの人。

　多分、真のロータリアン哲学として広く受け入れられ、ロータリアンにも、また、ロータリ

アンでない人々にも同じように理解され、尊敬される見解は、これら３つのうちの、どれかに

近いところにあるはずです。

　ロータリーは密室で会合をもってはなりません。もしロータリアニズムが、すべてのアメリ

カ人を陪審員とする審理に耐えられないところがあるとすれば、それはロータリーに合理性を

欠く点があるからであり、改められなければなりません。人間の限りある頭では、完全なる叡

知というものはありえません。進歩することは生きることであり、進歩が止まればまもなく物

陰で何かを始める必要が生じ、死が訪れるのであります。

　どのような主義といえども批判される運命をもっています。合理的な批判から何かを得るこ

とは叡知であると言えましょう。人々が、私たちについてどう考えるかというよりは、批判は

私たちに自分自身のことを考えさせてくれるからです。

　もし万一、ロータリーが世間の審判を受けるようなことになった場合には、意味のないこと

を大声で叫ぶのではなく、相手が納得する筋道の立った説明をしようではありませんか。人を

裁きたがるのが、人間の性なのです。かつて、マルティン・ルターはウォルムス帝国議会で裁

かれましたが、批判者が逆に批判者にされる例になったのです。もし、私たちがロータリーを

可能な限り高い水準に置いて、そこにとどめておくならば、たとえ私たちが裁きの庭に出たと

きにも、証人を得るのに苦労するようなことはないでしょう。

　皆さんのそして私の双肩には重大な責任がかかっています。初めに書いた“寛容”の一語に

しばし耳を澄ませてみようではありませんか。

　まず真剣に考え、それを表現してみようではありませんか。ロータリーは巨大にして強力な

組織です。もし野放しにされるなら、それは時の回廊を転げ落ち全人類の脅威とさえなるかも

しれません。しかし、適正に導かれたなら、それは私たちが恥じるには及ばぬ、人間味のある

組織となるでしょう。
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　ロータリーのもつ偉大な力を自覚するとき、人はある種の大きな誘惑にかられます。しかし、

それを克服するとき、最高の永続する満足感が訪れるでしょう。

　さて合衆国とカナダのロータリアンの皆さん、皆さんはこの討論で展開されたどの見解を取

りますか。それはなぜですか。皆さんの声をお聞きしたいと思います。

1911年１月１日 シカゴにて　ポール・ハリス

※ピルグリムファーザーズ（Pilgrim Fathers）
　1620年、信仰の自由を求めてメイフラワー号でイギリスから北アメリカに渡っ
たピューリタン、その他の人たち。

※フィラデルフィアの鐘の音
　1776年7月4日、イギリスによって統治されていた、北アメリカの13の植民地
が、大陸会議でアメリカの独立を採択しました。同年7月6日、アメリカの独立が
初めて市民に知らされたとき、鐘が打ち鳴らされました。この鐘は後に「自由の鐘 
Liberty Bell」と呼ばれるようになりました。

（出典：ロータリーの友　2010年１月号） 
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第２回　全米ロータリークラブ連合会第２回　全米ロータリークラブ連合会
全国大会議事録より全国大会議事録より

　開催場所：オレゴン州ポートランド商業クラブ会議場

　日　　時：1911年８月21日、22日、23日

　講 演 者：アーサー・フレデリック・シェルドン（チェスレー・ペリー事務総長代読）

　　　 第４セッション 　　　
1911年８月23日 水曜日 

　ハリス会長は、午前９時、大会を召集した。欠席役員及び会員から寄せられた多くのメッセー

ジが読み上げられた。

　事務総長は、企業経営委員会からの報告書の代わりに、アーサー・フレデリック・シェルド

ン委員長が用意した演説原稿が同封されている、同氏からの手紙を読み上げた。演説原稿は事

務総長によって読み上げられたが、この大会に余りにも強い印象を与えたため、大会議事録と

して配布された報告書の中に演説の全文が印刷された上、票決されるという結果に至った。演

説原稿は、以下の通りである。

「私の宣言」
　私は、次のことを信じています。

　私たちは科学的な時代に生きています。世のために努力を重ねるすべての職業は、急速に、

科学を基本とするものに変わりつつあります。

　私たちは、世の中に適応する者のみが生き延びられる時代に生きています。10年前よりも、

今日の方が更に世の中に適応することが要求されることを意味し、今日よりも、10年後の方が

更に適応を要求されることを意味しているのです。

　私たちは商業の時代に生きており、商業や事業は学問です。

　学問とは、適切に見て、把握し、比較し、記録した事実に基づいた常識を簡潔に分類するこ

とです。

　専門職務とは、学問を実践することです。

　経営学は、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる He profi ts most who serves 

best」に基づく奉仕学です。

　実業に取り組み、実業を築いていくことは、これに関連した知識を体系づけることによって

学問的なものに変えていき、専門職のように実業を高揚させることです。

　いかなる団体の成功も、奉仕を行った個人の成功の集積です。
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　事業主よりも大きな事業所はなく、その事業所の全員と関係を持っているのが事業主です。

　顧客は事業所のことを熟知しています。顧客の獲得と維持の双方は、事業主の力量如何にか

かっている。

　広い意味で、すべての人はセールスマンです。それぞれの人は、

それが技術か商品かにかかわらず、売るべきもの持っています。

　事業における人生の成功は、継続的な利益をもたらす上得意を確

保する技術を持って、事業を営むことによって決まります。

　血の通った事業を築いていくのは、利益を得るために、品物を買

うように人々を説得する原動力、すなわち販売術です。血の通った

販売術の源となる心こそ奉仕であり、最終的に、買手と売手の双方

に利益と満足を与える原動力なのです。

　特にセールスマンに適用される、成功するための自然の法則は、次の四つの項目に要約され

ます。第一に、人は自らを知ること。第二に、他の仲間のことを知ること。第三に、自らの仕

事を知ること。第四に、この知識を活用することです。

　これらの項目の詳細を述べれば、次の通りになります。

　第一に、人間は自らのことをよく知らなければなりません。この知識を適用すれば、すべて

の取引の基本となる信用を得ることができます。

　第二に、顧客を最も知性的な方法で扱うためには、その人の個性、ニーズ、気心、気まぐれ

度などの性格についての正確な知識を持たなければなりません。

　第三に、熟慮した上で、品物の最も有利な魅力や利点を示して、その要点を説明することによっ

て、商品や仕事を分析することができます。これは理屈の通ったことです。

　第四に、どのような手練手管を経れば、顧客の心をつかむことができるかという、販売の心

理学の知識を持っていなければなりません。ここでは、心理学の実用的な面が生かされてきます。

　世界中で品物を作ったり、売ったりする責任を負っている以上、各人が可能な限り多くの、

学問を啓発したり高揚する影響力を及ぼさなければなりません。この啓発と高揚の影響力は、

教育を通じてのみ広めることができます。

　教育とは、前向きの資質や、望ましい資質を引き出し、開発することです。

　教育とは、何でしょうか。教育の二本の柱とは何でしょうか。第一は育てること、そして第

二は活用することです。

　知的な人は、知的な運動と知的な食物を必要とし、肉体的に成長するためには、それに相当

した運動と食物が必要なことは当然です。

　教育の成果は、教養だけではなく、健康、富、名誉、環境に対して調和を持って適応するこ

とであり、能力だけでなく、信頼性、忍耐力および行動力を持つことです。
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　教育の効果は、知性だけではなく、身体、感受性、感情、意思の開発にも適用することがで

きます。

　知性的な進取の気性を持つように教育した結果、能力や知力、感受性、信頼性、身体、忍耐力、

意志、行動力が作られます。従って、真の教育の主な目的は、人間の守備範囲を増やすことで

あり、AREA（訳者注：Ability－能力、Reliability－信頼性、Endurance－忍耐力、Action 

－行動力）という言葉は、これらの四つの言葉の頭文字によって綴られているのです。

　広い意味における人生の成功は､ 幸運とか機会というものではなく、心理的、道徳的、物質

的な自然の法則によって支配されています。

　これらの自然の法則のすべてを調和させる活動こそ、最高の成功を意味するのです。自然の

法則の一部を犯すことは、単なる部分的な成功を意味し、全てを犯すことは、失敗を意味します。

　　これらの自然の法則を教えることの方が、教育の名において現在教えられている多くの事

柄を学生の頭に詰め込むより、よほど有益であることが判ります。

　すべての人間は、同じ固有の能力と資質を持っており、その格差は開発の度合いのみで生じ

ます。

　よく開発された素晴らしい資質は、前向きのものであり、未開発若しくは間違った開発は、

消極的なものです。

　進取の気性はこれらの自然の法則を表明する道具です。

　正しい資質が作られれば、正しい人間が作られます。正しい人間が作られれば、仕事はおの

ずからよく管理されます。

　雇用者や市民としての、その人の自らの価値は、その人を管理する必要性の減少と共に増し

ていくのです。

　管理の必要性は怠慢による失敗と指示の誤りによる失敗によって引き起こされます。失敗は

消極性によって起こります。

　消極性は積極性を開発することによって克服されます。

　進取の気性を開発した成果は、AREAすなわち、能力、信頼性、忍耐力、および行動力の向

上に繋がります。

　すべての正常な人間は、肉体と知性と感情と意思を持っているので、人間は、未熟な原料か

らより多くのAREAを作りあげることを期待しているのです。

　各人に与えられたこれらの四つの因子を開発し訓練することによって、未来永劫の成功が保

障されます。

　人類は、知能の発展の見地から四つの段階をたどります。第一は、無知。第二は、知識。第

三は、博学。第四は、叡知です。叡知への道は、進取の気性の教育によって作り出されます。

　すべての職業人は、能力の見地から四つのクラスに分けられます。第一は、下手。第二は、

初心者。第三は、熟練者。第四は、名人です。名人への道は、進取の気性から作り出されます。

　実業界や歴史上の偉大な成功者とは、事務員、商人、セールスマン、役員、勇士、王にかか
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わらず、名人の域に到着した人々のことです。

　人生には四つの段階がある。第一は、植物や無機物のような無意識。第二は、野蛮な生物の

ような単純な認識。第三は、知識、感覚、意思のような人間の自意識。そして、第四は、人間

が仕えるべき宇宙を認識することです。

　宇宙を認識するということは、一般的な良識を開発したり、人類の連帯を正しく認識したり、

物事の同一性や人間の兄弟愛を現実化することであり、ビジネスの場においてもそれ以外の場

においても「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」という事実を現実化することなのです。

宇宙を認識する道は、進取の気性を開発することによって作り出されます。

　奉仕をしたいという願望は、利己主義や自らを意識するという段階から、宇宙を認識すると

いう叡知に向かう段階に至る人間のたどる道として発展したものです。言いかえれば、私たち

が利他の心を持って他人の成功を願うことは、自らが成功への道を歩んでいることなのです。

　私たちが精神と呼んでいる心や魂の存在は、身体の寿命と同様に現実的なものです。人間は

進化し、その精神面の発達は肉体的な発達よりも大であることは事実です。

　人間の精神的肉体的な発展は、正常な個々の人間が持っている進取の気性を如何に開発する

かにかかっています。これらの能力は、すべて人間の肉体的な活力に含まれており、その活力

を自覚したり、感じ取ったり、意図することができるのです。

　真の教育は、前向きの能力を育み、強化し、開発することです。進取の気性は、熱が火によっ

てもたらされるのと同じように、当然な結果をもたらすのです。

　すべての人は、事業上および専門職務上で、もっと多く、もっと良くサービスするための潜

在能力を持っています。奉仕をした見返りは、必ずや、あなた方にもたらされるのです。

アーサー・フレデリック・シェルドン

（RI2680地区　田中毅PDG 訳）
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ロータリー宣言（1911年）ロータリー宣言（1911年）

　現代生活の経済的基盤は人類の成長過程上、必要なものであることを認め、私的な利害関係

と社会を形成する多様な利害関係との間に在るべき正しい相互関係及び調和について研究、発

表、実践すること。更に自己利益追求の強力な要素を経済及び社会双方の進歩に役立てること

を目標とする。

　これらの目的の効果的な達成のために、限定的な代表会員制の原則が採択された。そのおか

げで、ロータリークラブの会員は実業および専門職の明確な各職種から一名の代表者により構

成されている。

　この形態の組織は、下記の目標の達成及びその成果により、クラブのこの基本的な目的を実

現するものとする。

1．  各会員は広範囲にまたがった職業の代表者との実際の交際により恩恵を受け、視野を拡大

し、見解を広め、専門分野追求の陥りやすい狭さを是正することが出来る。公益を形成す

る多様な個々の利害関係について正しい考え方が出来るため各会員はこれにより市民及び

職業上の責任を賢明に果たすことができる。

2.  地域社会は会員の統一された組織的な公益のための努力により恩恵を受ける。公共の問題

の検討に際しては、会員組織の基盤のおかげで、特定利権の支配を受けない、全ての利害

関係者の代表であることが保証されている。ロータリークラブは制約された代表的な会員

組織であるため、一般的な重要問題について地域社会全体を代表する声ではないし、又声

になるべきではない。しかし、そのような問題についての行動は会員が共有している信念

を統率のとれた努力を通じて表明することにより多大の影響力があり又そうあるべきであ

る。

3.  経済活動の倫理規準を高め多様な代表的な異職種間に真の民主主義を推進することにより

社会に貢献する。

4.  会員がクラブの会合に参加するように選ばれたことはその会員に対するクラブの信任及び

善意の表明である。彼の職場は彼自身本来の活動の場であり、職種の立派な代表者として

の活動が期待されている。代表として拡大された知己及びクラブの会員にふさわしい能力、

品性に対する社会的評価から当然の権利として得られる恩恵を享受することが出来る。

　会員の身分は特権と責任の両面を持っている。全ての会員が責任を果たし特権を行使すれば、

結果として経済的な活力が社会の進歩のために効果的にむけられるであろう。

　“最も良く奉仕する者、最も多く報いられる”

（出典：ロータリーの源流　RI2680地区 田中毅PDG）
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B. フランク・コリンズのスピーチ原稿B. フランク・コリンズのスピーチ原稿
第 2回全米ロータリークラブ連合会年次大会、船上における即興演説

於　ポートランド　1911年

―― ミネアポリスではどのようにしたか ――
　会長および会員諸君。

　昨日の午後、シアトル・ロータリークラブのピンカム氏が私のそばに座り、私たちは、ロー

タリーについて語り合いました。私は、会員に利益をもたらし、ロータリーを魅力的にするた

めに、ミネアポリスで私たちがしたことの概要を少しばかり披露しました。

　彼は、「この線に添った短い話なら、多分、ここにいる他の代表議員の人たちにも了解しても

らえるかも知れません。」と言いました。ハリス会長はその発言を採り入れて、私たちが、ミネ

アポリスで考えだして努力した方針の概略について述べるために、私の発言時間を延長すると

言いました。（コリンズ氏は、盛大な拍手によって、中央の演台にあがるように要請されました。）

ミネアポリス・ロータリークラブは、１年前の昨年１月、ハリス氏とシカゴクラブの10名の会

員によって組織が作られました。私たちは、チャーター・メンバーの公正なリストの下に、毎

月一回、例会を開催するという考えの下で出発しました。

　毎月一回の例会では、私たちが望んでいるようには、会員の関心を保ち続けられないことが、

この勝負の極めて早い段階で明らかになりました。そこで、会長は昼食の食事をとりながらこ

の問題を入念に調べるために、理事会を開いて、全ての主だった委員会の委員長を招待しました。

この問題は徹底的に議論されて、クラブを良くするために、毎週規則的に昼食会を開催すべき

であることが決められました。

　当時は、７月と８月には例会を開催しない方がいいと考えていましたが、その時期がやって

くると、例会に対する関心が高まってきました。出席についても、７月と８月も例会を続けた

方が得策であるという考え方が、強くなってきて、それ以来、私たちは必ず金曜日に例会を開

くということを守ってきました。

　ロータリークラブの組織では、なすべきことはただ一つであり、それを正しく始めなければ

なりません。正しく始めるためには、ただ一つの方法しかありません。

　自らの利益が得られるかも知れないと思ってロータリーに入ってくる人たちは、間違った部

類の人たちです。それはロータリーではありません。ミネアポリス・クラブによって採用され、

当初から定着している原則は、「Service, not self」です。

　私たちはクラブの会員自らによる例会運営で成功を収めていたので、関心を得るために、外

部からのタレントを招く必要は一切ありませんでした。入会を促すための慣例的な事柄として

行った一・二の例外こそあったものの、私たちの例会は、厳密に、ビジネス・ラインに沿った
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ものでした。

　どのようにすれば結果が引き出せるかという問題については、理事会や種々の委員会の委員

長が慎重に検討し、みんなが完璧な友人関係を作り上げなければならないという前提で決定さ

れました。

　友愛委員会はこの問題を担当して、クラブのすべての会員を完全な友人関係にするために、

その方針に沿ったアイディアを開発して、それを最高の喜びを持たせる方法で成し遂げました。

　私たちは金曜日ごとに昼食例会を開催しましたが、一部の会員が、来週の昼食会のチケット

販売係として、前の週に委員長によって任命されました。チケットはその人の事業所で販売さ

れるので、クラブのすべての会員は、彼の事業所に行くことが重要な義務となり、そこで彼か

らチケットを買うことによって、その人やその人の事業を知ることができます。現在、これは、

友人関係を緊密にするために私たちが用いている、最も喜ばしい方法の一つになっています。

最初、それが提案された時は、いくらかの反対がありました。

　皆は言いました。

「私たちには時間がありません。昼食会に行くために、１時間半かかります。さらに、まわり道

をして切符を買うためには、余分な時間がかかってしまうでしょう。」

　従って、皆が喜んで受け入れるものではありませんでした。提案は、このような方法で彼ら

に知らされていました。

「もしあなたが、このクラブの方針である “Service, not self” に従って行動しているならば、

あなた方は、彼の事業所に行く義務があります。」

　そして、それ以来、私たちは全く何の苦労もしていません。昼食会に出席する会員の90パー

セントは、その人の事業所に行って、そこでチケットを買い、そこでしばしば、事業上の手腕

を発揮します。少なくとも彼らは、商品を見て、事業所を見て、それを通じて友人となり、心

の中に深く刻み込まれれば、ロータリーの枝葉が何であるかが判るのです。

　会員が私たちのクラブの会員に選ばれた時には、右側の席に司会役によって招かれます。そ

して、例会の適切な時間帯に、起立を求められて、司会役によってクラブに披露され、名前や

彼が関与する会社が紹介され、自分の事業についてクラブに簡単に説明するために、２分間が

与えられます。

　その例会が終わるとき、または休憩に入る前には、友愛委員会の委員長が、多分、彼らを連

れてみんなの前に現れて、クラブの出口のドアに案内するでしょう。例会が休憩に入ると、友

愛委員会の委員長はそこに立って、新入会員とすべての会員の双方を正式に紹介します。彼ら

は握手をし、話をし、友人になります。それは、一人前の会員として自立するまで、新入会員

を私たちのクラブと結びつけておくために、現実的に役立っているのです。

　友愛委員会が行った別な活動は、クラブの様々な会員から供給されたメニューに従って、ク

ラブのディナーを手配することでした。そらまめの献立が届けられ、会員の事業所から寄せら

れる全てのもの、すなわち、ロータリーに入っている肉屋からきたロースト・ビーフ、メニュー
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に載せられている会社の名前などが書き込まれた会社に備え付けのメモにはうんざりさせられ

たことでしょう。スープからデザートまでのすべての品物は、クラブの会員から提供され、食

事のメニューが発表されます。それは、今まで私たちが開催したうちで、最も成功した会合の

一つであり、全体の会員の５～６パーセントが参加したものと思われます。

　私たちは、メーカーや卸売業者やクラブ全体が、昼食会や社交的な夜の会合のために、彼ら

の事業所に招待されたクラブの会員のおかげで、数多くの夜の催しを行ってきましたが、これは、

これまで私たちのクラブによって開かれた、夜間の会合の唯一の例です。

　私たちは毎週例会を開いていますが、夜間例会を開く機会を持ったことは一度もありません。

　現在、私は果物の卸売業をしていますが、クラブの会員になるために、私の友人のスレッシャー

氏に会った時に、私はこう言いました。「これはすばらしい仲間の集いではありますが、私にとっ

てどのような利益をもたらす考え方なのかが判りません。しかし、これに参加することはうれ

しいことです。」　そして、私は入会しました。ミネアポリスの通りで何十回も会ったことがあり、

話し掛けるほど知っている人たちのように、知り合いになって、顔をつき合わせてあなた方と

話をしたいと思っていましたが、彼らを知る以上に、ロータリーであなた方を知ることができ

ました。そのことは、これまで私の人生で手に入れた最高の物の一つであり、今日の私の事業

における最大の財産の一つでもあります。

　その後まもなく、私たちはある計画を立てました。当然のことながら、私たちのクラブには、

中心的に事業を営み、クラブの会員の上得意である一人の食料品商がいましたが、同時に、一

軒の食料品店だけを上得意にすることは、クラブの全会員にとっては絶対的に不可能なことで

した。

　何故ならば、あなた方の近所に食料品店があると、必要なものがすぐ手に入って便利だから

です。　ある日、私の息子が私のところに来て、言いました。「お父さん。今日、或る食料品商

がきて、私たちと取引するようにロータリーの会員に勧められたという話をしました。」

　私はその会員に電話して、言いました。

「顧客を私に送ってくれたことに対して、とても感謝しています。」

　彼は答えました。

「何が起こったかについて、あなたにお話しましょう。私はちょうどお金を持ちあわせていたの

で、請求書の支払いをしました。長い間の中で初めてのことでした。食料品商は、お金を貰っ

たことを大変喜んで、私が望んだことを何でもしますと言ったので、私は、彼にあなたのとこ

ろに行って、あなたと取引をするように話したのです。」

　この時以来、私は、その人との取引が増えることを喜んでいます。もし私がそうしなかったら、

それは私自身の誤りであり、そうする機会が私に与えられたのです。

　もし品質や値段やサービスの点で、その人との取引が成立しなくても、その人を私のところ

に回してくれたロータリアンの過ちではありません。今や、近所にある別の食料品商が私を訪

れて、私に話をもちかけるといったことが何度となく起こっています。
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「或る人があなたのことを話して、あなたのところに行って、あなたに会いなさいと言いました。」

　178人の組織のことを理解するようにあなた方に話し掛けるよりも、彼らの一人一人が、そ

れを実行する機会があるときに、私のことを宣伝してもらう方がよっぽどいいということを、

あなた方に話しておきたいと思います。

　私たちは、ミネアポリスにおいて、ミネアポリスを後援するための、全てのクラブの中で最

大の会員数を擁するパブリシティ・クラブを持っています。事実上、みんながそれに入っており、

ロータリアンの99パーセントは入っています。

　数週前、ロータリークラブのある会員が、パブリシティクラブの会長をゲストとして招待し

ました。彼はやってきて、礼儀正しく、私たちに話し掛けながら、会場の中で自由に振舞って

いるのを見てうれしく感じました。彼は言いました。

「皆さん、私は、あなた方に告白することがあります。このロータリークラブが創立された時、

私は創立会員として署名しました。しかし、私は、深く考えすぎたあまり、窮屈で非現実的な

ものに思えたのです。そこで、それには賛成するわけにはいかないと考えて、入会しませんで

した。しかし、皆さん。創立以来、あなた方のクラブをずっと見守ってきて、今日、クラブが

どんなものかが判り、あなた方のクラブは多くのことを実行するクラブであることを知りまし

た。私が創立会員として署名をしながら、このクラブに入らなかったことは、私の人生におけ

る誤りであったと考えていることを、申し述べさせてください。」

　私たちの会長は、創立総会の席上で、講演者の一人がロータリーを表明する原則について述

べましたが、ロータリーの基本とは違った考え方であることを思い出しました。そして、今日

のゲストは、候補者名簿に記載しておくので、その機会が訪れたときには、喜んでいつでも会

員になってくださいと述べました。

　私たちには、クラブから会員が退会したことを判断する規則があります。例会を三回欠席す

ると、原因の調査が徹底的に行われ、欠席者が理事会に呼び出されて、役員がその弁明が正当

であるとみなさない限り、彼の名前は会員名簿から抹消されます。

　私たちは、それを二回強行せざるを得ませんでしたが、共に、結果としてクラブのためにな

りました。私たちは、喜んで参加し、会員になり、規則的に例会に出席できる人たちの候補者

名簿を持っているのです。

　私たちは一緒に例会にでることは難しいとしても、部屋のあちこちから、何人かの人が立ち

上がって言います。

「彼が努力して私にしてくれたことに対して、感謝したいと思います。」

　クラブが創立されて以来、

「私はあなたのために、何々をしました。」と言った人のことを聞いたことはありません。

　このことについては、私たちのクラブでは一度も触れられたことはありませんでしたが、何

十人もの人たちが、彼らに紹介してもらった取引に対して、感謝をしているのです。

　ほんの数週間前、不動産業者が言いました。
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「皆さん、私と8,000ドルを超える金額の売買をした顧客を、或る人が私に紹介してくれたこと

を話しておきます。もし、このロータリーの会員がその顧客を紹介してくれなかったら、この

取引が成功するめどは立たなかったでしょう。」

　このような例は、ありふれたものです。

　私たちは、私たちの昼食のすべての業務を完全に引き受けてくれるハウス委員会を持ってい

ます。私たちに昼食を提供する場所は、ラディソン・ホテルであり、それは疑いなく、わが国

における最も素晴らしいホテルの一つです。ここにいる人すべては、アメリカ合衆国にある最

も美しいホテルの一つで、私たちの例会が開催されていることを、確信していると、あなた方

に言っておきたいのです。

　私たちは全てのことをハウス委員会に任せています。彼らは完全に準備を整え、食物が運ば

れて、私たちの前に置かれます。えり好みする必要はありませんし、無駄な時間を費やすこと

もありません。

　私たちはこういった会員間の友愛の心を長所にしています。

　話を終える前に、クラブで起こった最も喜ばしい一つの例を話しておきたいと思います。

　会員になって半年に満たない人が、例会で立ち上がって言いました。

「皆さん、私は、この街にある、友愛を基盤とするすべての神秘的な組織に入っています。私は

これらの組織に何年もの間所属しています。そして、これらの組織に何年もいたからこそ、率

直にあなた方に言えます。私があなた方のクラブの会員になった半年の間に、私が貸家業を通

じて会った人よりも、より多くの人と心を通わせることができました。私は、妻に言いました。

『もし私の身に何かが起こり、相談や援助やそのほかのことが必要ならば、ミネアポリス・ロー

タリークラブに行きなさい。』と。」

　私たちのクラブを象徴する言葉こそ「Service, not self」です。（拍手）

（RI2680地区　田中毅PDG 訳）
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第３回  国際ロータリークラブ連合会年次大会第３回  国際ロータリークラブ連合会年次大会
1912年　採択　ロータリー宣言1912年　採択　ロータリー宣言

　現代生活における取引上の基準が、人類進化の必要条件であることを認めて、ロータリーク

ラブは社会を構成する個人の利益の融和と、個人の利益との間の適切な関係を示すために作ら

れた。

　より効果的にこの目的を達成するために、制限制、代表制の会員制度が採用され、ロータリー

クラブは事業または専門職種の各分野から一名の代表によって構成されている。各会員は、異

なった職業に従事している代表者と接触することによって利益を受け、その結果、市民生活と

職業生活の責任をより知的に満たすことができる。

　クラブの会員制度の基本は、事業に関連する公共の問題を考慮するに当たって、全体の利害

関係を代表し、特定の人の優位を保障するものではない。ロータリークラブは限定会員制度を

取っているので、一般的に重要な問題については、全体の地域社会の声を反映したものではな

いが、そのような問題に対する活動は地域社会における市民や事業の福祉を進めるに当たって、

かなりの影響を及ぼす。

　ロータリークラブは事業上の公正な取り引き、正直な方法、高い倫理基準を要求している。ロー

タリーにおいては、事業上に影響を及ぼすような現実的、または、暗示的な義務は存在しない。

ロータリーの会員として選ばれたことは、選ばれた会員に対する、クラブの信用と当人に対す

る好意の表れである。当人の事業を通じて、当人自身を表現しているのであるから、積極的に

代表することが期待される。

　ロータリークラブにおける会員資格は、特権であると同時に機会でもある。そして、その責

任は同僚に対して正直で効率的な奉仕をすることと、思慮深く接することである。

奉仕はすべての事業の基本である。

　最もよく奉仕する者、最も多く報いられる。

（出典：ロータリーの源流　RI2680地区 田中毅PDG）
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1913年  全米ロータリークラブ連合会1913年  全米ロータリークラブ連合会
バッファロー大会スピーチバッファロー大会スピーチ

― 事業を成功させる哲学と倫理 ―
アーサー・Ｆ・シェルドン

　会長、来賓の皆さま、そして紳士淑女諸君。

　今宵、この壇上には、「兵隊さん」のように綺麗に勢ぞ

ろいした一団が控えて、私を応援してくれています。私

は勇気を持ってこのテーマに挑戦し，十分注意を払いな

がらも恐れることなくこの機会に挑戦してみたいと思い

ます。今宵は、何も結論を出すことはできないかも知れ

ませんが、最善を尽くすつもりです。つい先日、霧のロ

ンドンから、太陽の燦燦と輝く「シェルドンの森」にやってきた私が、暫時証明するつもりです。

　明日、お話を聞く予定になっている偉大なる人物、エルバート・ハバード氏はかつて、弁解

するよりも、説明する方がいいと語りました。

　今夜は、めったに頼んだことのない医師からの直接の忠告を聞いているのだと、ロータリー

の友人であるあなた方に言っておく方が間違いないと思います。その上で、私は親切に手を差

し伸べているつもりです。私がしようとしていることは、私ができる最善のことであり、必ず

私が成し遂げるつもりであることを、あなた方に約束いたします。（拍手。）

　ある夜、偉大なる西洋の魔術師バーバンクとの楽しい会話で、私たちは意気投合して、こう

言いました、

　「バーバンクさん。もし私が、あなたが如何に素晴らしいことをしてきたか、また、あなたが如

何に素晴らしい友人であるかを話すために、大切な時間を十分取らなくても、許してくれますか。」

　彼は言いました。「シェルドンさん。それは、ずっと前から聞き続けてきた、いい話です。多

くの人がここにやって来て、その件について長時間話し込みます。」

　だから、多くの素晴らしいことや、素晴らしい人たちについて私がお話することを許してい

ただきたいと思います。

　何故ならば、私たちは全員、ロータリー精神やロータリークラブの存在を認め、その考え方

について議論してきたので、ロータリー精神やロータリークラブについてうまく言うことがで

きるからです。

　今宵、私はあなた方の前に立って、詭弁やお世辞抜きで話をするつもりです。ロータリーの

活動と私の活動とは同一であることに誇りを持っていますし、私の力の及ぶ限り、いろいろな

方法で、常にそれを支えることが私の喜びです。
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　今宵、「哲学と倫理」というテーマでこの国際大会で演説できることは、この上ない名誉であ

ります。

　まず、私は三つの言葉を使って正確な意味を定義したいと思います。

　私が考え付く限り最も適切な定義は、「哲学」とは「原因によって引き起こされた結果論」で

あり、「倫理」とは「他人に対して正しい行為をする学問」だということです。

　「事業」については、多分「多忙」という見地から、今夜、議論することになるでしょう。マ

ルホランド氏が述べたように、たとえ弁護士であっても、もしその人が成功している弁護士な

らば多忙なはずです。

　今夜、私達が議論しようとしている事業というものは、別な角度から見れば、たとえ、世界

中が働く人で満ち溢れていたとしても、人間の能力が及ばないほど数多く存在します。

　私は、私の責務として、「成功させる」という言葉をこのテーマに勝手に付け加えて、「事業

を成功させる哲学と倫理」にしたいと思います。従って、その詳細な討論に入る前に、「哲学と

倫理。事業との関連性」と読み替えることによって完全なテーマとした上で、このテーマを更

に自由に展開していくつもりです。

　更にもう一つの定義が必要になってきます。それは「学問」の定義であり、私たちみんなが知っ

ているように、「体系づけられた知識」または分類された常識です。

　事業を成功させるという素晴らしいテーマに、強い関心を抱いている全世界の人たちの数は、

ロータリアンの数とは比較にならないほど多いと言っても過言ではないでしょう。

　今日私たちは、能力という学問の時代に生きているというのは本当でしょうか。

　能力という考え方に基づいて、体系づけられた知識の可能性を認識することが学問なのでしょ

うか。

　人間の能力全体に関して、すべての自然の法則を広くカバーするような、また、効果的に活

動できるように、基本に忠実な論理的な整理ができているのでしょうか。

　ある夜、ずっと長い間、私にとっては不可能であると思っていたことが、私のすべての人生

の関わりにおいて、成功を収める能力は、運不運の問題ではなく、また、意識するか、しない

かに関わらず、神との永遠の摂理に従うか否かの問題であるという事実に気づいた時、すべて

解明できたことを白状します。もし学問を超えたものならば、それを自然の法則と呼んでくだ

さい。もし宗教ならば、無限の法則と呼んだ方が、判り易いかも知れません。

　今夜、私は、自らの事業において成功を収めるとか成功を勝ち取るとかいった問題は、たと

えそれがどんなことであろうとも、また、意識するか、しないかに関わらず、自然の法則に従っ

たか否かの問題であるという前提で、話しを進めたいと思います。

　最も重大な関心を持ってあなた方に説明する次の基本的な事柄は、あなた方も私も世界中の

誰でも、いかなる団体の人でもできる事柄であり、当然の事ながら、成果を収めるという自然

の法則との相互関係を心の中心に置いた、この偉大なるロータリーの組織にもできることであ

ります。
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　とどのつまり人生に関連するすべての事柄は、「私」と「あなた」と「私とあなた」に共通し

て関係する事柄、四番目に双方の了解の下で「私とあなた」が心を通い合わせて成し遂げた事

柄という、僅か四つ要素によって成り立っており、かつ分類できるという、簡単な理由に気づ

かなければなりません。

　商売の判断やビジネスの世界でも、この考え方を採用してください。もし、世界に一人の人

間しかいなければ、取引を行うことはできませんもし、二人以上の人がいたとしても、彼らが

話し合いをして関わりを持たない限り、取引は成立しないでしょう。もし今夜のように、相談

することが沢山あって、世界中から多くの人々が集まっても、二人の人の心が通じ合わなければ、

取引は成り立たないのです。この四つの普遍的要素によって、すべての自然の法則が成り立っ

ているのです。

　今夜は、自然の法則について気づいている比較的少数の人たちや、実在するにもかかわらず、

ほとんど気づいたことがない人たちと、議論を闘わす時間なのです。

　私は、様々な職業を代表する実業家として、この理論的な四つの要素を備えることに、重大

な関心を持って挑戦することを希望します。「心を通い合わせること」は、重力の法則が自然界

を支配しているように、現実の法則として精神界を支配しているのです。

　私は、このカードから手を離そうとしています、その瞬間何が起こるのか、皆、知っています。

（カードは床の上に落ちます）

　先日、イギリスに行ったとき、このようなカードを放したら、同じようになりました。（笑い）

　ドイツでも同じでした。人間が作ったものではなく自然の法則だからこそ、普遍的なもので

あり、永遠に起こるのです。ちょうど自然界における法則と同じように、精神界において、ま

さに的確に心を一致させる普遍的な法則です。

　今夜、ここに居られる大部分の人たちに説明するに当たって、皆が知っているような話をす

る方が無難ではあると思いますが、人間の能力に関連した倫理と哲学の問題に話題を向ける方

が効果的ではないかと思います。

　多分ここにいる皆さま方全員が知っているとは思いますが、一人の人から他の人に品物が受

け渡しされるという事態が起こった時に、最初に行うべきことがあります。その最初のこととは、

品物を納める側の当事者が好意的な配慮をすることです。この重力の法則が物質界の法則であ

るように、精神界の法則もそれに劣らず、好意的な配慮、適切な供給、関心の喚起、興味、適

正な拡大、要望の変化、要求等がさらに強くなり、行動が変化してきます。これは理論ではなく、

自然界の永遠の法則です。

　商売の心理をもう少し進んで調べると、好意的な配慮や興味や欲望や反復行動 ― もちろん、

私たちはみんな、商売の勘定の中にリピーターが織り込まれていることは知っていますが ― を

取ってもらうためには、信用がすべての取引の根底であるという法則を認めなければならない

ことや、私たちが与えたサービスに対して、相手に満足してもらうためには、信用を得、信用

に値し、信用を保つことで、結果として私たちが満足することが判るのです。
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　商売の心理の中には、七つの原則があります。順番にそれを列挙すれば、まずにあげられる

のは奉仕、次いで結果として得られる満足感、結果として得られる信用、結果として得られる

好意的な配慮、興味、欲望、行動です。

　長い間、私の心の中では、ロータリーの理念の中心的な思考である奉仕に対する疑問が、私

にとっての大きな難題でした。私はそれを分析して、答えを得ようと試みました。しかし、イ

ンドの哲学者であり作家であるバガバン・ダスの本を読む日までは、その答えを見つけること

はできませんでした。ある部分を読み下っていくと、次のように書かれた、神秘的な真理の三

つの言葉を見つけたのです。「量、質、管理の状態」。

　多分、バガバン・ダスは、商売を懐疑の目で見ていたのでしょう。私は、彼が、むしろ、商

取引を汚い物として見下しており、生き様を変えることによって職業としては避けるべきだと

考えているのではないかと推察しました。しかし、真理のささやかな三原則「量、質、管理の

状態」を見つけたとき、奉仕の分析を見つけた感じで、思わず万歳を叫びました。

　それぞれの町にあるロータリークラブは、事業における職種の業界を代表していますが、そ

の職種が何であるかにかかわらず、その業界は支払ったお金にふさわしい、正しい品質、正し

い量を供給し、その管理状態 ― 企業のすべての部門の管理を意味しますが ― は正しくなけれ

ばなりませんし、サービスも正しく、その結果威力を発揮した信用も満足感も正しいものでな

ければなりません。

　それによって、リピーターとなる顧客の問題は解決されるのです。このようにして、私達は、

世界中の商売が成果を挙げる学問に、少なくともささやかな灯が点るのを見ることができるの

です。

　今宵、私の意見として最初に述べたように、この倫理や能力論に関連する言葉こそ、他人に

対して正しく処する学問として扱うべきです。商売の心理を考えると、私たちはなぜ対価を支

払うのでしょうか。「なぜ支払うのか」と、私は敢えて言います。金儲けをすることは決して悪

いことではないのに、それを否定する人がたくさんいます。私はその考えに同意することはで

きません。

　長い間、世界中の偉大なる宗教は、あの世へ行くための唯一のパスポートとして良い行いを

することを説いてきました。

　他人に対して善行を施したことに対して、この世において今、配当をもらっているのだとい

う事実に、世界中の人々が目覚める時です。（拍手）

　ロータリアンやビジターの皆さま、今宵は、私たちが死んでから行くあの世の話ではなく、

今この世における幸せという立場に立って、お話をしているつもりであることを覚えておいて

ください。

　自らの弟子に「すべて人にせられんと思うことは、他人にもその通りにせよ」と言わしめた、

嘆きの人、ガリラヤの民こそ、未だかつてなかった最高のゼネラル・マネージャーであったと、

私は敢えて申し上げたいと思います。
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　彼は、これまでの世界の歴史上、誰も考え出したことのない、最も優れたビジネスの原則を

発表したのです。そして、世界の各地にその拠点を持っているのです。（拍手）

　私達はその考え方に戻るべきです。「すべて人にせられんと思うことは、他人にもその通りに

せよ」の教えに従って熱心に活動しようとしない、彼の弟子だと称する人がたくさんいること

も事実です。しかし今日、キリスト教会がその信条にこの標語を適用しようという動きが熟し、

キリスト教教会が世界中で力を持つようになってきてからは、未だ考えられなかったように、

キリスト教の教会に属するすべての男女が、最初から最後まで、毎日のようにこの信条を守って、

取引上でも、彼らが他人からして貰いたいように、他人にしているのです。

　孔子は、「汝の欲せざるところを、他人に施すなかれ」と述べて、否定的な手法で同じ真実を

説いています。多分、嘆きの人はそのアイディアを借りたのでしょう。

　しかし、いまやロータリーは、取引における言葉として、「最もよく奉仕する者、最も多く報

いられる」と言えるようになったのです。（拍手）

　あなたが他人からして貰いたいように、あなたが他人にしようと思えば、どのように奉仕を

したら良いのでしょうか？

　友人に対して精神的な境地に達するためには、物質的な欲望を持った人間として訴えかける

もろもろの話から離れて、知性を持った人間として出発する必要があります。

　すべての人間には、七つの原則があります。まず、宇宙が創造されて、この肉体が出現します。

次いで、これら二つを活性化する重力の原則が現れます。更に、あなたや私だけでなく、動物

がもっている本能が現れます。あなた方の犬は全てを知っていますが、自分が全てを知ってい

ることを知りません。

　その原則の上に、知性が現れます。そこで、私達は、考えたり、記憶したり、想像したりす

る人間を見つけるのです。その原則の上に真心が現われ、結果的にその上に、心そのものが現

われるのです。

　あなたは、現在の若者に対して、心の最終的な要素とは甘い誘惑と決別し、自分が他人から

して貰いたいことを他人にしなければならないことを、語りかけます。

　報酬が得られないことは、大きな関心があったとしても、あなたがよこしまな心や考え方を

超越して、精神的な境地に到達し、利益を得るためには奉仕をしなければならないし、利益を

得るためには公正にしなければならないことを確信し、真心が届く範囲内で、寛大な心で、仲

間を助けるために、対価を支払わなければなりません。それが将来に繋がってくるのです。

　私たちは誰でも、衣食住を必要とし、それら全てはお金がかかります。

　私は、普通の宗教家は、彼の教えの通りに実践すれば、大金を得ることは出来ない、という

思い違いをしながら布教活動をしているのではないかと時々思うのですが、どうでしょうか。

　実際のところは、それを実践に移せば、大きなお金が得られるのです。「自分のためにいいこ

とをしなさい。」の代わりに、「他人のためにいいことをしなさい。」と説けばどうでしょうか。

（笑い）
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　現時点において、それは真実でしょうか。現実的な常識でしょうか。それとも理想でしょうか？

ここで、マイヤーズに関する短い話をしてみたいと思います。

　マイヤーズは貧しいドイツの農夫でした。彼はたいしたお金を持っているわけではありませ

んが、小さな畑を買うだけのお金を持っており、畑を探していました。彼はある畑に目をつけ

ましたが、まわりの人たちは、それを買うべきではないと言いました。

　彼は「どうして？」と尋ねました。

　彼らは、「あなたが買おうとしている土地の近所に住んでいる人は、全くの人嫌いで、うまく

付き合えない人です。彼がそのような悪い隣人なので、２～３人の人たちが土地を売りに出し

たのです。」と言いました。

　彼は、「誰とでも、うまくやっていくよ。」と言いました。

　彼は畑を買いました。畑を買ってから数日後に、彼が問題の男の森の近くで畑を耕していると、

その森で火事が起こりました。マイヤーズは自分の馬を柵に繋いで、火を消すために駆け出し

ました。

　問題の男は煙を見て、やってきて、柵によじ登り、マイヤーズが火を消している様子を見て

いましたが、彼を手伝うために立ち止まろうともせず、彼に火を消させたまま、感謝の言葉さ

え述べずに引き返しました。マイヤーズは、そのことを笑われ、心貧しい仲間たちは、やっぱ

り間違いだったと言いました。

　それから数日後、彼は町に行く途中で、問題の男とすれ違いました。彼は泥の中で立ち往生

しており、一人で抜け出すことができませんでした。マイヤーズは、馬の手綱をほどいて、フッ

クの先に引っ掛けて、彼を引き上げました。その男は「有難う」の一言も言わずに、その場を

去りました。今は、残念なことには、普通の教会の信者でも、彼がこの時他人にしたように、

他人にすることを避けるようです。しかし、マイヤーズは、親切な行動を取り続けました。

　遂にある日、問題の男が、マイヤーズの家にやってきて、「あなたは、泥から私を引き上げ、

火事を消してくれた人ですか？」と言いました。

　彼は「そうだ」と言うと、彼は、「私の家内が、もし私があなたのところに行って、あなたに

お礼を言わなければ、私と別れるというのです。そうなったら困るので、やってきたのです。

私がここにきたのは、あなたと話がしたかったからです。私はあなたの友人になりたいと思っ

ています。世の中の人は、みな悪い人だと思っていました。だから、私は人嫌いになったと思っ

ていましたが、少なくとも一人はよい人がいることが判りました。だから私は、友人になって

ほしいのです。」

　そして、彼らは友人になりました。一人の友人を見つけてから、彼は他にも友人がいないか

捜しはじめ、多くの友人を見つけました。そして、彼は幸福な人になりました。

　問題は、なぜ、マイヤーズが、他の人たちがするしないにかかわらず、「最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる」という教えを文字通り実行したかにあるのではないでしょうか？

　現在、マイヤーズは、1,500万ドルの会社のトップになっています。競争相手がどうあがこ
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うとも、彼の得意先を奪うことのできないような方法で、彼の会社の顧客や顧客の全員は、彼

に好意的な関心を抱いているのです。そして、さらに、彼は、彼の会社において当然起こるべ

きストライキすら起こさないような方法で、従業員たちから、好意的な関心や興味や要望、再

三にわたる好意的な活動を得ているのです。（拍手）

　彼の従業員は彼を愛し、彼にはむかうのではなく、彼のために奮闘しているのです。私は、

あなた方に友人として言います。労働者対資本家、資本家対労働者の争いごとは、双方の恥ず

べきことです。神の永遠の法則を知らないことから生まれるのです。（拍手）

　シェイクスピアが、私たちの唯一の犯罪は無知であると言ったのは、当を得ています。そして、

無知と勤勉さの欠如であることは、誰でも知っています。誰かが、キリスト教は間違いを冒し

ていると言いました。しかし、それは一度も証明されていません。（拍手）

　私は、あなた方に言いたい。世界の人々の信条が、「汝が欲することを他人にもせよ」の考え

方、別の言葉でいえば、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」になれば、大きな進歩を

するに違いないと。それは商売の道を通じ、毎日の活動の道を通じて成し遂げられなければな

りません。私たちは一週間に一回お祈りするのではなく、一週間に七日間働かなければならな

いのです。

　世界中で多くの人に会いました。そして、多くの国を訪れることが私の特権でもあります。

私は、真のロータリアンの心とは、各人が自分のためではなく、他人のために奉仕するという

この教えにめぐり合って、一週間に七日間励むという純粋さであることを発見したのです。

（その通りの声：拍手）

　私はそれが真実であると信じていますし、それが真実であることに、疑いを持っていません。

　ここに集まっている多くのロータリアンは、国際大会のために集まっているのであって教会

の信者として集まったのではありません。しかし、もし文字どおりに、「最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる」の教えを実行したのならば、あなたが意識しようとすまいと、キリスト

がすべての弟子に、実行するように話したことを、あなたは実行しているのです。あなたはキ

リスト教のまさしく本質を実行しているのです。

　私は、見知らぬ国への旅人としてロンドンに訪れた日、大都会のロータリークラブのビグロ

ウ会長とスミス幹事がまず私に挨拶をして、私をくつろがせてくれたことを、決して忘れるこ

とはありません。

　あなたが3,000マイルの海を渡り、誰も知っている人がいない場所に上陸した時、如何に大

きな助けであるかを、お話ししているのです。

　しかし、私たちは、純粋な商売上の見地から、このことを考えて見ましょう。

　自分のためにやってくれた人に対して、問題の男は、マイヤーズに対して報酬を支払いまし

たか。あなたや私は、他の人たちに、自分の火事を消させたり、泥から助けさせたりしますか。

　そうではありませんね。それは他人に対する奉仕です。長い目で見れば、マイヤーズは報酬

を得たのでしょうか。報酬を得ました。何故なら、彼は問題の男を決断させたからです。
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　そのような人は、星の中で惑星が際立つように、ビジネスの世界の中でも一際際立って見え

るのです。如何に謙虚に振舞おうとも、隠しきれるものではありません。彼がその教えを実行

すると、従業員も顧客もその教えを同じように実行します。

　あなたは彼を止めることはできませんし、奉仕の教えを実践して、真の仕事に励んでいるロー

タリアンを止めることはできないのです。

　私たちは機を逸しました。自分のためにそれをするように、余力を蓄えているようにも見え

ますが、定かではありません。しかし、私は、今や、能力論との関連性について、原因によっ

て結果が生じるという考え方に基づいて、哲学的に議論する方が良いのではないかと思います。

　倫理との関連性、他人に対する正しい行動、能力論との関連性を明確にすべきだと思います。

事業における効果的な能力として、原因による結果、哲学との関係とは何でしょうか。一体ど

のようなものなのでしょうか？

　ひとたび、世界が自然の法則の支配のもとで生きているのだという事実に気付いた時、私た

ちは効率のよい行動の指針の下で、力強い進歩を遂げることができるのです。

　今夜、そのテーマを詳細に解説する時間があれば良いのですが、完全な討論は無理としても、

原因の七つの普遍的な原則と、人間の能力に関連する哲学の効果について、簡単に言及するこ

とに、止めておきたいと思います。

　もし創造主が、ペンで本に書き込みを入れたり、今夜このホールで歩いたりすることができ

るような生物であったと仮定して、私たちが創造主に対して、「原因や能力を判定する基準は何

ですか？」ではなく、「能力の価値を判定する基準は何ですか？」と聞いたとしたら、どんな答

えが返ってくるでしょうか。

　創造主は、「全ての個人の能力の価値は、その仕事に必要な管理の程度によって変わります。」

と答えるに違いありません。

　そこで、私たちは普遍的な法則が必要になってくるのです。管理の必要が少なければ、その

分野における、その人の能力の価値は大きいことになります。その反対に、その人に非常に多

くの管理が必要になれば、その人の価値はなくなります。

　何故でしょうか？何故ならば、奉仕をしなければ、利益を得ることはできないからです。そ

れが、人間の能力に関連する、原因と結果の最初の法則です。

　オフィス・ボーイ、ゼネラル・マネージャー、販売マネージャー、外交セールスマンなど、

多くの管理が必要な人たちほど、何も達成することはできません。

　もし私たちが、本当に哲学者になって、哲学の観点から能力を研究しようとしているのなら、

その原因の研究に戻る方がいいかも知れません。

　そして、こんな質問を創造主にします。「どんな理由で、管理の必要性があるのでしょうか？

なぜ特定のゼネラル・マネージャーが他のゼネラル・マネージャーよりも、特定の販売マネー

ジャーか他の販売マネージャーよりも、また、特定のオフィス・ボーイが他のオフィス・ボー

イよりも、より多く管理する必要があるのでしょうか？」
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　もし、創造主がここにいて、私たちと話すことができるなら、創造主は、多くを語らず、た

だ一つの答えをするでしょう。

　その答えとは「全ての人に管理が必要なのは、ただ一つのこと、すなわち間違いを冒すから

です。そして、間違いには、過失による過ちと作意による過ちの二種類があります。」

　そこで、再び、私たちは法則を見つけます。法則にはこのように書かれています。「すべての

人に対する管理の必要性は仕事上犯す間違いによって異なる。」前者は逆説的な法則であり、後

者は直接的な法則です。

　そこで、できる限り、私たちが喜ぶやり方をすべきだとして、「はい、私達は組織を持ってい

ます」と言います。しかし、私は、後戻りすることよりも、前に進まないことを心配しています。

創造主に対する次の質問は「どんな理由で間違いを犯すのですか？」というものです。そして、

創造主は、すべての間違いは人間性の否定によって起こると答えるに違いありません。しかし、

すべてのロータリアンは、その偉大なる原則に反対の立場をとるのではないかと思います。

　私たちは、全ての自然現象には二元性があることを知っています。明るさに対して暗さがあり、

暑さに対して寒さがあることは、あなた方もあなた方の従業員もそして全ての場所にいる人た

ちにとっても同様です。

　私たちは、明るさと暗さ、暑さと寒さ、積極的または消極的な性格があることを知っています。

記憶は消え去るものであり、信頼には疑惑が、愛情には嫌悪が、勇気には恐怖が、正確には不

正確があるのです。そのようにして、あなた方は人間の心理を完全に分析することができます。

人間の全ての間違いは、個人個人の消極的な性格の幾つかが組み合わされて、描き出される罪

であることが判ります。

　もし私たちが間違いを減らして、能率を高めようとするならならば、あたかも明かりが闇を

追放し、信頼をはぐくむことが疑惑を追放し、愛情をはぐくむことが嫌悪を追放するように、

積極性を強めなければならないという結論に到達するのです。そのようにして、積極性と消極

性の劇は幕を閉じるのです。

　どうしようもない無力さで従業員の手を握って、「大丈夫だよ。だけど働き続けようと思うの

なら、注文を取ってこなければ駄目だよ。」と言っている雇い主を可愛そうだと思います。遺伝

と環境の鎖に縛られている人を、可愛そうだと思います。

　私が先ほど触れたバーバンクは、彼が成し遂げたすべての素晴らしいことは、彼が二つの簡

単な原則にのっとって成し遂げたからであると語っています。

　最初の原則は、実質的に変わらない物でも、最終的には変えることが可能であること。次の

原則は、遺伝とは、過去におけるすべての環境の結果であることです。

　そして、彼は、これらの二つの簡単な原則に取り組んで、種のないプラム、とげのないサボ

テン、色のあせない花を作ったのです。更に彼は、梨の木の仕事に取り組んで、梨の収穫高を

かつての二倍に引き上げました。「私がこの方法を作り出しました。ちょうど創造主が私を作っ

たように、人生を成し遂げなければなりません。」と言っている人を知っています。
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　ロータリアンの、奉仕をしたいという願望と奉仕をする能力の間には大きな差があります。

如何なる人の奉仕をする能力も、体と心と魂の積極性の開発に比例しているのです。

　終に私たちは、原因と結果に関する次の法則にたどりつきました。すなわち、どのようにし

て開発し、発展させ、成長させるかという原因によって、人間の能力という結果が生まれると

いうことです。

　全ての事柄は、「教育」という短い単語の中に封じ込まれており、時々それが問題にされるよ

うに思えてなりません。

　私がヨーロッパに行く直前に、少し前までボストンで学んでいた人が、私に挑戦してきました。

私は、教育こそが活力の鍵であると言いました。彼は「いいえ、それは間違っている。ニュー・

イングランドには、生計を立てるために苦労している、ハーバード大学やエール大学の卒業生

がいっぱいいる。」と言いました。

　そこで、私は、「あなたは私を誤解している。」と言いました。「ハーバード大学やエール大学

を卒業したこれらの人々は、教育がないために賃金を得るのに苦労しているのではなく、精神

的な消化不良のために苦労しているのです。」（拍手と笑い）

　私を誤解しないでください。

　これまで私が会ったことがある何人かの人たちは、大学に行って最高の教育を受けています。

私自身でさえも、自分に対して失望しており、私が卒業した段階では、十分よい教育を受けた

とは言えません。私の教育が完成されるまでには、長い道のりが残されているのです。

　今日の私よりも、今日から一年後の私が全く進歩していないと感じるのは、嫌なことです。

しかし、これまで私が会った良い教育を受けた人たちの何人かは、大学に一度も行ったことの

ない人たちであり、私が会った殆どの人たちは、大学に行ったにもかかわらず、いい教育を受

けていないのです。そして、私が会った殆どの人たちは、大学に行ったことがないか、いい教

育を受けたことがないのです。（笑い）

　従って、大学における訓練や教育は、教育の同義語ではないという結論に達します。その語

源に戻って、その簡単で短い単語を見てみましょう。

　「能力を引き出す」ことを意味している「E」と「duco」が発展し、広がって、「教育」とい

う簡単な単語の基になりました。大学のラテン語の教授なら誰でもそのことを知っているはず

です。

　私は、時たま面白半分にそれを試すために、ラテン語の教授に「教育とは何ですか？」と尋

ねます。普通は、「学問や教養やその他多くのことを得ること（数多くの異なった回答がされま

す）」という答えが返ってきます。

　そこで、私は、「えーと、あなたはラテン語を教えているのでしょう？」と尋ねます。

　「そうです。」

　「教育という言葉の由来は何であり、語源は何ですか？」

　「e duco」です。
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　「それは、どういう意味ですか？」

　「能力を引き出す。」ことです。

　「しかし、私は、あなたが、教育は知識を得ることを意味すると言ったと思いますが？」

　「技術的なことを望むのなら、それでもいいですが。」

　「いいえ、違います。技術的なことではなく、言葉の本当の意味、言葉の語源に戻るべきです。」

　殆どの大学の教育課程や教育システムは、まさに、知識を詰め込むことを意味する教育で組

まれており、決して、本来の教育を意味するものではありません。人間の資質の開発や発展を

意味し、それが、彼を勝者に導くのです。何を通じてでしょうか？

　それは、奉仕を通じてです。奉仕をすることを自らに適用することによって、自らの資質を

開発するのです。

　単に奉仕をするだけではなく、自然の法則に従って、勝者となる義務があるのです。

　そこで、問題はどのようにして引き出し、発展させるかです。それに対する答は非常に簡単

であり、世界中の人たちはそれに対してほとんど完全な見解を持っていると思います。

　私が、それがどんなものであるかを見るのは、非常に簡単です。例えば、腕を曲げることによっ

て、筋肉の能力を引き出すことができます。創造主は私たちに大きな筋肉を与えてくれません

でしたが、かなり良いものであり、かつ強いものです。何かをする必要があるときには、その

力を利用し、興奮が鎮まっているときは、その筋肉を適切に育てて、上手に使います。

　大学に通いながら、成功する資質を引き出せなかったこれらの人たちの不幸は、精神的な育

成が欠如していたために、精神的な筋肉を活用すること、すなわち成功するために開発すべき

資質を育むことが突然停止したことです。

　今晩、バッファローの先生方を呼んで、みんなに「２＋２は幾つですか？」という質問の答

えを紙に書くように頼んでみてください。すべての先生の答えは、何回しても「４」です。間

違えることはありません。しかし、同じように先生方を呼んで、彼らに、「教育とは何ですか？」

という質問の答えを紙に書くように頼んでみてください。数多くの異なった答えが返ってきま

す。

　「教育とは何ですか？」という質問に対する正解は、ただ一つしかありません。

　それは「教育」または「発展」です。この町のまたは他の町の先生方に「発展」させるため

の方法を、同じように質問してください。先生方の数と同じくらいの多くの答えを得ることで

しょう。「２＋２は幾つですか？」という質問に対する回答が一つであるのと同じように、「発展」

させるための方法や、「育成＋活用」の質問に対する回答も一つであるはずです。（拍手。）

　私たちは体の筋肉のような対象物を見ることができます。精神的で道徳的で崇高な筋肉がバ

ランスよく完全に備わり、それが適切に育てられ、上手に使われているという事実に、世界中

の人は気がつくべきです。

　ロータリー精神が好きになる一つの例です。

　ロータリークラブの会員である仲間に、仲間が備えている奉仕の心を学んだり活用したりす
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るチャンスを与えてくれます。

　助けることはできないとしても、精神的な成長を引き出すことはできます。それは偉大なる

離れ業です。それをしている人たちの多くは、何をしているかを知りませんが、彼らが自覚し

ていることよりも、もっと良いことをしているのです。私達が他の仲間に奉仕をする際には、

私達がしていることをよく理解してもらうように、光を当ててください。

　そして、結果はどうなりましたか？体を適切に育て、上手に使ってください。その結果、更

に持久力が増します。頭脳の能力を高めるためにも同じ事をしてください。その結果、更に能

力が高まります。人間の品性、信頼、勇気、正直、奉仕の心についても同じ事をしてください。

その結果、より多くの信頼性を引き出すことができます。意志を強くするためにも同じ事をし

てください。その結果、更に行動力が増します。

　そして、あなたは、能力のある頭脳と、信頼性のある精神、持久力のある肉体、行動力を備

えた意思を持った人になれるのです。その全てを備えているのです。

　そして、あなたは公明正大で、多才な人、そして、奉仕をしたいという願望だけではなく、

奉仕を実践に移す能力を持った唯一の人、真のロータリアンになれるのです。（拍手）

　そろそろ、この話題を中止して、結論を述べた方がいいと思います。

　私は、彼らにメモを送ることを約束しました。私は、スピーチ原稿を書く時間を作ろうと努

力します。そしてそれが、ザ・ロータリアンの国際大会報告にいい記事となって発表されるの

です。（笑い）

　政治的な混乱やそれに類することに捉われず、世の中を高めていこうとしている、ここにお

られるロータリアンにとって非常に重要だと思われる、結論に関係する短い言葉を述べたいと

思います。

　今日、私は、僅かな時間しか、国際大会に出席することができませんでしたから、決議案を

採択するための動議や、ハリー・ホイラーのレポートによって説明された幾つかのアイディア

に関する討議について、重大な関心を抱きながら話を聞きました。

　ドルフ氏は、私を招待する手紙の中で、「ロータリー精神の大きな役割は能率を高めるという

信条を進めることだと思います。だから、何かをしようと思ったら、自らの呪縛を解き放って、

能率を高めるというテーマに基づいて、あなたが望む方向に進むべきです。」と述べました。

　今、私は、何人かの少年たちの考え方は、多分、幾つかの忠告をしたシェルドンによって、

大きな機会が与えられ、ロータリー精神の下でその機会が広がることを喜んでいるのではない

かと思っています。

　しかしながら、私たち自身のためや、私たちの会社の能率を高めることだけではなく、可能

な限り多くの正しい行いをするように、そして、現在のことよりも未来を考える人になるように、

友人として言っておきたいと思います。

　現在のことばかり考えて、未来のことを考えない人は、精神的な盲目に等しいと、いう諺を知っ

ているはずです。
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　数年間の計画を立てる人は凡人です。生涯の計画を立てる人は天才です。世代を超えた計画

を立てる人は予言者です。ロータリアンの中には多くの予言者がおり、ロータリー運動の父、ポー

ル・ハリスはその最たるものであることは、周知の事実です。

　私たちは、私たち自身や従業員の能率を高めることは可能ですし、そうすることは素晴らし

いことです。しかし、未来のことを考えましょう。精神的に盲目にならないようにしましょう。

　今宵、ここに皆さんと共にいるという名誉を与えてくれたロータリアンの関心に応えるため

に、私がなすべきことは、現在の学校制度の欠点について述べること以外にはないでしょう。

そして、私たちの教育制度を良い方向に改善するために、あなたが家に帰ってから少しでも助

かるために、今夜の私の努力は、決して無駄ではないと思います。

　私たちの学校制度の三つのささやかな批判を改善するために、三つの提案をします。

　まず、トップ・ダウンではなくて、ボトム・アップすることです。

　これは、次のことを意味します。昔、最初に大学ができた時には、教育は庶民のためのもの

ではありませんでした。マルホランド弁護士が今日言っていたように、牧師や教師や国の仕事

を管理する人たちの階級のものであり、商業や農業にたずさわる人や平民階級のものではあり

ませんでした。これらの国では、「教育はあなた方のためにあるのではない。」と言っていました。

大学のカリキュラムは専門知識を学ぶために組まれていました。

　高校卒業後のカリキュラムは、どのように編成されていたのでしょうか？学生が、大学を卒

業できるように組まれていたのです。

　そして、自由の日、マグナカルタ以来、義務教育が採用されて、それを望むか望まないかに

かかわらず、商売の道を歩むか別の事業の道を歩むかにかかわらず、子供たちは学校に行かな

ければなりませんでした。

　そのカリキュラムとは何だったのでしょうか？あなたたちのうちの何人かは、私と同じ道を

歩んできました。小さな赤い校舎を振り出しに、私の人生に対する大志が、高校に入学し、大

学に入学するためのカリキュラムを通じて得られたのです。

　小さな赤い校舎から首席で通し、専門知識を学ぶ上でも、大学でもずっとずば抜けた成績で

トップでした。しかし、社会に出た時は、商売については何一つ知りませんでした。

　「Ｏ.Ｋ.」の意味さえ知らなかったのです。（笑い）

　私は商品を売るために、路傍に出ました。私はいい成績をあげました。そこで、彼らは愚か

にも、私をマネージャーにしました。

　私がマネージャーになった初日に、秘書が私の方にやってきて「シェルドンさん、これで

Ｏ.Ｋ.ですか？」と言いました。

　私は、「どういう意味ですか？」と言いました。

　彼女は、「もし、これでいいのなら、この上にあなたのイニシャルを書いてください。そして、

その下にＯ.Ｋ.と書いてください。」と言いました。

　このようにして、私は300万ドルの会社の支店のマネージャーになりました。
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　私は信用とか宣伝については、何も知りませんでした。私は、人生の学校で学ぶことによって、

販売術に関するすべてを知ったのです。

　当初は、恐ろしいほど下手な仕事振りだったので、人は心配して「若い人よ、この仕事をい

つまで続けるつもりかい？」と言いました。私は「そんなに長くはありません。」と答えました。

仲間の一人は、「はっきり言うべきだよ。もし私があなたなら、見切りをつけるのに。」と言い

ました。

　最初にシカゴに行ったとき、どのようにして書類をファイルするのかを知りませんでした。

そこで、私がこれまでに売った沢山の本がファイルされた魅力的な書類に目を奪われました。

　もし私が、数多くの旧式な書類ファイルや、裏側の数珠繋ぎに並んでいるファイリング・ケー

スを見たのなら、それがどんな種類の本であるか、ついでに、その本のうちのどれが売れない

かも含めて、マネージャーに尋ねたことでしょう。（笑い）

　私だって、大学の卒業生なのです！

　今、ここに、国際大会が招集され、一つの巨大な集団として、地球上のすべての民族が集っ

ています。ここにいる皆様方です。あそこには弁護士がいます。ここには先生がいます。ここ

には医師がいます。ここには牧師がいます。たくさんの職業人が集まっています。

　しかし、この外にはたくさんの群衆がいます。従って、残りの人たちが集まれば、数のうえ

では断然勝っています。彼らとはどんな人たちでしょうか？彼らは、商売や事業を通じて、世

界中で製品を作ったり売ったりしています。

　しかしながら、私たちの教育制度は、彼ら庶民のものではなく、徹頭徹尾、ハイ・クラスの

人たちのために作られています。

　今こそ、商業等の分野を現在の教育制度に加えるべきですが、ビジネス・カレッジの現状は

どうなっているでしょうか？

　ジョージ・ランディス・ウィルソン氏は、ある日私に、ひとつの話をしてくれました。きち

んと訓練された、素晴らしい秘書の一人が結婚したのですが、彼は直前までそのことを知りま

せんでした。

　そこで、彼はシカゴのビジネス・カレッジに電話して、よい秘書を送ってもらえないかどう

かを尋ねました。

　「ちょうど卒業したての少女がいますよ。」

　少女はやってきました。

　ジョージは、「あなたはいい速記者ですか？」と尋ねました。

　「そうだと答えるべきでしょう」これが彼女の答えでした。

　最初の夜、手紙をだしに行った時、彼女がそれぞれの手紙に２セントの切手を貼ったことに

気づきました。何通かはとても重い手紙でした。ジョージは、「なぜ、全部の手紙に２セントの

切手を貼るのですか？」と聞きました。

　彼女は、「今まで手紙を出したときには、いつも同じ郵便料金を払っています。」と言いました。
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彼は、送る手紙の重量によって、いくらの郵便料金かが決まることを彼女に話し、手紙の重さ

と切手の関係について説明しました。彼女は、それを計算するための数学を十分知らなかった

のです。しかし、彼女はビジネス・カレッジの卒業生なのです！

　私たちの教育制度に関する、ささやかな批判の二つ目は次のことです。

　完全な人間の四つの部門は肉体と頭脳と心と意思です。私たちの教育制度は、四つの部門の

教育や開発に均等に向けられておらず、知識のみに向けられています。知性のみを開発をする

ことは嘆かわしい限りです。

　商売の世界では早い段階から、最も素晴らしい能力は信頼であるという事実に気づきました。

子供の信頼性を教育するために、私たちの学校制度はどんなことをしているのか知っています

か？不十分です。

　大勢の先生方の間には強い反対意見があるでしょう。学校制度に関して、今宵語ったことや

宣言として述べたことは、教師に対する非難ではなく、教師が勤務するための制度や方法につ

いてであります。信頼性、忍耐力、行動力を教育するには、能力を開発するのと同じくらいの、

体系的な努力が必要なのです。

　私たちは、なぜ子供たちを学校に遣るのでしょうか？彼らを人生の戦いに勝つために、適合

させる必要はないでしょうか？それが理由のはずです。

　人生における人間の成功は、その人の知識によるものではなく、その人そのものに懸かって

いるのです。そして、その人が、人間として成功する資質は教育如何に懸かっているのです。

　私は教育によって、思考力や記憶力や想像力の資質が引き出されることに関して、あまり関

心を持っていません。その人が大学を卒業した後に、信頼性や忍耐力や行動力がうまく機能し

ないと、勝ち抜くことはできないからです。

　ささやかな批判の三番目は、次のことです。私達がしている唯一の事、すなわち、知識の開

発を目的とすることは、間違ったことなのです。

　その意味は次の通りです。能力は、事実を頭に詰め込むだけでは、開発できません。

　私は、そのテーマの教科書を書いた博学な人の下で、心理学を勉強して、大学を卒業しました。

知識を開発する基本を知らなかったので、人の能力とは、考えたり、覚えたり、想像するとい

う人間の能力が集計されたものであることを知りませんでしたし、当然のことながら、これら

の三つの能力を如何にして開発するかも知りませんでした。

　これらの三つのささやかな問題を取り除けば、現在の教育制度はいいものになります。

　学校に対する批評が不必要になることが可能であると信じています。私は、偉大な人、クレー

ンは遣りすぎだったと思います。彼は、世界のすべての大学を無くしてしまえば、もっと良く

なると、過激な発言をしましたが、それは無理な話です。もっと悲惨な状態になるでしょう。

　しかし、古臭い先例に捉われたり、絶望的な無力感で手をこまねいたり、改善不可能だと決

め付けることは、私たちにとっていいことではありません。

　改善することは可能ですし、改善しなければなりません。例えば、学校に行っているすべて
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の少年少女は、高校を卒業するずっと前から、もし利益を得たいのならば、社会に出た際に奉

仕をしなければならないという、人生の法則があることを知るべきだと思います。

　陳腐な言葉や金言ではなく、学問的の真理として理解し、さらに、どのようにすれば、奉仕

をする力が開発されるのかを教えられなければなりません。私は、それが成し遂げられること

を知っています。

　ささやかな教育の実験として、最近私は、ロンドンのスラム街から15人の少年を送ってくれ

るように、ロンドンのジョン・カーク卿に頼みました。多分、あなたたちのうちの何人かが知っ

ているように、彼は、浮浪児の学校連盟を作った人です。

　私は、15人の小さな仲間を引き取りましたが、彼らのうちの何人かは12歳だというのに、

発育不全のため身長が２フィートしかありませんでした。

　そして、６週間が経ちました。私は少年たちを黒板の前に連れて行き、黒板を使って、判り

やすく、奉仕の七つの一般的な原則や、それに関するいい話をしました。彼らは、人間の能力

の自然の法則を理解することができました。学校生活は、彼らがそれを学ぶのに最もよい場所

です。

　私たちが共に過ごした最初の夜、私たちが採用しようとしている教育方法について、彼らに

話しました。

　私は、特に「あなた方は、現在あなたが得ているお金よりも、少しでも多いお金を得るため

には、どうすればいいと思いますか？」と尋ねました。

　一人が、「私たちはみんな、安い賃金で働き詰めです。」と言いました。そこで、私は、彼ら

に原因と結果について説明をしました。

　火が原因であり、熱が結果であることを理解することは、彼らにとって難しいことではあり

ませんでした。そして、意外と思われるかも知れませんが、小さな火は常に小さな熱を発し、

大きな火は常に大きな熱を発することに関して、完全に私と合意に達したのです。もちろん、

それは不思議なことではありません。彼らはそれが真実であることを知っていたのです。

　そして、その最初の晩が終わる前までには、奉仕が火であり、報酬が熱であること、そして

僅かな奉仕には僅かな報酬が、大きな奉仕には結果として大きな報酬があることを、完全に納

得させたのです。（拍手）

　今や、この子供たちは、より多くの賃金を得ようと血眼で捜しているのでも、無為に時間稼

ぎをしているのでも、単に時間がたつのを待っているのではなく、あなたの生き様に賭けて、

雇用主に奉仕をする機会を捜しているのです。

　何故でしょうか。何故ならば、彼らは、ビジネスの世界、人間の努力の世界、成功する能力

の世界における原因と結果の法則を、僅かではありますが理解したからです。

彼らは、「哲学と倫理」と「人間の能力論との関連」に関する片鱗を捉えたのです。（盛大な拍手）

（出典：ロータリーの源流　RI2680地区 田中毅PDG）
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全分野の職業人のための倫理訓（道徳律）全分野の職業人のための倫理訓（道徳律）
Code  of  EthicsCode  of  Ethics

　道徳律はアイオワ州シューシティ・ロータリークラブが２年の歳月を掛けて起草し、1915

年サンフランシスコ国際大会で採択された。

　1911年ロータリーモットーが採択され、定款改正が行われたにも拘わらずロータリアン同

志の互恵主義が改善されないことに対して、1913年のドゥルース大会で、ロータリアン各自

が如何にして職業倫理を高めるかの指針を作成し、次年度のヒューストン大会に提案すること

が決議され、シューシティ・ロータリークラブに委任された。同クラブは全国のロータリアン

に提案を求めたところ数百に上る提案が集まり、翌年には纏めることが出来ず、苦心の末成文

化して1915年サンフランシスコ大会に提出、採択され、公式な道徳律として「ロータリー通解」

に掲載、全会員に配布された。

　その後、その内容が厳しすぎる（第６条）と言うことと、表

現が宗教的（第11条）であることに対する批判が続出し、検討

の末、理事会は1927年にこれを改訂、綱領を重視すべきであ

ると1931年には配布中止、1951年には手続要覧の掲載中止、

1980年にそれまであったRI細則第16条の「道徳律」の言葉が

削除され、「道徳律」は歴史的なものとなって今日に至っている。

道徳律 11ヶ条

第1．  わが職業は価値あるものであり世に奉仕する絶好の機会が与えられていると考える

べきこと。

第2．  わが身を修め、わが能率を向上し、わが奉仕を拡大すべきこと。そうすることによっ

て最もよく奉仕するもの最も多く報いられるというロータリーの基本原則に対して

忠実なることを立証すべきこと。

第3．  われは実業人であり成功の野心を抱いていることを認める。同時に道徳を重んずる

人間であり、最高の正義と道義に基づかざる成功はこれを欲するものではないと自

覚すべきこと。

第4．  わが商品、わがサービス、わが創意工夫を、利益を目的として他と交換するのは合

法にして道徳に基づくとの信念をもつべきこと。ただしすべての当事者がこの交換

によって利益を受けることを前提とする。

第5．  わが職業の標準を向上させるため最善の努力をいたし、その結果わが業務の進め方
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は賢明にして利益をもたらしこの実例にならえば幸福への道が開かれることを同業

の者に悟らしむるよう実践すべきこと。

第6．  わが競争者と同等ないしそれ以上の完全なサービスをなし得るような方法をもって

業務を運営すべきこと。もし疑わしい際には厳格な意味の責任義務を超えて一層の

サービスを行うこと。

第7．  専門家あるいは実業人の最大の資産のひとつはその友人であることを理解すべきこ

と。そして友情を通じて得られたものこそ妥当なものであることを理解すべきである。

第8．  ほんとの友人は互いに強要するものではなく、利益のためにみだりに友人の信頼を

用いることはロータリーの精神に一致せず道徳律を汚すものである。

第9．  他の人が行わないような不正の方法によって機会を利用して得た成功は合法的でな

く道徳にも反する。また道徳的に疑わしいため他の人の採らない機会に乗じて得る

成功などは欲しないこと。

第10．  われは一般の人以上にロータリアンたる友人を拘束することはしない。ロータリー

の原則は競争ではなく協力であるからである。党派心はロータリーのごとき制度に

おいてはあってはならない。人格はロータリー内に限られるものではなく広く人類

一般に深く根ざすものであることを確認し、すべての人や社会制度をこの高遠な理

想に向かわしめるためにロータリーは存在するものである。

第11．  最後に「すべて人にせられんと思うことは人にもその通りせよ」という黄金律の普

遍性を信じ、地上の天然資源に対してすべての人に均等な機会を与えられてこそ人

類社会は最良の状態になるということを主張するものである。

（出典：ロータリージャパンウェブ）
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ロータリー倫理と職業倫理ロータリー倫理と職業倫理

　16世紀初頭、宗教改革で多くのプロテスタントが輩出されたが、彼らの意識の根源は、自己

の職業を神の招命に応えるための義務と考え、「天職理念」とした。ドイツの社会科学者マック

ス・ウェーバーが唱えたその倫理の一つ職業倫理が、ロータリー職業奉仕理念として自らの職

業を通じて社会に奉仕している。

　1915年第６回国際年次大会で「全分野の職業人に職業倫理訓」を決議、1980年まで65年

間尊重され、「黄金律」（道徳律）とまでされた。が、その後20年に亘る論議の果てに廃絶され

る。

　ロータリーの「綱領」と「職業倫理訓」。ロータリー哲学として日本文化の第一級品として評

価されてきたが、これを認知し、語る者が年々風化していく現状は哀しい。しかし、ロータリー

100年の歴史もまた職業倫理の100年であった。ロータリーは倫理のかたまりであると言って

も過言ではない。

　又、ロータリアンの職業倫理は一般社会に適用されるべき法令を上廻る厳しい職業倫理を要

求してもよい、と長老の貴重な提言もある。

1915年サンフランシスコ国際大会で
採択されたロータリー倫理訓

ロータリー倫理訓の中国語訳
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ロータリーの心得ロータリーの心得
A Talking Knowledge of RotaryA Talking Knowledge of Rotary

　ロータリーの教科書として提供するために編集され、ロータリー誌1916年４月号、５月号、

６月号、７月号として出版された原著に基づいて、1915-16年度国際ロータリークラブ連合会、

理論・教育委員会によって作成された４冊のパンフレットによって構成されている。

委員長　ガイ・ガンデッカー　フィラデルフィア・ロータリークラブ

1916年　ロータリー国際大会において採択及び承認

発行　国際ロータリークラブ連合会本部　シカゴ市ミシガン通り910

翻訳　2680地区 パスト・ガバナー　田　中　　毅

ロータリー精神
　真紅の薔薇は人生に活力を与え、固く握り締めた手は暖かさと真実を伝える。

　心臓は奉仕をするための旋律を刻み、行動と挑戦のために力強く脈打つ。

　正直な笑いはこだまとなって響き渡り、正直な活動は喜びと化す。

　後に続く者のために、豊かな大地を残そう。

　これらすべての事柄は、ロータリーの目論見。

　友人に奉仕することこそ、人間の真摯な努力。

　利己の心を抑え、利他の心を育む。

　語りかけはやさしく、文章は親切心に満ち溢れる。

　真実の道からはいささかも外れることなく、奉仕に邁進し、金銭を求めず。

　隣人といさかいを起こさず、友を裏切らず。

　これはすべてロータリーの努力、ロータリーの望むところ。

　他人のために道を切り開き、最高の人生を作りだす。

　「我が兄弟」という言葉こそ、最も重要な意味を持つ。

　真摯な努力を褒め称えるため、賞賛の言葉を投げかけよう。

　友人の姿が見えなくなるまで、優しい言葉をかけ続けよう。

　これがロータリーの精神、これがロータリーの夢。

　神よ、身元に近づくまで、この営みを続かせ給え。

エドガーA. ゲスト　デトロイト・ロータリークラブ
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教育活動としてのロータリープログラム
　教育委員会によって作成された以下の勧告に基づいて、1917年ロータリー国際大会におい

て認可された。

確固たる信念に基づく委員会報告書
　もしロータリーに対する理解がロータリアンの集団の間でほぼ同じように形成されているとす

れば、それは個々のクラブの役員の意図的かつ同情的な協力があったからに他ならない。（拍手。）

　クラブ会長と幹事の支援を受けて、今年確定したこのプログラムの助けを借りて、極めて容

易に十分な進展が得られた。そのような支援がなければ、こういったプログラムはゆっくりと

しか進まないことは確かである。

　ロータリーに奉仕することを望んでいるクラブ理事は、それぞれのロータリーの最初の例会

は別としても、上手に準備することはほとんど不可能であった。「ロータリーの心得」という国

際的な小冊子や標準ロータリークラブ定款のコピーは、最新の国際大会の議事録のように、ク

ラブのあらゆる会合において、委員長の手元に置かれるべきである。

　クラブ役員はクラブの議事に際して、「ロータリアン誌」を読んで、その記事に関する議論を

奨励するような素晴らしい例を、自らのクラブに取り入れるかもしれない。その結果、雑誌を

読む人が、いろいろな面から変わった興味をかきたてられるだけではなく、ロータリーにおけ

る他の人たちに対する自らの有用性を増加させることができる。

　委員会が判断したこれらの推薦以外にも、ロータリーの解釈上、我々会員のすばらしい組織

には際立った四つのニーズがある。

　１．  国際大会に出席するロータリアンは、国際大会において明らかにされているように、ロー

タリーに対して一定の理解を示すという特定の責任を受諾したものとみなされる。（拍手。）

　２． クラブの中において、交代に卓話をしなければならない。

　３．  国際ロータリークラブ連合会のすべてのクラブは、ロータリーの精神を要としたクラブ

運営を続ける目的のために、毎年二回、国際ロータリークラブ連合会の代表の訪問を受

けなければならない。

　４．  すべてのクラブは４回の例会のうち少なくとも１回は、ロータリーに関する討論やこれ

に類するテーマの興味深い内容に充当すべきであり、それぞれのクラブはロータリーに

おいて特別の魅力を持った催しのプログラムを実施する技術を提供しなければならな

い。（長い拍手）

1916年ロータリークラブ連合会国際協議会より

ロータリークラブの意図と目的
　ロータリークラブは異なった事業または専門職種から選ばれた者によって構成され、次の事

柄を達成するために組織化されている。
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　第１　個々の会員の向上。

　第２　会員の事業の理念と現実の双方における向上。

　第３　会員の属する業界全体の向上。

　第４　会員の属する家庭、町、州、国、社会全体の向上。

個々の会員の向上 ―― 個人的に
　ロータリーは会員のために次のような活動を提供する。

　（1）事業上の経験を交換して、視野を広げる。

　（2）自分の考えの狭さを自覚させて、心に刺激を与える。

　（3）他人のために奉仕する心を喚起する。

　（4）最大の可能性を得るために支援する。

　（5）人間の指導者を作り上げる。

会員の事業の理念と現実の双方における向上
　現実面から見れば、ロータリー活動は会員間の関係を友情溢れる親密なものにすると共に、

取引を増やす機会を与える。しかし、機会を提供する以外の何ものでもないことに留意しなけ

ればならない。会員がクラブの行事に参加することによって、同僚からの信頼を得たり、この

事業上の資産を基本にして、満足すべき商品や正しい価格やサービスと組み合わせれば、この

機会は満足すべき結果を産むに違いない。ロータリアン同士の取引は、ロータリーの義務では

ないし、ロータリーの本質でもないし、ロータリーの存在理由でもない。単なる付け足しに過

ぎないのである。

　理念の側面から見れば、ロータリー活動とは事業に於ける高い倫理基準と正しい経営方法を

会員に提供することである。ロータリーにおいて理念は単なる夢の切望ではなく、会員の日常

生活の規範でなければならない。事業生活を律すると同時に、個人生活をも律するものでなけ

ればならない。ロータリーの理念は職業倫理全般に対応すると同時に、いわゆる「奉仕」と呼

ばれる様々な要素全体を包含しているのである。

　会員の事業上の理念と実践は、「Service, Not Self」「He Profi ts Most Who Serve Best」

というロータリーのスローガンで表されている。

　個々の会員自身と個々の会員の事業にも関わる、このようなロータリー活動は、すべてロー

タリーの創設者が考え出し、後継者たちがその考えを継承してきたものである。

　ロータリーの理念に基づいたインスピレーションから導き出される別のロータリー活動は、

「ロータリーの理念の適用」として区別される。ロータリーにおいて開発され教育された人は、

生きている価値を後世に残すような、何か価値あることをしようという願望が湧いてくる。会

員の教育がうまく行われれば、あたかも昼の後に夜が続くように、「ロータリーの活動」が起こ

るのである。ロータリーの真髄は、「ロータリーの理念の適用」として奉仕が行われるところに
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ある。ロータリーは二つの明確な奉仕分野を会員に提供しているのである。

会員の属する業界全体の向上
　ロータリアンはそれぞれの職業に対してロータリーから選ばれた代表である。業界に於ける

ロータリーの取引に、職業倫理と奉仕を適用することができれば、会員の属する業界全体を向

上させることができる。ロータリークラブの会員がロータリー精神に満ち溢れ、自らの事業を

ロータリーの理念に従って実践したとしても、ロータリーに属していない他の同業者に影響を

及ぼさない限り、ロータリーの義務から免れるわけにはいかない。すべてのロータリアンは、

このような方法で、奉仕の義務を果たさなければならず、この方法によってのみ業界全体に影

響を及ぼすことができるのである。

会員の属する家庭、町、州、国、社会全体の向上
　これらの向上を達成しようとするロータリアンの活動は、当然のことながら、市民生活とチャ

リティという二つの主な取り組みに分類されてくる。ロータリーの世界は、それぞれの会員を、

より良い市民、より良い商工会議所の会員、より忠誠なアメリカ人や英国人やカナダ人になる

よう訓練するのである。地域社会に対する活動の一部始終は例会において自由に討論しなけれ

ばならない。そして、市民生活を向上させる活動に積極的に参加するための知識や知恵を会員

に提供するのは、クラブ役員の義務である。一般的には、市民生活に対するロータリアンの関

心の現れは、ロータリークラブの名前における活動より、むしろ個人として、または、商工会

議所の会員としての活動となるべきである。しかしながら、特定の例としては、社会奉仕のた

めにロータリークラブがまとまって行動することがあるが、そのような行動をとる場合には、

事前に慎重な考慮をしなければならない。ロータリークラブの活動は、多くの町で見られるよ

うな、高度な専門組織の活動の重複するものであってはならない。

　いかなるクラブも、政党が意思決定を行ったような問題について、票決をしてはならない。

この制限は、明らかに、クラブ内に存在する貴重な友情を守るためである。

　ロータリーのチャリティ活動の分野には、どんな制限も提案も設けられていない。したがって、

この分野においては、多くの形式のチャリティ活動を行うことができる。

　ロータリーには、その組織特有の分野があり、その特徴は教育的効果である。他の団体と異

なる点は、（1）限定会員制度、（2）個々の会員と個々の会員の事業に関わる活動、（3）会員に

夫々の職業上の高い職業倫理を植え付ける責任を負わせることである。

　ロータリーは1905年に、学問ではなく、インスピレーションから生まれた。それ以来、ロー

タリーに関する多くの著述が書かれ、いくつかの先例が作られた。私たちの前には、絶えず守

らなければならない重要なことが二つある。一つは、「ロータリークラブの会合では、決して酒

の勢いを借りてはならない。」ことであり、二つ目の先例は、「ロータリーの会合では、卓話者

は無意味な冗談を言うべきではない。」ということである。これは下品な話だけではなく、聴衆
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から卓話者に対して投げつけられる批判を避けると言う二重の意味も持っている。その他にも

多くの先例があるが、この二つほど強く確立されたものはない。

　可能な限り、あなた自身をロータリーに与えよ。そうすればあなたはロータリーから受け取

ることができる。あなたが与えた物以上の物を、ロータリーから受け取ることはできない。

ロータリアンがなすべき仕事

出　席
　ロータリーには「欠席処理」などというものはない。ロータリーに選ばれた人に対して、名

誉ある地位を受け容れたからには、すべてのロータリーの例会に必ず出席する義務を負うこと

を告げなければならない。

　会員選考委員会は、

　（1）会員候補者が事業の管理者であること。

　（2）代表を務める事業所がその業種の指導的立場にあること。

　（3）非難の対象となる人柄ではないこと。

　（4）個人的な信用状態に問題がないこと。

　（5）社交性を持っていること。

などを満たしている場合に、次に起こってくる重要な問題は、ロータリアンとして関心や出席

や活動の可能性如何である。

　定期的な出席を果たす保証がなければ、職業分類を代表しない方が良い。ロータリーは電流

が流れているクラブのようなものであって、時々電気が流れるような電線は電気が流れている

とは言いがたい。欠席または不規則に出席する会員に対する退会措置は、事業上行なう厳しい

措置と同様に実施すべきである。安定した会員資格はロータリークラブの大きな財産である。

そして、退職や転職以外の理由で絶えず変化しているグループは、無能さを作りだす著しい弱

点なのである。

ロータリアンの活動
　ロータリアンの種類は一つしかない。それは積極的に活動するロータリアン、すなわち正会

員 active member である。

個人的な活動
　ロータリアンに示された第一の活動は個人的な活動である。会員は自らの事業や専門職種に

おいて、絶えずロータリアンの理想と実践という目標に留意しながら、ロータリーが教えている、

高い倫理基準と多面的な奉仕を実行に移さなければならない。ロータリーははっきりとした向

上運動である。従ってその成功は、ロータリアンが道徳律の中に述べられているロータリーの
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原則を、如何にして実践するかに懸かっている。

　ロータリアンは安心して取引のできる人であることを、世界中の人に教えなければならない。

すべての会員は信頼性と奉仕を示す記章として、常にロータリーのバッジを付けているのである。

クラブの活動
　ロータリアンに示された二番目の活動はクラブにおける活動である。ロータリー運動におけ

るクラブの価値は、クラブの例会に積極的に参加するロータリアンの割合と深い関わりを持っ

ている。会員は例会に先立って提起されるすべての問題について積極的に討論しなければなら

ないし、自らの事業および専門職種について話す機会が提供されなければならない。

　また、昼食例会や夕食例会でも落ち着いた意見の交換が行われなければならず、難しい問題

に対して別な角度から解答を与えられたり、職業のまったく異なった人から優れた情報を提供

されることも多い。

　会員資格が重複しない原則のために、ロータリアン同士の話し合いは、実業家がお互いに意

見の交換をするときよりも、よりうち溶け合うことができる。

業界における活動
　ロータリアンに示された三番目の活動は、自らの職業分類の他の人たちに対して、高い職業

倫理の基準と奉仕理念のより包括的な考え方を伝えることである。すべての業界は、国や州や

地方の組織を持っている。ロータリアンは、これらの組織の例会に出席して、ロータリーがそ

の業界へ派遣した大使としての役割を果たさなければならない。組織としてのロータリーは、

業界の組織に対して、もっと良心的にとか、もっと高い倫理基準をとかと促すわけにはいかな

いが、ロータリアンは、このような組織の大会の審議に参加することによって、これに出席し

ている者に対して、事業運営に対する高邁な理想を考える十分な機会を与えることができる。

市民および慈善的奉仕活動
　ロータリーは、会員をより良き市民に、自らの業界のより良き会員になるように訓練するので、

ロータリアンはその地方や市民や業界や慈善団体において積極的に活動しなければならない。

利　　益
　自分の事業をより価値あるものにする活動、クラブにおける活動、同業者組織における活動、

市民や慈善団体における活動の成果として、人はどのような利益を期待しているのであろうか。

自分が得る利益は、経費と販売価格の間に生じた顕微鏡で見るような些細なものではない。利

益とは、すべてのロータリアンが、より良く、より大きな人間となり、自分自身や同僚のロー

タリアンや世界全体に対して、より大きな奉仕を提供する機会が与えられることである。

「Service, Not Self」「He Profi ts Most Who Serves Best」
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ロータリークラブの会員を真のロータリアンに進化させる
　ロータリーは人間の外観を作るのではなく、人間の内面を作る。人は、ロータリーの中で成

長することによって、素晴らしいロータリアンになっていく。そして、この成長ぶりはナザニ

エル・ホーソーンの素晴らしい話、「大きな人面岩」に例えることができる。

　この話は、自然のなせる技か、それとも自然のいたずらか、人間の荘厳な顔つきの特徴によ

く似た巨大な岩が点在する、広々とした谷についての物語である。「大きな人面岩」と呼ばれる

その岩を遠くから見ると、神様のように見え、その表情は高貴で気品に溢れ、その上、親切な

同情心と兄弟愛に満ち溢れ、全人類を包み込むような大きな暖かい心を持っているようにさえ

見えた。

　将来、その近辺に、その時代における最も偉大で高貴な人物になる運命を持った子供が生まれ、

その男らしい容貌は、「大きな人面岩」とそっくりであるというインディアンの伝説があった。

その伝説は何年間も住民の間に語り継がれてきたが、アーネストという名前の村の少年は、そ

の話に深い感銘を覚えていた。その予言は彼の心の中に絶えず留まり、その日の仕事が終わると、

何時間もの間その大きな人面岩を見つめて、他の人々が気付かないような多くの事柄を発見し

た。人面岩は彼の教師となり、彼のインスピレーションの源になった。彼は毎日瞑想にふける

ことによって心を培い、人面岩の素晴らしい両目から発する精神性と感情に酔いしれた。

　長く言い伝えられてきた、偉大な人が現れるという噂は何回も起こったが、いずれの人も偉

大で高貴な人面岩ほどの人物ではないという理由で忘れ去られるのを見て、アーネストは悲し

かった。

　アーネストは、自らを磨き上げて、生まれ故郷の村で教師になった。彼は真実を語り、彼の

声を聞いた人々は、それを生活の糧にした。この謙虚な男の営みによって、日一日と、世界は

良くなっていった。彼は年老いていった。賢者の考え方が、彼の唇を通じて語り続けられ、彼

自身と彼の村の名前を世間に広めた。有名人たちが彼に会って話を聞くために遠方からやって

来た。

　新しい詩人が現れて、人面岩の詩を書き、まさしくこれこそ荘厳と優しさの典型だと賞賛した。

アーネストはこの詩人をもてなして、一日中話し合った。日没になると、アーネストはいつも

のように、近所人たちを集めて説教を行った。彼の言葉は、善行と気高い愛に満ち溢れた人生

そのものの言葉であった。その言葉は力強く、彼の考え方と一致していた。彼の日常生活と調

和していたので、彼の考え方には現実性と深みがあった。

　アーネストが大勢の人々の前に立っているのを見るのは印象的であった。遠く彼方には、はっ

きりと沈みかけた太陽の金色の光の中に、人面岩が姿を表し、その周りに漂う灰色の霧は、アー

ネストの眉にかかる白髪のようであった。それはあたかも、世界を暖かく包み込む偉大なる聖

者のように見えた。まさにその瞬間、彼が説こうとした考え方と一致して、アーネストの顔が、

慈悲に満ち溢れた顔つきになったので、詩人は、その衝動に耐え切れなくなって、両手を高く

上げながら叫んだ。
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　「よく見なさい。アーネスト自身がすばらしい人面岩そっくりだ。」全員がそれを見て、それ

が真実であることを認めた。アーネストはゆっくりと家へ向かって歩きながら、やがて、自分

よりもさらに賢明で素晴らしい男が現れて、その人が人面岩そっくりであることを念じていた。

　人がどのような人生を歩み、どのような考え方をしてきたかが、その人の顔つきに現れるこ

とは、疑う余地はない。アーネストがすばらしい人面岩を探求した方法に従って、人々がロー

タリーの中で成長していくことも疑う余地はない。ロータリアンは物を考える人であることは

間違いない。彼らは、思慮深く多面的にロータリーを考え、他の人々が見つけることができな

いものを見つけなければならない。ロータリーには、アーネストのような学究的で反射的に人

によって発見されなければならない、多くの素晴らしいアイデアがある。この話の中のアーネ

ストのように、ロータリアンの顔つきが成長すれば、ロータリーはベニヤ板ではなく、彼らの

精神を反映したものに成長するのである。

　ロータリアン誌、各クラブの出版物、国際ロータリークラブ連合会の定款、ロータリー道徳律、

ロータリー宣言は、真のロータリアンになろうとする人たちのために提供されたロータリーの

文献である。労せずして、このように広い親睦に没頭し、事業生活の理論を吸収することは不

可能である。

　ロータリーをじっと見つめよう。事業に対する考え方の真髄を求めて研究しよう。我々の生

活を奉仕の戦いの緊張に、我々の心を普遍的な親睦に適応させよう。そうすれば、皆は「見て

ご覧、この人たちこそが真のロータリアンだ。」と叫ぶに違いない。そしてこの物語のアーネス

トのように、ロータリアンたちはゆっくりと家へ向かって歩くに違いない。やがて、自分より

もさらに賢明で素晴らしい男が現れて、その人がもっとロータリアンの名にふさわしいことを

念じながら。

ロータリークラブの各会員に対する義務と責任
　ロータリークラブは偉大な国際的な目的を達成するための、唯一の地方組織である。クラブは、

頻繁に在庫品（クラブ会員）の調査を行い、どのようにすれば彼らが国際的な理念を身に付け

るかを考えなければならない。

　最初に調査することは、ロータリーの例会で起こる様々な活動の相対的価値に関することで

ある。ロータリーが発足した時点では、定められた形の活動はなかった。その結果、幾つかの

クラブの活動には、ロータリーの厳しい基準には合格しないものも存在した。一般的な方法で

クラブ活動を調査して、何かを見つけだしてみよう。

　ロータリーの素晴らしい親睦が、ロータリーのすべてを表すものだとしばしば誤解される。

同様に、固い友情の確立こそが、唯一の存在理由だと考えているクラブも見受けられる。しかし、

これらの二つの考え方には、明らかに批判の余地がある。

　素晴らしい親睦は、ロータリーのすべてとかロータリーの究極の目的ではなく、ロータリー

という植物が根付いて、成長するための最良の土壌に過ぎないのである。素晴らしい親睦は、
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以下の事柄で証明される。

　１．心がこもった握手。

　２．ファースト・ネームで呼び合う付き合い。

　３．唱歌。

　４．ある種の冗談。

　５．会員相互の親切。

　６．役員、同僚、ゲストに対する礼儀正しい行動。

　７．成熟した実業家を象徴する紳士的態度と思慮深さ。

　これらの行為やこれらに類する行為は、ロータリーの素晴らしい親睦の表れである。

　ロータリーの例会で、プログラムにふさわしい心のこもったレセプションが行われているの

に、幾つかのクラブにおいて会員が絶えず変化しているのは、例会に出る価値がないからだと

いう事実を、クラブ役員は自覚しなければならない。

　娯楽的な催しよりも、教育的または実務的な催しをすることが望ましい。ロータリアンたちは、

ロータリーが実践する活動の大きさに比べて、与えられた時間が余りにも少ないので、時間の

配分という点では、仕事にはより多くの時間を、遊びにはなるべく少ない時間を割こうとして

いる。

　クラブ例会においては、仕事と遊びははっきりと区別されているので、会員は進行中の議事

に疑問を抱くことはないはずである。

　もちろん、旅行や演奏会や婦人の夕べなどのような楽しみのために特別に設けられた例会は

適切なものといえる。

　「冗談」という言葉には娯楽的要素が含まれている。一般的に、出席をとるために名前を呼ん

だり、交友関係を深めたり、出席を向上させたり、何事によらず気分を高揚させようとすると

きには、この「冗談」はすべてのクラブで喜ばれる。しかしながら、空虚な馬鹿騒ぎの冗談や、

こじつけた駄洒落の冗談は、ロータリーの活動とは無関係なものである。

　一般的な活動について考えたので、私たちはこれから、「どのようにしたら、昼食例会や夕食

例会を、個々の会員と個々の会員の事業を改善するのに最大限活用できるか。」という質問に対

する回答を準備しなければならない。

　ロータリーの綱領に述べられていることを効果的に実行し、クラブを国際レベルに達する責

任は、各クラブの会長にかかっている。クラブの理事が無関心であるとか、クラブの委員が積

極的ではないという事実によって、この責任を免れることはできない。

　昼食例会と夕食例会のためのプログラムはエンターテインメント委員会によって準備される

が、クラブが成功しようと思えば、知己と友情を促進する親睦委員会や、公共の福祉に関する

問題に関心を持った公共問題委員会が、この企画に参加する必要がある。

　プログラムを計画する際には、まず、昼食例会や夕食例会の時間の配分をよく考えて、より

重要な活動を最優先すべきである。これらの例会に、できるだけ多くの会員が参加できれば、個々
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の会員にとって最善であることは言うまでもない。

　エンターテインメント委員会はその年度のスケジュールを作成した後に、それを会長と理事

会に提示しなければならない。理事会は、これが重要な案件であると考えた上で、審議しなけ

ればならない。

昼食例会
　昼食時間の前半は、通常、食事と親睦に専念すべきなので、年間52回の毎週の例会のうち、

より重要な活動を実行する時間はたったの26時間しか残されていないことになる。この理由に

よって、毎分毎分は高い価値を持っている。私たちは時間を無駄に費やしてはならない。議長

の槌を叩く音は、遊びの時間から、仕事の時間への転換を示しているのである。

　26時間の昼食会に引き続いて、これらの行事を行わなければならない第一の理由は、会員の

才能と力量の可能性を見つけださなければならないからである。これらの目的を達成しようと

して卓話のプログラムを準備する場合、この作業には二つの異なった側面があるので、慎重に

考えなければならない。

　１． 会員またはゲスト・スピーカーによる事業に関する卓話。

　２．  ロータリーの習慣についての勉強。これは、ほとんどの場合、ロータリー理論委員会（ロー

タリー・ラウンド・テーブルの名前の方が更に適切）などの特別委員会によって企画さ

れる。

　会員自身の事業に関する卓話を聞く機会は、多く人たちにとってロータリーの会員に与えら

れる最もすばらしい特権の一つだと見なされている。会員の卓話者は、競争相手の存在によっ

て心をかき乱されることなく、気さくにどんなことでも話すことができるし、遠慮なく正直に

話すことができる。教師として皆の前に立っているのであって、この機会を与えられたことを

事業家の立場で強調し過ぎてはならない。

　第二の側面であるロータリーの勉強について考えると、少なくとも６週間に一回は、ロータ

リーを鼓舞する話をする特別な昼食例会にすべきである。近隣クラブとの卓話者の交換は、ロー

タリーの原理を追求し検証する上で、驚くべき効果を発揮する。

　個々の会員の教育に当たって、議長を交代制にしたり、即興の討論会を開くと、会員の自信

をつけることができる。このような方法によって、多くの恥かしがり屋で、遠慮がちで、内気

な人が、その殻を破って人々のリーダーとなるのである。

　26時間の昼食会に引き続いて、これらの行事を行なわなければならない二番目の理由は、

次の点を追求するために努力しなければならないからである。

　１．  会員の心の中に、最高の倫理基準を確立させること。例会においてロータリーの道徳律

を、コメントを付けるか付けないかにかかわらず繰り返し読むことは、この目的を達成

する最も良い方法だと思われる。

　２．  奉仕の扉を開くこと。「ロータリアンとは奉仕能力を高めることを切望している人のこ
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とである。」ロータリーの原理を吸収することによって、奉仕能力が備わるだけではなく、

奉仕をしたいという意欲が生まれてくる。奉仕とは、単に裏口に品物を届けるようなこ

とを意味するのではない。ロータリアンが意味する奉仕とは、心の過程、すなわち、人

と物との活動に関連する心の状態のことである。この素晴らしい奉仕という言葉の中に、

毎日新しい意味を書き加えていかなければならないのである。弁護士、医師、歯科医師、

広告製作者などのような特定のロータリアンにとって、彼らが行う奉仕は単に個人差が

あるだけなので、ロータリーの奉仕をすることはさして困難ではない。しかし、数名から、

数百名の従業員がいる事業や専門職種の奉仕はどうであろうか。そのような場合、ロー

タリアンは、奉仕のウイルスを、たとえ電話係りの従業員であっても見落とすことなく、

同僚や従業員全員に組織的に植え付けなければならないし、ウイルスを植え付けた後で

も確信が持てるまでフォローしなければならないのである。

　26時間の昼食会に引き続いて、これらの行事を行わなければならない三番目の理由は、ク

ラブ会員であることによって提供される機会を通じて、会員の事業を援助するために努力しな

ければならないからである。

　クラブが教育のために存在しているか、人間性を高めるために存在しているのか、それとも

健康を増進させるためなのか、社会的な目的のために組織化されているのかに関係なく、取引

を増やす機会は、クラブ・ライフの結果起こる出来事に過ぎない。完璧なロータリアンならば、

同僚であるからという理由でお互いに取引をしなければならないという原則に賛同する人はい

ないだろう。

　業界は信用によって成り立っている。信用が高ければ高いほど、事業上の取引の影響は広がっ

ていく。この事実を見れば、お互いの信頼と清廉に基づいた信用によって作られた強い友情を

築き上げることを奨励する組織こそが、将来の事業を発展させるための基盤となるのである。

　ほとんどのクラブでは、会員がお互いに取引をするのは、自然の流れである。ロータリーが

他のクラブを越えて提供する特別の利点は、昼食例会や夕食例会で、知り合いや友情の種を播

いて、これが成長して、よりすばやく実を結ぶ機会を与えることである。

　ロータリアン間の取引は、販売の技術よりむしろ信用と友情の結果であり、販売促進よりむ

しろ奉仕の結果なのである。

夕刻の例会
　夕刻の例会は、昼食例会より長い時間がとれるので、個々の会員の向上と個々の会員の事業

の向上を達成するための大きな機会を提供してくれる。

　一般的に、夕刻のプログラムは、よく選択された素晴らしい話を中心にして構成されるべき

である。夕刻の例会にふさわしい数多くのプログラムを研究した結果、次のことが判明した。

通常、婦人の夕べは 12月に行われるためクリスマスの素晴らしいコーラスに参加したり、同

時に行われる素晴らしい慈善活動事業の一部ともなる。秋の最初の例会やロータリー設立記念
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日に近い例会は、通常、ロータリアンによる討議が行われる。

　その他の夕刻の例会はそんなにはっきりとした特徴はないが、一般的なプログラムとして、

（a）近隣都市のクラブからの訪問、（b）事業の実績に関する話題、（c）事務機器やファッショ

ンに関する話題、（d）あらゆる種類の公共問題の検討、（e）都市の建築問題、（f）祝祭日の記

念祝典などが重要視されているようである。

　ほとんどのクラブのビジネス・セッションは、夕食の直後の夜の例会で行われる。夕食の時

間に事業の詳細を知らせることで節約された時間は、効率を図ることと儀礼のために失われた

時間でもある。ロータリーが実業家の議会のようなものであることに留意すれば、例会のこの

部分は迅速に事務処理して、個々に提案されたすべての問題を正式な議事として採用して、慎

重に審議しなければならない。

　新入会員の紹介は夜の例会で行うのが最も良いと思われる。クラブ会長はこの新入会員にロー

タリーの話をするのが習慣になっている。

　ロータリーのスローガンである奉仕を行う場合は、例会に参加するすべての人の時間を価値

あるものにしなければならない。

　夜の例会は、ロータリアンが高い見地に立って、自分の事業、自分の業界、自分の家庭、自

分の町や州や国に対して優れた奉仕をしなければならないという固い決意を抱いて、散会しな

ければならない。

自分の業界と社会に対するロータリアンの義務と責任
　ロータリーは人間として次の信念を表明することである。

　１．自分自身と自分が達成したいと望んでいる理念。

　２．自分の職業の価値と自分の職業の有用性を広げる義務。

　３．自分の業界に負っている義務。

　４．自分の家庭、町、州、国に負っている義務。

　この信念に基づいて、ロータリーの様々な活動を思いつき、それを実行するのである。個々

の会員と会員の事業の向上に関する諸活動は、すべての「ロータリーの基本」を構成する活動

である。この二つを向上する責任は、クラブ役員にある。

　ロータリーの基本を十分に行うと、それに引き続いて他のクラブ活動が生じてくる。我々は

これを「ロータリーの応用」と呼んで区別している。この章は「ロータリーの応用」または「ロー

タリーの活動」について述べたものである。「ロータリーの応用」を実践することによって向上

する責任は、個々の会員にある。

自分の業界に対する会員の義務と責任
　ロータリアンはロータリーから各種の業界に派遣した代表であり、業界からロータリーに派

遣した代表ではない。この解釈の下では、各々の会員はロータリーから派遣された、原則や理
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念の代表者、すなわちメッセンジャーであり、利他主義の精神と職業倫理基準を同業者に伝え

なければならない。同様にロータリアンは、ロータリーの代表として、自分の業界における低

い次元の考え方や疑わしい商習慣を終わらせるために活動する責任を担っているのである。

　自らの日常生活の中で、ロータリーの原則を実践に移さないロータリアンは、ロータリーの

職業倫理の力強い教師になることはできない。ロータリーの道徳律の中に示されているものの、

十分強調されていない点が一つある。それは個人と企業の信用である。ロータリーに参加する

ことが認められた日から、多くのロータリアンからの信用による取引がその人に適用される。

このような便宜と信頼の証を受け容れた以上、新入会員には個人的および事業上の負債を速や

かに支払う義務が生じる。ロータリー内外双方の個人的および事業上の信用が強調されるのは、

次の理由による。すなわち、もしも彼らがロータリーの信用を反映することを望むのならば、

もしも同業者が参考にするような高い職業倫理を自らの業界においても信用してもらおうと思

うのならば、ロータリアンは自らの負債を速やかに支払う人間でなければならないからである。

ロータリアンは安心して取引のできる人間でなければならない。それは、迅速で効率的な方法

によって取引を行うことで認められた評判によるサービスの見地からではなく、正直に表示さ

れた正直な製品を提供するという品質の見地からでもなく、公正で立派な取引を行うという評

判による名誉の見地からでもなく、ロータリアンは信用状態に疑いがない人間であるからとい

う理由なのである。真のロータリーの基準に従って判断すれば、事業生活における最良の代表

者なのである。

　最近、業界においては、もっと厳格でもっと心のこもった事業上の良心を持つべきであると

いう国民感情の大きなうねりが押し寄せているのを感じる。その結果、実業家たちは、規模の

大小を問わずすべての企業が人類に奉仕していることを説く社会奉仕の原則を受け容れざるを

得なくなった。この実業界の革命は、倫理と事業が融和しなければならないという健全な教え

を説いているのである。事業上の良心が急速に高まっていったことは、次のような表現が流行

していることからも明らかである。「信用することこそ、立派な客の条件」「真実と奉仕は事業

を成功させるこつ」「基本的な取引の原則に過ぎない競争」「買主注意」という古い原則に代わっ

て「売主注意」という原則が出現したのである。商習慣の標準化の前触れとして述べられた感

情は、実業家の一般大衆や同業者に対する態度が大きく変わったことを意味する。文書による

契約から、口頭による取引に変化したことに気付けば、あらゆる分野の事業のための商習慣の

標準化が、今日、是非とも必要になってくるのである。電話はこのような変化を起こした大き

な原因であるが、このような商習慣の標準化の継続は、高くて立派な取引上の倫理基準が、特

に証拠書類が残らない取り引きにおいて維持できるか否かにかかっているのである。

　アメリカにおいて正しい倫理基準を作る最初の正式な活動は、広告クラブ連合会によって行

われた。この全国的な活動は、クリーブランド不動産組合などの幾つかの地元の企業を同様に

奮い立たせた。倫理基準を起草する作業は、様々な事業や専門職種の国や州単位の組織が行う

べきだが、過去の経験によれば、これらの組織の行動は極めて遅いのである。したがって、こ
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の分野において、ロータリーが奉仕を実践することが可能となる。道徳律起草の草分け的な作

業をすることは、ロータリアンの特権でもあり義務でもある。年次大会では、それぞれの業界

の分科会において、正しい商習慣の道徳律を作らなければならない。このような作業の結果は、

基本的には結論としては受け容れがたいとしても、おそらく多くの全国的または州の組織から

は受け容れられるに違いない。

　職業倫理訓には次の事柄を加えなければならない。

　１．すべての事業または専門職種に等しく適用されている職業倫理の一般的な規則。

　２．事業または専門職種の会員資格に関する定義。

　３．会員相互関係に関する声明文。

　４．一般消費者との関係に関する声明文。

　５．特別な仕様を取り決めた契約書の作成と実施に関する規約。

　６．非難すべき慣習の禁止。

　各々のロータリアンはロータリーから自分の事業または専門職種に送られた大使なので、そ

のような事業または専門職種の地方や州や国の組織に所属することは、ロータリアンとしての

義務である。

　一　職業倫理の高い理念を表明した人の考えを支持し、指導すること。

　二　同業者への奉仕を奨励すること。

　三　アイディアや経営方法の交換によって、事業の効率を高めること。

　四　自らが属する職種の地位を高めるように努力すること。

　五　個々および全体の利益のために、同業者と協力すること。

会員の社会に対する義務と責任
　ロータリーの原則と慣例に基づいて教育をすれば、社会に負っている奉仕の負債を返すため

に、何かをやりたくなる。

　ロータリアンは先ず教育を受けた後に、その教育の結果を個人的な進歩と他人のための活動

で示すことが期待されているので、ロータリーにおいて名誉会員の存在を正当化することは困

難である。特に居住者でない者やその町の一次的な居住者や、一定期間公務についている人を

名誉会員にすることは避けたい。規則正しく出席できない人やロータリーにおいて積極的に活

動できない人は、ロータリアンにとって不可欠な二つの大切な要素を欠いていることになる。

ロータリーにおける名誉会員は、ロータリーの基本原理に矛盾するものであり、ロータリーに

おいて積極的に活動する会員の価値を減少させる。もしも、名誉会員を認めるための抜け道が

あるとすれば、新入会員の入会に関する会員選考委員会の厳格な審査は空しいものとなる。

　社会は、家族関係を持った家庭に始まり、町や州や国、世界と広がっていく。ロータリーが

他人のために何かをしようと人間を奮い立たせるとき、その人にとって最良の活動の場は家庭

である。家族から祝福されて、良いロータリアンになろうとする人は、妻や子供たちに誠実で
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あるに違いない。もしも独身ならば、母親に対する義務は、母親が彼に夢見た理想的な男性に

ふさわしい生活をすべきである。これまでも兄弟愛から生じた人類の幸福が、家庭の中に存在

していた。ロータリーはこの兄弟愛を、実業の世界に広げようとしているのである。浮気な夫

や放蕩者は兄弟愛を広げることができないのである。ロータリアンが彼らの住む町や州や国に

対して負う義務と責任を簡単に述べれば、「善良な市民になれ」ということである。

　環境に関する知識が増加するにつれて、地元に対する愛情が強くなるので、クラブは会員に

対して次の知識を与えなければならない。（a）町の地理、（b）地域社会の生活、（c）街の産業

活動、（d）沿岸部および外国との貿易、（e）貨物や乗客、交通の諸問題、（f）公園や街路、（g）

総合的な都市計画、（h）消防、警察、健康、公共事業等の自治体行政、（i）都市の歴史。

　ロータリアンは自分が住んでいる都市に関する適切な知識、福祉に関する強い関心、その都

市の生活や歴史に対する愛着を持たなければならない。自分が住んでいる都市の市民としての

熱意は、慈善、博愛、市民またはその他の団体の会員として活動することで示すのが最善である。

ロータリアンはこれらの組織の中で、単にその義務を履行するに留まらず、さらに大きな活動

をすることができる。公共の福祉に関係する様々な団体の金払いの良さを尊敬しつつも、金を

だすことに加えて、個人が行う奉仕活動にこそ大きな価値があるのである。

　「ロータリーの郷」は、会員をより良い市民、商業団体のより良い会員、それぞれが所属する

都市や国に忠誠を尽くすように訓練をする場である。市民としてのロータリアンの関心の現れ

は、ロータリークラブの名前をかかげて行う団体活動よりも、むしろ、個人やいろいろな商業

団体や市民組織の会員の活動として行うべきである。地元や全般的な事柄に対するロータリア

ンの個人的な関心は、その活動に直接結びついているため、この原則を忘れることが余りにも

多い。

　地元の問題に対しては精一杯注意を払って処理しなければならず、公共問題については軽率

に決議することは好ましくない。中途半端な決議を新聞やその他の手段を通じて一般大衆に伝

えると、しばしば有益な提案に深刻なダメージを与えたり、一般大衆にメリットのない提案を

支持するような機運を作りだすことさえある。各政党が結論をだしたような問題について、ク

ラブはこれを問題として取り上げてはならない。公共性を持つ問題について、地域社会の市民

の意見が分かれないようなものはほとんどないので、異なった意見がクラブ内に存在するのも

当然である。特定の話題や運動が一党一派に偏らないという結論に達したという事実は、必ず

しも、その事実が確定したというわけではない。家庭環境、教育、所属団体などの影響が、私

たちの考え方の前提となっている。討論の対象が、当事者の目から見れば政治とはかけ離れて

いるように思われても、もし一般大衆が政治問題だと考えれば、一党一派に属さない実業家の

議会であるロータリーの名声は損なわれることになる。会員がクラブに提案するすべての案件

は、審議をするために担当委員会と理事会に提出しなければならない。審議を終えた後、理事

会はその提案がクラブで行動をとるにふさわしい問題だと決定した場合、次週の例会で会員に

提案しなければならない。
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　各クラブは、火災予防、教育活動、森林・河川保護、公衆衛生に類する諸問題について、適

切と思われる行動を取ることが認められている。広範なまたは一般的に関心の高いプロジェク

トを承認したり推進したりする場合、そのような活動がロータリー一般、国際ロータリー、他

のロータリークラブに対してどのような効果を及ぼすのかについて考えなければならない。い

くつかクラブが取り上げた話題には、ロータリー一般や国際ロータリーとしては恥ずかしいと

思われるものもあったし、クラブが出した結論の中には、配慮を欠いたり、慎重な効果を考え

ないものも数多く含まれていた。国際ロータリーが国家的または内部的な問題に関わってはな

らないことは明らかである。個々のクラブの地元や内部や国家的な問題について関心を持った

場合でも、ロータリークラブは地区内で同様の影響を受ける他のすべてのクラブからの了承を

受けなければ、地元の関心を越えるような問題を進めてはならない。あるクラブが、他のクラ

ブに対して、内部的な問題、時には純然たる地元の問題について決議を行うように求めること

があるが、このような習慣はしばしばクラブの間の誤解を生じる。

　ロータリーの小さい義務を果たそう、そうすればロータリーの歯車は完全に滑らかに回る。

ロータリー宣言
　現代生活における取引上の基準が、人類進化の必要条件であることを認めて、ロータリーク

ラブは社会を構成する個人の利益の融和と、個人の利益との間の適切な関係を示すために作ら

れた。

　より効果的にこの目的を達成するために、制限制、代表制の会員制度が採用され、ロータリー

クラブは事業または専門職種の各分野から一名の代表によって構成されている。各会員は、異

なった職業に従事している代表者と接触することによって利益を受け、その結果、市民生活と

職業生活の責任をより知的に満たすことができる。クラブの会員制度の基本は、事業に関連す

る公共の問題を考慮するに当たって、全体の利害関係を代表し、特定の人の優位を保障するも

のではない。ロータリークラブは限定会員制度を取っているので、一般的に重要な問題につい

ては、全体の地域社会の声を反映したものではないが、そのような問題に対する活動は地域社

会における市民や事業の福祉を進めるに当たって、かなりの影響を及ぼす。

　ロータリークラブは事業上の公正な取り引き、正直な方法、高い倫理基準を要求している。ロー

タリーにおいては、事業上に影響を及ぼすような現実的、または、暗示的な義務は存在しない。

ロータリーの会員として選ばれたことは、選ばれた会員に対する、クラブの信用と当人に対す

る好意の表れである。当人の事業を通じて、当人自身を表現しているのであるから、積極的に

代表することが期待される。

　ロータリークラブにおける会員資格は、特権であると同時に機会でもある。そして、その責

任は同僚に対して正直で効率的な奉仕をすることと、思慮深く接することである。

　奉仕はすべての事業の基本である。
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　最もよく奉仕する者、最も多く報いられる。

全分野の職業人のためのロータリー倫理訓
　1915年７月 19～ 23日、サンフランシスコにおける第６回国際ロータリークラブ連合会

年次大会において採択

　この職業倫理基準は、我々の共通な人間性に基づく思いやりを心に留めるものである。職業

上の取引や野望や諸関係は、常に社会の一員として自分が果たす最高の義務を考慮すべきであ

る。職業生活のあらゆる場面において、また、自分が直面するすべての責任において、先ず最

初に考えなくてはならないことは、その双方を終えたときに始めて果たされる責任と義務を満

たすことである。人間の理念と業績の水準を、当初よりも少しでも高めなければならないし、

このことを考えることこそ、ロータリアンとしての私の義務である。この見地から、本委員会は、

国際ロータリーの職業倫理訓の基本は、次の原則に従うことに同意する。

第 1条  自分の職業は価値あるものであり、社会に奉仕する絶好の機会を与えられたものと考

えること。

第 2条  自己改善を図り、実力を培い、奉仕を広げること。それによって、「最もよく奉仕す

る者、最も多く報いられる」というロータリーの基本原則を実証すること。

第 3条  自分は企業経営者であるが故、成功したいという大志を抱いていることを自覚するこ

と。しかし、自分は道徳を重んじる人間であり、最高の正義と道徳に基づかない成功

は、まったく望まないことを自覚すること。

第 4条  自分の商品、自分のサービス、自分のアイディアを金銭と交換することは、すべての

関係者がその交換によって利益を受ける場合に限って、合法的かつ道徳的であると考

えること。

第 5条  自分が従事している職業の倫理基準を高めるために最善を尽くすこと。そして、自分

の仕事のやり方が、賢明であり、利益をもたらすものであり、自分の実例に倣うこと

が幸福をもたらすことを、他の同業者に悟らせること。

第 6条  自分の同業者よりも同等またはそれに優る完全なサービスをすることを心がけて、事

業を行うこと。やり方に疑いがある場合は、負担や義務の厳密な範囲を越えて、サー

ビスを付け加えること。

第 7条  専門職種または企業経営者の最も大きい財産の一つこそ、友人であり、友情を通じて

得られたものこそ、卓越した倫理にかなった正当なものであることを理解すること。

第 8条  真の友人はお互いに何も要求するものではない。利益のために友人関係の信頼を濫用

することは、ロータリーの精神に相容れず、道徳律を冒涜するものであると考えること。

第 9条  社会秩序の上で、他の人たちが絶対に否定するような機会を不正に利用することに
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よって、非合法的または非道徳的な個人的成功を確保することを考えてはならない。

物質的成功を達成するために、他の人たちが道徳的に疑わしいという理由から採らな

いような、有利な機会を利用しないこと。

第10条  私は人間社会の他のすべての人以上に、同僚であるロータリアンに義務を負うべきで

はない。ロータリーの真髄は競争ではなくて協力にあるからである。ロータリーのよ

うな機関は、決して狭い視野を持ってはならず、人権はロータリークラブのみに限定

されるものではなく、人類そのものとして深く広く存在するものであることを、ロー

タリアンは断言する。さらに、ロータリーは、これらの高い目標に向かって、すべて

の人やすべての組織を教育するために、存在するのである。

第11条  最後に、「すべて人にせられんと思うことは、他人にもその通りにせよ」という黄金

律の普遍性を信じ、我々が、すべての人にこの地球上の天然資源を機会均等に分け与

えられた時に、社会が最もよく保たれることを主張するものである。

要　　約
倫理訓の目的　　個人の完成を基礎として、国家の永続は単に自我を保存するためであるとい

うギリシア的な倫理訓の目的ではなく、この倫理訓は愛を述べたものである。ロータリアンは

単に自我を保存することだけが正しいのではなく、他人を滅ぼすよりはむしろ滅ぼされる方を

選ぶ。この道徳律は愛に基づいて作られている。

倫理訓の価値　　この倫理訓は保守派と革新派の間にある論争のどちらか一方の側につくもの

ではない。それは、単に、保守的であるから、または革新的であるからという論争には何のか

かわりもない。この倫理訓が探し求めるものは唯一つ、この倫理訓が述べている実用的な価値

である。この倫理訓の実用性は保守主義や革新主義ではなく、これを起草した人の理念なので

ある。この実用性こそが重要なのである。

ロータリークラブ
　一週間に一回、昼食会か夕食会を開催する。

地域社会における各々の事業と専門職務から一名の積極的な代表者を選んで会員を構成すると

いう独特な形式を取っている。

綱　　領
　すべての合法的職業は尊重されるべきであるという認識を深め、各会員の職業を社会に対す

る奉仕の機会を提供するものとして品位あらしめること。

　事業および専門職務の道徳的水準を高めるよう奨励すること。

　構想や事業運営方法の開発によって各会員の能率を増進すること。
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　同僚や社会一般のために奉仕したいという意欲を起こすよう会員を鼓舞すること。

　奉仕の一つの機会として、また成功への道として、情理ある交友関係を推進すること。

　クラブの地域社会の公共の福祉に対するクラブ会員の関心を高め、かつ、市、社会、商工業

の発展のために他の人々と協力すること。

特　　典
　あなたが巡り合うべき知り合いを作る。

　純粋で健全な良い親睦。

　真実で役立つ友人の開発。

　他の人々の仕事、問題、成功に関する啓蒙。

　効率を高める経営方法についての教育。

　あなたの同僚や社会一般に対して奉仕しようというあなたの願望を促進。

　知り合いを広め、あなたとあなたの事業に信用を抱かせる結果もたらされる事業上のみかえ

り。

義　　務
　定期的に例会に出席すること。

　遅れることなく会費を支払うこと。

　求めに応じて、本分を尽くすこと。

　大きな心、寛大な心を持ち、エネルギーと行動力のある人間、真の人間、ロータリアンであ

ること。
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目 標 設 定 プ ラ ン目 標 設 定 プ ラ ン
1931年 5月改訂　国際ロータリーパンフレットNo.3

目　　的
　目標設定プランは個々の会員に対してロータリーの理解を助け、日常の活動において奉仕の

理想の適用を奨励し、且つ活動プログラムの調和を図ることを目的として採択されました。

　社会秩序のなかで団体としてのロータリーの基本目標は直接的にはロータリアン、間接的に

は全ての人々をロータリーの綱領の達成にむけて、鼓吹、育成することです。

　ロータリー運動は広く遠いところまで及んでいます。そのプログラムは次の六つの綱領で明

確に示されています。

　下記の事柄を奨励、育成すること：

　（1） 有益な事業の基礎としての奉仕の理想

　（2） 事業及び専門職務の高度の道徳的水準

　（3） 全てのロータリアンの個人生活、事業生活、社会生活において奉仕の理想の適用

　（4） 奉仕の機会として知り合いを広めること

　（5）  全ての有用な職業の価値の認識及び全てのロータリアンは夫々の職業を社会に奉仕する

機会として品位を高めること。

　（6）  奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理

解と親善と平和の推進。

　これらの六つの綱領及びロータリーのプログラムを集約すると、ロータリーは一つの理想、

奉仕の理想を持っていると言えます。ロータリアンとはこの奉仕の理想に賛同した人です。従っ

て、その理想を理解し、更に彼自身の生活において実践に務める義務を持っています。

運営プラン
　標準クラブ細則第８条、第１節は、目標設定委員会はクラブの包括的な行動計画を立案し、

クラブ全体にわたってロータリーの目標、綱領のより深い理解を育成し、包括的かつ整合性の

ある活動プログラムを作成すべく、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕委員会の活動を、

統括且つ調整するよう規定しています。細則は更に、目標設定委員会は会員特に新入会員に会

員の権利と責任、ロータリーの歴史、綱領、規模、組織、意義につき正しい理解を伝えるため

の具体的なプランを作成、実施することを規定しています。

　目標設定委員会に関与する委員会の各委員長は夫々の奉仕委員会の委員長としての職務と同

時に目標設定委員会の委員としての責任を自覚して先に述べられたより広い責任を銘記しなけ
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ればなりません。

　ここまで、このプランに関与する四つの委員会、すなはち、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉

仕及び国際奉仕委員会について述べました。この四つの委員会の委員長は国際ロータリーの会

長から任命された幹事長と共に国際ロータリーの目標設定委員会を構成します。クラブにおい

ては、以上の四大委員長はクラブの会長及び幹事と共にクラブの目標設定委員会を構成します。

　クラブの会長及び幹事は、この委員会の委員長と幹事を務めます。この方式により理事会は

常にこの委員会の活動に精通し、且つ委員会は常に理事会の意向を知ることができます。

　小さいロータリークラブでは理事会のメンバーをクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉

仕各委員会の委員長に任命することをお勧めします。同様に、職業分類、親睦、青少年活動な

どの小委員会は一人か二人の委員が適当でしょう。

　一方、大きいクラブでは、上記の四大委員会はそれぞれ、特定の事業分野を担当する小委員

会を作って下さい。小委員会の数は夫々のクラブの会員数及び課題により決まります。

　標準ロータリークラブ細則、第７条は国際ロータリー理事会がクラブに対して推奨の委員会

を詳細に規定しています。第８条はこれらの委員会の職務を規定しています。各クラブは委員

会の数をクラブの事情に応じて自由に増減出来ます。委員会の数は各クラブの各自の必要に応

じて決定されるべきものです。会員数二十五名のクラブは四大委員会だけで十分でしょう。一方、

会員数が多いクラブで、ロータリーの活動に出来るだけ多くの会員の参加が望ましい場合には

特定の業務について小委員会を作るべきでしょう。

　クラブ奉仕
　四大委員会の最初の委員会はクラブ奉仕委員会です。最初の委員会という順位は偶然ではあ

りません。しかし他の三つの委員会と比較してより重要だということでもありません。奉仕の

理想とロータリー内の個人との関連において占めている順位によるものです。クラブ奉仕の仕

事は内部組織の一委員会だけに留まりません。クラブの運営の組織的な側面を超えたものです。

この委員会及びその小委員会の職務を分析すればクラブライフに於ける奥行きの深い地位、目

的が見えてきます。

　標準ロータリークラブ細則第８条、第２節は次のことを規定しています。“この委員会は目標

設定委員会のプラン、プログラムを実行すべきクラブの機能を発展させるために任命した職業

分類、会員資格、プログラム、親睦及び広報委員会、その他クラブ奉仕の特定分野担当の他の

委員会を監督し且つ調整するものとする。”

　この規定の真意を十分理解するためには注意深い分析と広範な解明が必要です。ロータリー

で職業分類、会員資格、プログラム、親睦などが語られている時はロータリーの組織構成に関

する専門用語だけでなく、ロータリーの成長、発展に多大な貢献をしてきた基本的な事柄を述

べています。職業分類の原則はロータリーの団体としての継続的な成長と発展の基礎になって

います。会員選考委員会の責務として其々に会員資格を与えることはロータリーの組織のなか
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で最も重要な仕事です。適正な職業分類を決定、付与すると同時に、クラブの例会への出席を

奨励し、会員との健全な親睦を図り、クラブのプログラムを通じて奉仕の理想に従った生活態

度の育成が必要です。広報委員会を通じてクラブの奉仕活動は会員に直接行われると同様に間

接的に一般社会に行われるべきものです。

　広い意味では、この委員会の仕事はクラブの中での団結心を育成するものだと言えるでしょ

う。クラブのプログラムを通じて奉仕の理想を伝達し、クラブ内で会員同士の親睦をはかり、

会員の視野を広め、ロータリーの実践的な活動よりも、むしろ内面的な側面の増進に努めるこ

とです。

　個々の会員がクラブ奉仕委員会の仕事の恩恵を充分に受ければ、その当然の結果として奉仕

の理想に対する彼の信念を表明する道を求めるでしょう。彼はロータリーの内面的な側面だけ

では満足出来ないで、それを適用する道を求めるでしょう。会員が奉仕の理想を日常表現する

には三つの道があります。これらの三つの道は他の三つの委員会、つまり職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕が代表しています。

　職業奉仕
　（各自の職場での奉仕）

　推奨ロータリークラブ細則第８条第３節は次のように規定します。“この委員会は本クラブ会

員がその職業関係における諸責務を遂行し、各会員それぞれの職業における慣行の一般水準を

引き上げる上に役立つ指導と援助をあたえるような方策を考案しこれを実施するものとする。”

　奉仕の理想を受諾したロータリアンは事業遂行にあたり顧客、依頼人、更に間接的に一般社

会に最高の奉仕を尽くしたいと考えるでしょう。その結果彼の従業員は生活水準及び教育、文

明の一般的な向上に参加します。更に、事業を行っている地域社会が生活を営むのにより良い

場所になることを願うでしょう。

　職業奉仕は各ロータリアンに対して其々の特定事業が属している業界全体により高度の行動

基準を提唱する責任を持たせています。ロータリアン個々人が携わっている事業、専門職務を

通じて地域社会、世界中の人達との日常の取引、関係において奉仕の理想を生き生きとして活

力にあふれた活動的な力にすることは可能であり又そのようにしなければなりません。

　社会奉仕
　第８条、第４節は社会奉仕委員会の責務を規定しています。奉仕の理想に鼓舞された会員が

彼の態度を示す最初の機会は彼の職業を通じて行うことです。当然の結果として地域社会が二

番目の場所になります。ここでの機会はほとんど無限に広がっています。彼自身の町や州だけ

でなく国からさらに世界中で彼は奉仕の理想の力の生きた証人になることが出来ます。ロータ

リーの刊行物を注意深く研究して、奉仕の理想が正しく理解され、地域社会の人々を通じて適

用されたら、各自の地域社会、子供たち、市民とその諸団体に奉仕する機会を十分に見出すこ
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とが出来るでしょう。

　国際奉仕
　第８条、第６節は国際奉仕委員会の責務を説明しています。各自がロータリーに入会して奉

仕の理想の意味について満足できる説明を受けたら職業、地域社会で実践の機会を求めると、“奉

仕”は町や市の境界に制約されないで、州や国の境にも限定されないで地球の果てまで広がる

ことに気が付きます。国際奉仕委員会は会員にこの機会を見出すことを支援します。

理事会

目標設定

委員会

クラブ奉仕
委員会

職業分類
小委員会

親　睦
小委員会

プログラム
小委員会

広　報
小委員会

出　席
委員会

会員選考
小委員会

都市郊外
交流促進
小委員会

青少年
小委員会

障害児童
小委員会

育英基金
小委員会

職業奉仕
委員会

社会奉仕
委員会

国際奉仕
委員会
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職 業 奉 仕

　1927年オステンド国際大会で目標設定プランの採択と共に職業奉仕という言葉が国際ロー

タリーで使われるようになりました。それ以前、ロータリーのこの分野の題名として使用され

ていた“事業方法”に取って代わりました。呼称の変更はそれ以前数年間の“事業方法”プロ

グラムの本質を変えるものではありません。

定　義
　“vocational”は名詞“vocation 職業”から派生した言葉であり、正規の雇用、天職、事業、

専門職、仕事などを意味します。 

　ロータリーでは職業奉仕を語る場合、“サービス” という言葉を最も広い意味で使っています。

それはただ単に全ての事業、専門職の取引において販売される商品や提供された仕事だけでな

く、それを受ける人のニーズと状況に適正な配慮を与え、他人に対する思いやりの原則の継続

的な実践を含んでいます。更に、ロータリアンは孤立した個人ではなく、かれの職業関係を通

じて買い手、売り手、同業者、従業員に対して最高のサービスの手本を示して実践すべき義務

と機会を持っているとロータリーは考えています。このようにして、職業奉仕という言葉の意

味は、専門職、事業或いは職業分類によって示されている職種の場及びそれを通じて“ロータ

リアン個人”による奉仕の理想の積極的な表現です。 

解　釈
　ロータリーの六つ綱領は職業奉仕に深く関わり合っているので、職業奉仕がロータリーのプ

ログラムの主要部分であるように見受けられます。 

　綱領の第一項及び第五項は全体として職業奉仕に関連しています。それらは： 

　“特に次の各項を鼓吹、育成することにある； 

　第１． あらゆる有用な事業の基礎として奉仕の理想 

　第２． 事業及び専門職務の高度の道徳的水準。 

　第３．  すべての有用な職業の価値の認識及びロータリアン各自が職業を社会に奉仕する機会

として品位あらしめること。 

　ロータリー定款第３項 ――“全てのロータリアンは、その事業生活および社会生活に奉仕の

理想を適用することを鼓吹し育成する。”―― 少なくとも三分の一は職業奉仕に言及している

が、実践に際してはこれよりもはるかに高い比率に及んでいるでしょう。というのは彼は事業

とか専門職務により多くの時間を割いている以上、彼の接触相手、機会は個人生活および社会

生活よりもはるかに多く事業生活に発生するからです。 



－ 496 －

歴
史
的
文
書

　綱領第四項 ―― 「奉仕の機会として知り合いを広めることを鼓吹し、育成する。」̶は主と

して職業奉仕を通じて実践されなければなりません。奉仕の機会として知り合いを広める機会

の最大の回数は各自の職業を通じて発生するからです。 

　綱領の偉大な第六項 ―― “奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交

によって、理解と親善と国際平和の推進を鼓吹し育成する”̶これは明らかに職業奉仕の最終

目標です。戦争は経済的な誤解と紛争から発生しました。相互理解、親善、事業上の信用の確

立は国際平和に貢献するでしょう。 

　ロータリーでは奉仕の理想の意味について様々な表現が行われました。「超我の奉仕」、「最も

良く奉仕するもの最も多く報いられる」、他者に対する思いやり、更に自分にして欲しいことを

何よりも先ず他者に与えることなどがあります。

　職業奉仕を含めて奉仕の理想の解釈は意図的にロータリアン各自及びロータリアンのグルー

プに任されています。その適用は広範で多様な状況、問題、可能性に対応して実行されねばな

らないものであり、各個人が彼自身に対して“私の職業において、それを通じて奉仕の理想を

適用するとは自分にとって何を意味するのか？”という問いかけに対して自ら答えることによ

り最も役立つことが実現出来るでしょう。 

現実的且有効なプログラム
　ロータリーの職業奉仕のプログラムは観念的なものでも消極的なものでもありません。それ

は六つの綱領のすべてにおいて積極的に述べられています。前提として事業において為すべき

でないことを止めることは必要ですが、ロータリーの六綱領はすべて為すべきことを明示して

います。“高度の道徳的水準”は具体的な行為を求めています。 

　他者に対して一様に思いやりのこもった奉仕は、事業の繁栄継続を築く最善の基礎であるこ

とを実証した多くの事業により、ロータリーの理念が現実的であることが証明されています。

　競争相手との協力、礼儀正しい配慮、取り分は与える分により決まることに対する事業主の

理解、顧客に対する誠実な奉仕に基づいた販売、従業員に対する雇用者の配慮などがより多く

の収益を齎すことにより、より多くの投資が出来ること、国際取引における高度の道徳規準―

これらを、ロータリーが実践し新しい経済の歴史を作りあげています。ロータリーは決して利

益を上げる可能性のためにその哲学を推奨したことはありません。しかし、職業奉仕のプログ

ラムはもしもその理念が現実的なものであることが実証されなかったら、会員を構成している

事業者、専門職の人々の心を動かさなかったでしょう。 

　職業奉仕の研究、拡大、実践を奨励することにより、事業は金銭的に表現された成功だけで

なく、それより遥かに豊かな自尊心と他者からの尊敬の取得、社会に本当の貢献をしたとの満

足感を得る道をロータリーは示しています。
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適　用
　ロータリーの職業奉仕プログラムの適用が成功するためにはロータリーの組織プランに合っ

ていなければなりません。ロータリーは全地域社会の中で其々の職業から一人の会員しか入会

を許しません。これはロータリーの中でその会員が各自の職業分類又は職業を代表しているわ

けではありません。何故なら地域社会のその職業分類の会員が彼らの代表者として彼を選んで

いません。そのロータリアンが出来ること及び期待されている唯一つのことは彼の職業をロー

タリーが代表することです。ロータリーが職業奉仕の遂行に成功するためにはロータリアンが

各自の職業の一員としての行動を通じて行はれなければなりません。 

　ロータリークラブは会員が事業、専門職務の世界でロータリーの理念をより熱心に且効果的

に実践することを広め推奨しなければなりません。この目的を達成するために全てのロータリー

クラブは毎年幾つかのプログラムを提供して、そこで職業奉仕に関して、あらゆる問題を話し

合うことをお勧めします。その上で、ロータリアンは各自の業界に戻ってロータリアンではな

く業界の一員として、率先垂範、事業、専門職務の高度の道徳的水準の確立を推進し広めるでしょ

う。 

　全てのロータリアンは彼の職業の活動的な一員として、その事業、専門職務の中により高度

の行動基準を齎す方策を考え、その実現に努力するでしょう。 

　同様に、各ロータリークラブは其々の地域社会及び国内の諸条件及び会員による職業奉仕の

勉強、促進の進歩度合に応じて、職業奉仕に対するクラブ独自のプログラムを作成しなければ

なりません。 

　各ロータリークラブの職業奉仕委員会はロータリー年度の初めに会合してクラブ例会に提供

すべき職業奉仕プログラムを作成すべきです。国際ロータリーはロータリークラブの職業奉仕

プログラムについて多くの提案を準備しています。これらは世界中のロータリアンから寄せら

れたものであり、殆どの実例はそれらのクラブで実行に成功したものです。この資料は

Chicago, Illinois, U. S. A., or at Zurich, Switzerland の国際ロータリーの事務総長に申し

込んで取り寄せて下さい。 

　しかし、クラブ職業奉仕委員会は先ず職業奉仕推進のための新しい方法、提案、テーマ、プ

ランなどを考案するよう努力すべきです。それが出来たら、プログラムはクラブ及び適用され

る国の実態に合わせて慎重に調整され、それらは国際ロータリーから入手できる資料から得ら

れるものよりも、はるかにもっと成功するでしょう。 

　其々の国の様々なロータリークラブが相互に連絡を取り合うか、或いは選ばれた代表者の会

議を開いて、その国の全てのクラブで使用できる統一プログラムを作成することを、或る国の

ロータリークラブが提案しています。この方法はプログラムが全ての点で詳細にわたり適用さ

れる其々の地方の実情に適応するように注意深く検討されることでありお勧めします。 
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検討すべき項目
Ａ．企業経営 

Ｂ．取引先グループとの関係 

　　1．買い手と売り手の関係 

　　2．同業者との関係 

　　3．労使関係 

　　4．国際取引関係 

事業経営 
　ロータリーは職業奉仕を事業、専門職務の実際の成功を達成するための現実的でしかも健全

な基礎であることを提唱しています。 従って、それらの実際の適用により、事業、専門職務の

諸問題の解決及び事業、専門職務の業容拡大の上で得られる利点についての検討が必要です。 

　もしも職業奉仕があらゆる事業所、専門職場全体において実践されるためには、奉仕の理想

がその事業体全体の基本方針として採用されることが最も効果的です。 奉仕の理想が事業の核

心になって事業を支配しなければなりません。つまり、事業の基本目的の一つが奉仕であると

の意識がなければなりません。理事会が事業方針を決めている場合には、その理事会は奉仕の

理想が事業を支配する基本方針であることに合意していることが特に望ましいです。 

　これは、全ての事業、専門職務、調査研究、同業組合などでの方針の決定や職業組合などの

話し合いなどにこれらは役に立ちます。 

　奉仕の理想が組織体の基本方針として望ましいことに確信を持てば、経営者は当然のことと

して、次の四つの関係を通じて、それの適正な表現に取り組みます。 

買い手と売り手の関係 
　職業奉仕のこの特定分野に関するプログラムは顧客及び仕入先との取引における正しい行為

の維持により増える‘暖簾’の価値を強調すべきです。 

　全てのロータリアンは商品またはサービスを買います。そして全てのロータリアンは商品ま

たはサービスを売ります。 

　買う場合に適用すべき奉仕の理想とは、現在の買い手が仮に売り手になった場合に望ましい

と思うのと同じ取扱いを現在の売り手は受ける権利があるという事実を認識して考えることで

す。買い手としてのロータリアンは商品又はサービスの決済方法、時期その他の契約又は購買

の条件を忠実に遵守すべき明確な義務を負っています。 

　売り手は奉仕の理想をどのように実践すれば良いのでしょうか？ それは買い手の全面的な信

頼に応える行為又は提供された商品、サービスの品質、数量について、売り手の説明通りの行

為です。それだけではありません。売り手がお勧めしている商品又はサービスの用途が買い手

のニーズに合っているかどうかを売り手は確かめる義務を負っています。
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　もしも提案された取引が買い手のニーズに合っていなければ、売り手は少なくとも、その事

実を顧客又は依頼人に知らせるべきです。彼の同業者のほうが、要求されているサービスをよ

りよく提供することが出来ることを知っていれば、お客さんを同業者に紹介するのは、ロータ

リアンとして当然のことです。 

同業者との関係
　同業者との関係において職業奉仕の理念を実践するためには、ロータリアンは彼の職業活動

及び同業者組合があればそれを通じてあらゆる機会を利用すべきです。 

　もしも同業者組合が公正取引規範を持っていなければ、ロータリアンはそれを設定すべく検

討を提唱すれば良いでしょう。もしも規範があればそれを適正且つ効果的なものにするよう最

善の努力、協力をすべきです。全てのロータリークラブの会員の中で、彼の職業が同業者組合

を組織していない場合には、この会員の名前をChicago, Illinois, or Zurich,. Switzerland,

所在の国際ロータリー事務総長に報告して下さい。彼らの職業で同業者組合を作ることを希望

している他の同業者と連絡できるよう手配します。同様に同業者組合が既に組織されていても

適正な公正取引規範がない場合には、国際ロータリー事務総長に連絡して正しい公正取引規範

が採択されるように他のロータリアンの協力を得ることが出来るでしょう。適正な公正取引規

範の作成を望んでいるロータリアンを支援するために作られたパンフレットは事務総長事務局

から入手できます。 

　或る国では政府が職業内での正しい行動基準の起案、施行のため支援を提供しています。こ

の建設的な行動へのロータリアンの協力は特に望ましいものです。 

　同業者との一般的な関係については、個々の会員が他者を犠牲にして自らの利益を図るより

は、業界全体が繁栄すれば同業組合会員全員が成功する確率が高いことをロータリアンは認識

すべきです。同業者間相互の関係が最高になるように協力関係が発展し更に必然的にお互いの

立場に対する配慮による行為をロータリーは望んでいます。 

使用者と従業員の関係 
　職業奉仕の原則の価値についての包括的な検討は従業員との関係を含むべきです。自分が遇

して欲しいように他者を遇すべきとの規則を雇用関係に適用すればお互いに大変大きな利益を

齎します。従業員、彼らが抱えている問題、生活様式などに対する適正な配慮が行動に示され

たら、離職率の著しい低下、従業員の移動による損失を排除して従業員の生産性の向上を齎し

ます。 

　失業の克服、賃金の増加は消費力の増大更に使用者、従業員双方に利益をもたらすことによ

る相互利益の莫大な可能性につき注意深い検討が必要です。 

　或るロータリークラブは雇用関係の現状を探るために興味深い効果的なアンケート調査を実

行しました。このアンケート調査から得られた情報はクラブのプログラムにテーマを提供し、
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更に雇用関係の改善方法を示唆しています。これは或る国々で深刻になっている労使関係の平

和的解決のための秩序的な方法です。更に、現在発生している深刻な数の失業者に対する配慮、

討議が必然的、自動的に必要になります。 

　概して労使関係での職業奉仕の目標は善意、協力、友情の心を育てることです。かようにし

て従業員の全面的な協力を得てより良いより大きな成果が生まれ、従業員の生計が改善され使

用者のより大きな繁栄と満足が望めるでしょう。 

国際取引関係 
　もしもロータリーが国際的な親睦、善意、協力と理解、更に正しい商慣習、戦争費用の廃止

などの確立を達成すれば、ロータリアンによってより広大な国際関係の場が始まり広まります。 

　ここでロータリアンが先ずなすべきことは、国境を越えたすべての取引に、奉仕の理想を適

用することです。勿論、国内での顧客、同業者に対する取扱いと国際的に広がった相手との取

扱いとの間に差別をつけるべきではありません。取引上、高度の倫理基準の遵守を信奉してい

るロータリアンは国際取引での紛争を無意味な行為とすることに多大な貢献をすることが出来

るでしょう。 

　全てのロータリアンは其々の職業を通じて国際分野に進出のため、あらゆる機会を利用すべ

きです。この活動はロータリーの地区大会、国際大会などで、その目的のために準備されたプ

ログラムによる職業別会議から始めることが出来るでしょう。その結果として同業者全員の地

区、全国又は国際会議、大会などが生まれるでしょう。 

　ロータリー及び同業者会議では国境間の道義的、非道義的行為の問題が討議されなければな

りません。取引の発展、国際貿易を阻害している摩擦、紛争を大量に生み出している取引様式

を排除して、それらに代わるべき道徳的行動基準を強調すべきです。 

　国際関係の正しい取引には精神的に正しい態度が必要です。国際取引の問題はロータリアン

がクラブの会員仲間に対して率先垂範している親善と友情の精神で取引することによってのみ、

はじめて解決できます。彼が他国の同じ業種、同じ産業に所属している人々に対して、ロータ

リアンと同様の友好的な気持ちで取引し、更に同じ態度で同業の全ての人々に奨励することに

より彼はロータリー綱領第 6項目の達成に多大の貢献をすることになるでしょう。 

　クラブプログラムについての詳細なパンフレットは国際ロータリー事務総長事務局から入手

できるでしょう。 東　昭二（宝塚武庫川RC）訳
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奉仕の図式奉仕の図式
The Rotarian 1918年 9月号The Rotarian 1918年 9月号

　数多くの団体の中で、ロータリーは常に奉仕の原則の実践を追及している団体として特に際

立っています。これは事実であり、奉仕を図式で示す論文を寄稿するようにとのペリー事務総

長のお誘いを受けたことに喜んでお応えします。

　先ず、奉仕の原則とは何でしょうか？

　ほかの全ての原則と同様に、それは原因があったからです。それは神性の一部分です。本質

的に原則は摂理です。

　原則は摂理の法則です。

　法則は規則です。

　人が作った法律は国の最高権者が規定した行動の規則です。

　自然の法則は宇宙の最高権者が規定した行動の規則です。

　原則は万物の本来の姿です。これは過去、現在更に未来において何時も変わりません。

　このようにして、牽引の原則は存在しています。過去、未来常に存在しています。そこから

重力の法則が生まれて、その作用は普遍的です。自転車で坂を下っている子供は牽引の原則と

か重力の法則について何も知りませんが、それらを利用しています。

　奉仕の原則は基本法則として常に存在して来ました。

　全知全能の創造者は人間を奉仕する者として作りました。これは商売人でも他の如何なる職

業に従事する人たちも、全く同じです。

　言いかえれば、奉仕の原理は人間の相互関係に適用される牽引の法則です。人は誰でも自分

に奉仕する人たちに惹きつけられ、奉仕しない人たちには反発します。

　図式で示せばどうなるでしょう。

　この論文では二つの図式を示します。

　奉仕と報酬の図式です。

　この最初の図式は理屈ではなく、火が原因で熱が結果であるという自然現象を表しています。

この誰でも知っている事実を図式で示せば次のようになります。

　　　　　　　　　　　　　　　火 o　　　　　　　熱 o

　　　　　　　　　　　　　　　火 O　　　　　　　熱 O

　小さい火は少しの熱を起こします。

　より多くの火はより多くの熱を起こします。

　誰もがこれが事実であることを知っていますが、次の図式も全く同じく事実です。
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　　　　　　　　　　　　　　奉仕 o　　　　　　報酬 o

　　　　　　　　　　　　　　奉仕 O　　　　　　報酬 O

　少ない奉仕には少ない報酬

　より多くの奉仕にはより多くの報酬

　これは人間関係の自然の法則です。

　法則に従って行動すれば、意識的、無意識的を問わず、成

功がもたらされます。法則に違反すれば、意識的、無意識的

を問わず失敗を招きます。

　奉仕する意欲すら持っていない人が沢山います。又、奉仕

の意欲があっても能力に欠けている人もいます。

　普通の人も奉仕する意欲と能力を伸ばすことができますが、そのためには努力が必要です。

　二つ目の図式です。奉仕の働きが満足と信頼を支える力であることを示しています。この基

礎の上に恒久的な関係が築かれます。

　物理的な四つの事実があります。それは何方も理屈だとは言われないでしょう。

　この事実は二番目の図式に示される自然現象を理解するのに役立ちます。

　1．恒久的な建物には基礎が必要です。

　2．基礎は岩盤か硬い地下層が必要です。

　3．土地が岩盤、基礎を下から支えていること。

　4．地震は岩盤や基礎を揺るがして破壊し、建物を壊します。強い地震は一回で破壊し尽く

しますが、小さい地震でも多ければ何時かは堅牢な建物でも破壊するでしょう。

人間関係の図式
　四つの心理的な事実があります。

　1．経営者と従業員、セールスマンと顧客を始め全ての人間関係が続くためには建物の場合

と同様に基礎が必要です。その基礎は世界中共通のものであり、その名は信頼です。

　2．信頼を続けるためには、固いものの上に安定させる必要があります。その岩盤となるの

は満足です。満足と信頼の関係と、岩盤と建物の基礎との関係は全く同じです。

　3．奉仕は満足と信頼を下から支え、盛り立てる母なる大地です。

　4．奉仕活動における誤りと、満足及び信頼との関係は、地震と、岩盤及び基礎との関係と

同じです。大きい誤りは一回でも満足と信頼を壊します。小さい誤りでも多ければ何時

かは満足と信頼を壊します。

　会社の評判は雇用主ではなく、顧客によって作られます。

　利益をもたらす唯一の道は、顧客との持続的な信頼関係です。

　奉仕こそが満足と信頼を持続するために自然から与えられた唯一つの道であり、関係を持続
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させた結果として利益を得るための、唯一つの道です。

　目覚めて啓発された人の心は、自分に奉仕するただ一つの道は他人に奉仕することだという

事実を理解するようになります。

　以上の事実は次の図式で示されます。

　以上のことを学べば、ロータリーのモットー

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」が

格言として基本的な事実であることがよくわか

るでしょう。

　実は、人生において最も単純で、最も素晴ら

しい事実を表しています。人生は、与えること

と得ることとの絶え間ない潮の満ち引きに過ぎ

ないのです。

　力学では、作用と反作用は等しいことを私たちは知っています。

　世間の力学では、私たちが仲間に奉仕するのは作用であり、仲間から受け取るのは反作用です。

　作用は原因で、反作用は結果です。

　ロータリーが団体として、あるいは個々のロータリアンが為すべきことは、ロータリーが立

脚しているこの原理を実践することです。

　原因を作りましょう、結果は自然について来ます。

東　昭二（宝塚武庫川RC）訳
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1921年　国際ロータリークラブ連合会1921年　国際ロータリークラブ連合会
エジンバラ大会スピーチエジンバラ大会スピーチ

ロータリー哲学
アーサー・Ｆ・シェルドン

　委員長、ご婦人方、ロータリアン諸君。

　私は人生の道を歩んでいく中で何度かの栄誉を受けましたが、今日のロータリーの力強い活

動が、創立当初に作られた、私のお気に入りの精神的な子供にも例えられる金言のごときモッ

トーが採択されるという栄誉が与えられました。その喜びが一層高まったのは、私の文章が発

表されて以来、私が受け取った数多くの親切な対応によって、私のモットーが認められたとい

う喜びが保障されたからです。

　プログラムからも判る通り私のテーマは「ロータリー哲学」です。私のスピーチを文書に書

いて出版委員会に提出しましたので、私のスピーチは既に終わったのも同然です。

　私はスピーチ原稿を船の中で書き上げ、「フォーラム」の編集者にそれを読むように依頼する

と、彼はそのことを聞くと、「シェルドンさん。あなたはなぜ、スピーチ原稿を書かずに本を書

いたのですか？」と言いました。皆さま方はすでにスピーチが済んだことを知って、さぞかし

嬉しいことだと思います。（笑い）。

　後ほど文書としてお読みいただくことが可能だとは思いますが、ロータリーの根幹をなす奉

仕哲学の基礎を作るために全力を傾注した「ロータリー哲学」について、その一部始終をお話

したいと思います。この種のプログラムにおいて、他人の権利を侵害しないで私たちがベスト

を尽くすためには、基礎的な幾つかのことをする必要があります。言い換えれば、最も重要な

幾つかの点に触れる必要があります。

　ロータリアン・シェルドンは上記のような前置きを話した後、原稿無しで、前置きで触れた

演題の趣旨に沿って、45分間にわたって国際大会の関心を一身に浴びました。彼の演説は拍手

のために途中何度も中断し、演説が終わると、そのメッセージが深い感銘を与えたことは疑い

の余地はありません。聴衆は全員が立ち上がり、シェルドンが立ち上がってそれに応えるまで、

喝采は止まりませんでした。

　この論文は、全文が正式記録として議事録に挿入されています。

　カリフォルニア州の北部のシッソンの近くに三つの泉が湧き出ています。シャスタ山に降る

万年雪に源を発しているので、泉が枯れることはありません。三つの泉が合流して、一本の小

川になり、その道すがら、他の泉や小川が合流してサクラメント川になります。それぞれの力

を加えた力強い大河になって、最後は海に達します。
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　源となっている小さな三つの泉を見た旅人は、小さな出発が大きな可能性につながるという

教訓を学びます。

　川はこの件に関して直接関係はなく、力強い活動はしばしば小さな始まりから生まれるのです。

　数年前、私達の尊敬すべき創立者である名誉会長は、昼食を取るために、シカゴで３人の友人

と会いました。彼らは何回も会合を重ねながら、そのグループを大きくしました。彼らは、ウィ

リアム・モリスの「親睦は人生であり、親睦の欠如は死に等しい」という言葉を実感していました。

　昼食を取りながら友愛の喜びを味わい、「人はパンのみによって生きるものにあらず」という

言葉を実感したのです。彼らは人類愛の素晴らしさを感じました。彼らは例会を永久に続ける

と決めて、最初のロータリークラブを作ったのです。

　その活動が始まった当初は、それが建設的な影響力を持っ

た流れの出発点となり、結果的には世界中に広がって、人

類の王国の遥かかなたにまで達することを夢見ることなど、

誰も考えていませんでした。しかし、ロータリーはそれを

成し遂げたのです。今日、人間の思考の広大な海は、全世

界に永遠の利益を提供しています。その影響力は、直接的にも間接的にも極めて大きいのです。

　シカゴにおける例会という原動力から流れだした川は、建設的な考え方というメキシコ湾の

潮流となって海を渡り、兄弟愛という絆で大陸を結びつけました。

　組織が誕生してから僅か12年しか経っていない今日、アメリカから参加した2,000人以上の

人々と共に、歴史的都市エジンバラで国際大会を開催しているのです。

　エジンバラと大英帝国に祝福あれ。国王と共和国大統領のご健勝を。ロータリーがアングロ

サクソンの民族を融和させ、すべての国家が奉仕の精神に基づいた目的と行動でより緊密に結

ばれますようにお祈りします。

　現在力強い活動をしている開拓者が、仮に、初期の時代にこの国際大会を予言したとしたら、

実現できない夢を追う夢追い人だと思われたことでしょう。このようなことは国際大会の歴史

上、初めてのことなのです。海を越えて国際大会に代議員を運ぶために、２隻の汽船をチャーター

したことは世界で初めてのことであり、ものすごく大きな事業が首尾よく実施されたのです。

　これは、歴史が浅いにも関らず、ロータリーが偉大な力を持っている証拠です。人を作り、

事業を作り、地域社会を作り、世界をも作る能力を持っている、驚くべき予言なのです。

　ポールや同僚の開拓者たちは、ロータリーを始めた当時認識していたよりも、もっと素晴ら

しいものを作ったのです。ダマスカスに向かって旅立った、偉大なる法律家ポールに似た誰かが、

偉大なる光を見たのかも知れません。ポールが長生きをして、成功し、更に光り輝き、多くの

使徒を送り続けるようにお祈りします。

　さて、今ここで、ロータリー哲学というテーマで演説することは、私の義務であり、特権で

もあります。
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　皆さま方から、演説をするようにご招待されて、特にこの機会とこのテーマが与えられたこ

とは、大きな名誉です。この名誉を与えられたことを心から感謝しますが、この名誉を受け入

れることは、いささか不本意です。

　まず、ロータリーの哲学をすべての人が満足するように述べることは、かなり難しいことです。

人間関係学が開発段階にある現状ではなおさらのことです。

　人間関係が自然の法則であることが、一般の人に理解されるまでは、人間の意見は奉仕哲学

に関して異なった見解を持ち、最終的な分析は、ロータリー哲学は何かということになります。

　奉仕を最終的に分析したものがロータリー哲学です。実態に即して、もっと謙虚に、この論

文をロータリー哲学ではなく「ロータリアンの哲学」と題した方が、適切だったかも知れません。

そうすれば皆は、もっと自由に考えることができ、徐々に発展していく過程にあるロータリー

哲学に対する示唆に富んだ論文になったのかもしれません。しかし、その難しさは、不本意な

がら、ロータリーに対する奉仕を証明したいという私の希望を引き受けたことに対する、唯一

の要素ではありません。

　この根本的な重要なテーマを論ずるに当たって、哲学という言葉を疑いの目で見ている人が

たくさんいるという事実に全く無関心というわけではありません。

　学問という言葉を人間関係や、特に商工業に適用しようとすると、多くの人たちが眉をしかめ、

肩をすくめた時代は、そんなに昔ではありません。そして、哲学という言葉は、学問という言

葉よりも更に知的な言葉でした。製造や配布に関連して、学問という言葉を使うことに対する

先入観は、ほぼなくなり、今日の経験に富んだ実業家は、学問という言葉は進歩をもたらす使者、

質や量や経済の母として、一般的に歓迎しています。しかし、学問の信奉者の中でさえ、哲学

を理論的な抽象概念と結び付け、一般的に敬遠する傾向が強いのです。

　ロータリーの会員は事業と専門職種の階層から大部分が選ばれており、もしロータリーがす

べての人たちから受け入れられる明確な哲学を持つ必要があれば、それは実践可能なものでな

ければなりません。実践哲学は、毎日の生活、家庭で、職場で、市民として、政治関係の中で、

ロータリアンとしてうまく適用できるものでなければなりません。それは実践可能で、有益な

哲学でなければなりません。この事実は、ロータリー哲学を発展させるという私たちの義務と、

大きな責任の両者を結びつけるものです。これは私達の生きがいとして、特に重要なことなの

です。

　大きな出来事が起こっています。人類の複雑な考え方は、流動的なるつぼの中にあります。

　現在生きている数百万人もの人たち、まだ生まれてこない数百万人の人たちの幸福や苦難を

大きく運命づける基本的な方針は、未だ構築の過程にあります。

　第三のオルガヌムという表題の本の中で、作者は、アリストテレスを超えたアリストテレス

流に、ベーコンを超えたベーコン流に、次のように述べています。
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特定の瞬間においても、世界の未来はあらかじめ運命づけられていますが、それは条件付

きで運命づけられるのです。新しい事実が起こらない限り、その瞬間に起こった出来事の

進み具合によって、全く別の未来になります。新しい事実は、意識および意識から生じる

意思からのみ生じます。

 

　世間がこの事実を認めるか否かにかかわらず、ロータリーの原点とも言える奉仕の原則は、

自然界における事実を表しています。事実、それは、調和と利益をもたらす人間関係をコントロー

ルし管理する法則を示しているのです。

　もし私たちが、この国際大会に集った諸会社や国家の運命を決定する人たちに、私たちのメッ

セージを伝えることに成功すれば、この大会が歴史的で、建設的な影響力が大きいものになる

ことは言うまでもありません。

　奉仕の原則というロータリーが根底としてきた基本的事実は、新しいものではありません。

　事実、この原則は、他のすべての自然の法則や原則と同じように、いつも存在していました。

しかし、人間性の法則として、この事実が認識されたのは、比較的新しいのです。世界の実業

家たちが、その法則を認識し適用すれば、人類の歴史上、この瞬間に為すべきことの方針を決

める上で、極めて大きな可能性を秘めることになるのです。

　奉仕の原則が人類の意識下に入り、その結果生じる意思が個人や会社や国家の方針を決定す

れば、文明の保持と進歩は保障されます。

　哲学という言葉の正しい意味と重要性を完全に理解していない人たちにとって、また、奉仕

哲学が普遍的な自然の法則としての奉仕の原則を理解することから発展したことを十分に理解

していない人たちにとって、上の説明は、時間の浪費かも知れません。

　事実を保守的に説明するよりも、むしろ、愛国的な情緒主義性のせいにされるかも知れません。

　しかし、何れにせよ、世界の歴史上のこの重大な時に、この説明が時間の浪費とか情緒主義

であるという議論に深入りする暇はありません。

　次のことについて、真剣に考えてみましょう。

　１．哲学とは何ですか。

　２．奉仕哲学とは何ですか。

　３．普遍的な理解と実践から、どんな効果が自然に流れでるのでしょうか。

　４．なぜ私たちは、確信して期待するのですか。

　５．それは、いつのことですか。

　６．普遍的な理解と実践をもたらすために、私たちはロータリアンとして、どのようにした

ら良いのですか。
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哲学とは何ですか
　倫理学の分野における彼の貢献で馴染み深く、すべての人た

ちから尊敬されているウイリアム・ハミルトン卿は、哲学につ

いて幾つかの定義をしています。その中の幾つかを紹介すると、

次の通りです。

　1．哲学とは、基本原則から推測される事柄に関する学問です。

　2．哲学とは、適切な目的に対して推論を適用することです。

　3．哲学とは、原因による結果の学問です

　ハミルトンと、かの著名なフィヒテは共に、哲学は学問の中の一分野ですと語っています。

すなわち、その他すべての学問の発見から得られた結論を系統的に組立てて、その結果、少な

くとも一般の学問によって明らかになった真実を適用する方法を解明するのが哲学の本領なの

です。

　従って、ウイリアム・ハミルトン卿のような権威者によれば、哲学は、それ自身が学問、実

際は学問の中の一分野であり、前にも述べたように、現在殆どの実業家は、学問を普遍的事実

の系統化したものとして喜んで受け入れ、製造の分野においては産業の、配布の分野において

は商業を含む、人間活動のすべての分野で活用しているのです。

　「原則から推測される学問」、「適切な目的に対して推論を適用する対処」、「原因による結果の

学問」と定義された学問は、思考体系として喜んで歓迎され、熱狂的に実行に移される建設的

な力です。そして、ロータリー哲学はすべてハミルトンの基準に立脚しているのです。

　ウィリアム卿の言葉を熟慮すれば、私たちは、この言葉を使うことを躊躇する理由がまった

くないことが、よく判ります。

　もし私たちが人間関係を本来の水準まで高めるために役立とうとするなら、世界中の実業家

や専門職種の人たちが、普遍的な基本原則によって親密さを増し、適切な目的に対して推論を

適用し、原因と結果の普遍的な法則を研究する潮時なのです。

　そのことを知っているか否かにかかわらず、私たちは、運ではなくて、法則の分野で生活を

しているのですから、これらの法則を理解し適用する価値があるのです。

　私たちが使う「哲学」という言葉の真意は、ここにあります。

奉仕哲学とは何ですか
　ロータリー哲学は奉仕哲学です。当然のことながら、「超我の奉仕 ― 最も良く奉仕するもの、

最も多く報いられる」というモットーの源泉から流れでています。

　ロータリー哲学は奉仕哲学ですと述べるのは、簡単なことです。しかし、奉仕とは何でしょ

うか。

　正確な分析をしなければ、奉仕という概念は抽象的で無限です。後ほど、この言葉の正確な

分析をするつもりです。
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　ここでは既に簡単に述べたように、ロータリーの根底となっている、奉仕の原則は自然の法則、

言い換えれば、円満で有益な人間関係の基本的法則であるという事実を指摘しておきたいと思

います。

　私たちはこの法則を原則と呼びます。しかし、原則とは何でしょうか。

　原則とは基本的な法則です。すべての原則は法則ですが、すべての法則は原則ではありません。

　自然の法則を原則の基準にまで高めるためには、基本的または支配的な法則、創造的な法則、

同じような一般的な性格を持った他の自然の法則を包含した自然の法則でなければなりません。

　原則とは、自然の法則であり、自然の法則とそれに関連するその他の自然の法則は、海に注

ぐ川の流れのように、最終的には出発点から到達点に流れ

ていくものです。

　そして奉仕の概念は人間性の法則であり、人間関係の他

の自然の法則と同じ関係なのです。従って、奉仕の原則と

呼ぶべきだと思います。

　自然は、無機物界、植物界、動物界、人間界の四つの王

国で表わされます。

　学問は、長い間、これらの三つの低いレベルの世界にお

ける自然の法則について、数多くの仕組みをうまく解明して、人間は徐々に支配力を強めてき

ました。

　人間はこれらの世界における自然の法則の理解と適用を深めて、支配力を得つつあるのです。

　例えば、人間はずっと重力の法則や引力の原則を認めてきました。アインシュタインはその

説明の正確さに疑問を唱えるかも知れませんが、その普遍的な作用をよく理解しているので、

彼が自殺したいと思わない限り、ロンドン塔の頂上から飛び降りてはならないことを、よく知っ

ています。

　人間は磁気の法則や数学の法則や力学の法則や化学の法則をよく知っています。人間はこれ

らの法則を利用して、その作用によって結果が得られることが期待できれば、これらの法則と

調和を保ちながら働くべきだという事実を認めなければならなのです。

　人間にも、人間界の自然の法則があるという事実を認め、それを普遍的に適用する潮時なの

です。

　物体に対して重力の法則や引力の原則があるように、奉仕の原則が人間関係の自然の法則に

あるのです。

　以下の事実に留意してください。

　1．空気よりも重たい静止物体は、それを支えているものを取り除けば、地面に向かって落

ちてくるのは当然のことです。

　2．どんな業種でも、事業は、その生産物を通じて世界に最もよく奉仕している業種の会社

に魅きつけられるのは当然のことです。



－ 510 －

歴
史
的
文
書

　3．従業員に最善の奉仕をしている業種の会社に、良質の従業員が魅せられて、魅きつけら

れるのは当然のことです。

　4．会社に対して最善の奉仕をした者に、組織に属する個人に魅力を与えた理由で、昇給や

希望する昇進を与えるのは、当然のことです。

　このように、私たちは、奉仕の自然の法則には、いささかの病的な感情も入っていないこと

が判るのです。それが、健全な経済に関する基本的な法則です。

　世界中の人たちは、人間界における適者生存の法則は、肉体的にも精神的にも最も強い者が

生き残る法則であり、肉体的、精神的な力は利己的に行使すべきであるという誤った信念の下で、

長い間働き続けてきました。

　ここから、肉体的、精神的な力が正義であるという誤った主義が起こったのです。

　自己、私、個人は本来、自己保存の願望を持っています。自己保存という自然な願望は、人

間性の確固たる原動力です。私たちが犯した過ちは、自己保存しようという自然で、唯一正しく、

確実な手段を理解できなかったことです。

　適者生存の法則は、肉体的、精神的な力を利己的に行使して生存する法則ではありません。

精神力や正義感が、その力を作る自然的要素の一つなのです。

　最も良く奉仕をした者が、最も良く利益を得、最も良く生き残れるのです。自己を保存する

方法は、他人に対して奉仕をすることです。他人に対する奉仕は、自分の利益を確立すること

です。利己主義は自滅への道です。他人に対する奉仕は、自己啓発と自分の利益を守る道です。

　ロータリー哲学は、その考え方に耐え忍ぶことです。商工業関係における、奉仕の法則の適

用と発展の歴史は、非常に興味深いものがあります。ここで、その傾向を簡潔に解説してみましょ

う。

　ごく初期の雇用主と従業員との間の雇用関係では、世界中の雇用主は、従業員から雇用主へ

の最善の奉仕を望み、期待し、要求してきました。商工業の初期の時代では、取引は物物交換

であり、雇用主は従業員が顧客に奉仕することを望んだり期待したりしていませんでした。従

業員は、雇用主が顧客を増やすことを手助けすることが期待されました。

　言い換えればほんの数年前に、世界中の雇用主は、雇用主と従業員の双方を含む会社全体か

らの、顧客に対する奉仕の素晴らしさこそが、継続的な利益をもたらす顧客を確保する唯一の

可能性を秘めた方法であるという簡単な理由から、顧客に対する良い奉仕が健全な経済学であ

るという事実に気がついたのです。これが、品物の購入者との取引関係を永続的に保障する唯

一の方法なのです。この事実がはっきり理解されると、雇用主は従業員から雇用主への奉仕の

一要素として、従業員から顧客に対する奉仕を要求し始めたのです。

　今や私たちは、雇用主たちが、奉仕の法則が重力の法則と同じように普遍的な法則であると

いう事実に気付き、雇用主から従業員にだけではなく、従業員から雇用主にも適用する時代に

入ったのです。雇用主は、雇用主から従業員に対する奉仕だけではなく、顧客に対して奉仕す

ることも健全な経営であることに気付き始めたのです。
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　すべての雇用主はこの事実を理解しなければなりません。すべての従業員もまた、雇用主に

対して奉仕しなければならないことを理解しなければなりません。小さい炎で、多くの熱を期

待することは、理論的に不可能です。それは自然の法則に反することです。

　この簡単で素晴らしい事実を普遍的に適用することは、商工業関係の財政的均衡と経済収支

に関する傾向として、直ちに開始されるに違いありません。しかし、この法則の適用は、自然

で普遍的なものだという認識が必要です。雇用主や従業員だけが、この法則の適用を強制する

ことはできません。双方が、お互いの関係に、それを適用しなければなりません。

　ロータリー哲学は、財産権と政府の権利を断固として支持します。そして、世界中の雇用主

と世界中の従業員のあらゆる権利、名誉、特権を支持します。

　この件に関しては、いかなる種類の権利であっても、ロータリー哲学は、ゆるぎなき基本的

な事実に立脚しているのです。世界中のすべての個人、すべての会社、すべての国の生活は、

総勘定元帳のようなものだという事実を指摘したいと思います。貸方には権利、名誉、特権が

あります。借方には、義務、責務、責任があります。

　真のロータリアンならば、個人や会社や国のすべての権利や名誉や特典は、単なる結果に過

ぎません。これらの権利が作られた、自然の義務や責務や責任を欠けば、実態のない蜃気楼の

ようなものです。

　世界中の雇用主や資産家が、他の人たちの財産所有権と雇用に付随する彼らの完全な自然の

義務、責務、責任のすべてを実現させるなら、自分たちの完全な自然の権利、名誉、特典の取

得と保全について心配する必要がなくなるのです。

　まったく同じような推論で、世界中の従業員が、彼らを雇用している人たちに対する完全な

自然の義務、責務、責任のすべてを実現させるなら、従業員としての完全な自然の権利、名誉、

特典の取得と保全について心配する必要がなくなるのです。

　国家間の関係についても、同様です。なぜ、大英帝国が植民地の主権者なのでしょうか。そ

れは、大英帝国が植民地の主権的奉仕者だからです。大英帝国の国策は、ウエールズ皇太子のコー

トの腕に描かれている「私は奉仕する」というモットーに由来しています。その源泉から流れ

る水は純粋です。奉仕の国策は永続性のある強い力を持っています。大英帝国は日の沈むこと

のない植民地全体を統治しており、それは軍事力の鉄の絆ではなく、絹のような奉仕の規約な

のです。

　国家間には、成文化されていない自然の法則があります。国が他の国に奉仕するのに応えて、

他の国がその国に奉仕するのです。私たちが、他の国に与えたものを、受取るのです。世界大

戦はそれを立証しました。私たちはその教訓をよく学んで、利益を得なければなりません。

　現在、世界の総勘定元帳は、バランスが取れていませんが、これは個人、会社、国家の記帳

方法が悪いという、非常に単純な理由からです。

　適者生存の法則とは、最も強く最も利己的な者が生き残れる法則であるという間違った信念

の下で働いてきたので、何百万もの人たちが、陣取りゲームに熱中して、奪うことは良いこと
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だという考え方の下で、奪うことに挑戦してきたのですが、今はこの方法で途方に暮れている

のです。

　コージブスキー伯爵は人間性のすばらしさと題する人間工学に関する彼の著書の中で、次の

通り述べています。

 

　このモットーによって何かをつかむことができても、他の国にはその特権は及びません。

文明社会全体のモットーであり、人間の特性や人生の潜在的可能性に関する愚かな哲学の

必然的結果なのです。

　私たちはどこで、真の原則を見つけることができるのでしょうか。真の哲学とは、どこ

にあるのでしょうか。文明の歴史を遡れば、すべての学問において正しい学問が除外され

て、個人的な意見や理論が私たちの信念を形成し、精神的な成熟過程を特定な色に染め、

私たちの運命を支配してきたことが判ります。

 

　伯爵はさらに、人間の関係の問題に対して自然の法則を認識し適用することで改善できると

いう、極めて説得力のある方法を示していますが、それは正しいことです。いかなる人間も会

社も国家も、人間関係の自然の法則に手を染めることはできません。人間はそれを創ることも

破ることもできないのです。しかし、自然の法則を破ろうとする個人や会社や国は、いとも簡

単に自滅できるのです。

　歴史の浜辺には、すべての人間関係の最も基本的な法則である、ロータリー哲学が根底とし

ている奉仕の原則に違反して自らを滅ぼした、個人や会社や国家の残骸が散らばっているので

す。従って、私たちの奉仕哲学はハミルトン卿の教えに従わなければなりません。これは明ら

かに基本に対処する学問だからです。

奉仕哲学とは、合理的な結論への推論の適用
　推論の正統性や自然的役割は、最終的に正当な判断を下すために、正しい関係を認識して、

法則と、法則の原因となる原則を解明することです。

　従ってその最終的で最も大切な役割は、過去に遡って、その理由の原因を見つけることです。

　奉仕哲学に、この試みを当てはめてみましょう。商工業として知られる人たちの事業や活動

に当てはめて、真剣にこの問題について考えてみましょう。

　商工業のすべての分野に存在する、神聖で自然な理由について、純粋な理由は何なのかを聞

いてみましょう。

　私はなぜここにいるのですか。

　私はなぜ事業をしているのですか。

　私の事業はなぜ存在するのですか。

　これらの疑問は、すべての実業家が自問自答する非常に実用的な問題です。
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　さて、奉仕哲学は、この惑星を生活の場にする限り、すべての人間や、商工業やその他の分

野の会社として、あらゆる形で構成された人間の集団が持っている唯一の存在理由は、その人

やその会社の有用性であり、奉仕を実践する程度を示す別名に過ぎないと述べています。

　工業と商業は人間活動の二つの最も有用な形態ですが、重要性と必要性においては、第二位

にランクされるに過ぎません。

　農業が人間にとって最も有用な職業です。もし、すべての教師や弁護士、すべての医師や歯

科医師やその他の人たちが、今夜死んだとしても、しばらくの間はどうにかなりますが、もし、

すべての農民が突然、北米大陸分水嶺を通り過ぎてしまえば、私たちはたちまち大変な苦境に

陥ることでしょう。世界中の生産物の製造と配布に従事していた農民の奉仕が突然消えたので

す。彼らは、非常に大きな奉仕をしているのです。そして、ほとんどすべての職業に従事して

いる多くの男女は、彼らの固有の事業の唯一の存在理由は、お金を稼ぐためだとは間違って信

じているのです。これが、彼らが事業に従事している唯一の理由なのです。

　私たちが過去に通り過ぎ、今抜け出ようとしている唯物主義の時代において、人間は、自ら

を単なる紙幣印刷機だと考える傾向がありました。

　ロータリー哲学は財産権の敵ではありません。それどころか、チャンピオンであり、忠実な

保護者です。ロータリー哲学は、社会が組織化されている今日、金を持つことが正当かつ必要

であり、将来も疑いはないのです。

　金銭の価値は万国共通の象徴であり、事実、人間が蓄えた物質的な富は、人間の奉仕または

頭脳や心や手足などの人間の力の集積を表します。

　私たちは、生存するための三つの基本的な必要条件、衣食住を調達する手段として、金銭が

なければなりません。私たちは、最近は大量の供給が必要になってきました。ミルクがたくさ

ん手に入るので、クリームがもはや高値ではないと、言う人もいます。

　人間がただ生きているだけではなく、本当に生きていくためには、衣食住以上のものが必要

となります。本当に生きるために、人間は文化の装いを持つ必要があります。そのためには金

銭が必要です。

　ロータリー哲学は、交換手段としての金銭の必要性を完全に認め、財産権や正当で公正な政

府を否定したり、何らかの方法で破壊させたりしようという、如何なる哲学とも妥協しません。

その一方で、ロータリーは、すべての個人やすべての会社が稼いだ金銭は、原因ではなくて結

果であることを、大胆不敵に宣言します。公正に稼いだ金銭は、奉仕の実践に対して支払われ

た賃金なのです。

　従って、原因に遡って推論すれば、産業や商工業団体やあらゆる人間活動の存在理由が、奉

仕すなわち有用性であることが判るのです。

　次の例が、この状況を示しています。世界中の靴の製造に関するすべてを知っている人全員が、

大会に集ったとしましょう。ブーツやシューズやその他すべての種類の靴の製造に関するすべ

てを知っている、老若男女全員が一堂に会したのです。
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　次に、靴の製造に使われるすべての機械類が、ここに集められたと考えましょう。

　更に、靴の製造技術に関して書かれたあらゆるデータが、この想像の大会が開かれている都

市に集められたとしましょう。

　大会は順調に運び、一枚のメモ用紙がみんなに配られます。その紙には、一つの質問、「なぜ、

あなたは靴の事業に従事しているのですか」と書かれています。「なぜ、あなたはその仕事をし

ているのですか」

　答を出すのに、読心術はいらないでしょう。

　大多数の人たちは、正直であり、自分の考え方に従って、正直に答えるでしょう。従って、

彼らの答えは、「金儲けをするため」に違いありません。

　しかし、それは正解ではありません。すなわち、その答えは全く不健全な人生哲学を反映し

ているのです。また、この回答は、100人中約95人が結局は失敗する根本的な理由を示してい

るのです。それは、彼らが事業の存在のための本当の原因に対する推論を適用することに失敗

しているからです。

　商工業の適切な目的に対して推論を適用するという立場から見た正解は、私は奉仕の実践を

するために事業をしています、なのです。純粋理性は、事業が存在する唯一の正当な理由は、

奉仕であることを、真剣に考えるように、語りかけているのです。もしも、この仮想の大会が、

今日から10年後に開かれれば、同じ質問に対して多くの正解が得られることでしょう。今から

25年後ならば、ほとんどすべての解答が正解になるでしょう。ことによると、すべてが正解に

なるかも知れません。

　そして、私たちの答えは理論上に過ぎないとか、実行不可能だとか、さらには浅薄な考えを、

誰か真剣に信じたり言ったりする前に、もう一度、仮想の出来事を起こしてみましょう。

　この大会の会議中に、地震が起こって、すべての人間の命と、すべての機械と、そこに集っ

たすべての記録が破壊されたとしましょう。突然、地球上には、靴の製造技術に関する知識を持っ

た人間は、老若男女の区別なくいなくなるのです。機械も記録も全くありません。

　靴の製造技術は、突如として、この人間の世代から失われるのです。この出来事によって、

靴の事業に携わっていない私たちが、偉大なる奉仕者を失ったという事実に気付くのに、そん

なに時間はかからないでしょう。

　当然のことながら、これと同じ事例は、帽子や服や住居や食物や、その他人間のニーズや快

適さや贅沢のために提供されるすべてのものに当てはまるのです。

　純粋知性は、卑しい職業だと考えられている商工業の存在について、本当の理由は、人間社

会に奉仕を提供することだと、単刀直入に語っています。もしも、これが推論の過程として真

実ならば、人間の精神的概念が形成されたという考え方は、明らかに正しいのです。

　人間のような素晴らしい創造物を作ることのできる全知全能の神が、人間を単なる金儲けの

機械、物的価値の蓄積家として設計したとは、到底考えられません。決してそうではありません。

　私たちの直観、私たちの精神的な高ぶり、私たち人間の素晴らしい力、これらすべては、神
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が奉仕をするために人間を地球上に送ったことを物語っています。

　この事実が、商工業を利己主義の卑しいランクから引き上げて、ロータリアンが心から超我

の奉仕を宣言することを可能にし、ロータリアンが最も奉仕する者、最も報いられると高らか

に宣言することを可能にしたのです。

　私たちの事業が存在する真の理由を意識的に理解すれば、私たちの事業に新しい尊厳と、よ

り大きな栄光をもたらすことになります。

　この法則の中の法則と調和を保って、意識的に仕事をする人は、自らの仕事を愛する理由を

十分理解して、自分の仕事に心血を注ぎ、知識と意識を傾注して、働くことができるのです。

奉仕哲学とは、原因による結果の学問
　さて、私たちには、ロータリーのモットーにある（1）奉仕、（2）利己、（3）利益という三

つの重要な概念の本質について調査する仕事が残されています。

　実用的にするためには、私たちは不確実なものを取り除かなければなりませんし、正確に分

析しなければ、これらの言葉の一つ一つは、曖昧で漠然としたものに過ぎません。奉仕哲学や

その他の哲学が公正で普遍的な承認を受けることが予想されますが、その前に、私たちが考え

ている原因と結果の法則を、最も厳格なものとすると共に、徹底的な分析と数学のような正確

さを持った基準にしなければなりません。

　学問の光が人間関係の問題に投げかけられ、適用されたときに、初めて、文明は等比級数的

に進歩し、神の意図する目標である完全性に向かって進むでしょう。従って、それが完了する

までは、進歩はありません。

　奉仕哲学が、原因と結果の学問として、究極に上り詰め、奉仕の原則という源泉から流れ出

る時、ウイリアム・ハミルトン卿による哲学のもう一つの定義をさらに引用しても、さほど大

きな非難を受けることはないでしょう。

　哲学は、神と人間と両者を含んだ原因の学問です。

　奉仕哲学は現実に、原因と結果の学問であり、今示された哲学の定義に合致するという事実

を明らかにすると共に、モットーの三つの基礎概念である自然的要素をはっきりと定義づける

ために、人生を全体的に見れば、四つの正三角形に象徴化され、最後の三つは同次元のものです、

という説明を前もってしておかなければなりません。

　これらの四つの図形を、G1、G2、G3、G4に示します。

　これらの四つの三角形の考察に際して、最初にG4について考えてみたいと思います。

利益または報酬 ― それが含まれる物質的および精神的要素
　下の三角形は、「得ること」または受取ることに関する一般概念を表しています。中心にある

文字「H」は、意識的にかつ学問的に努力するか、またはその方法を知らないので、無意識に

探りあてようとするかにかかわらず、すべての人間が心の底から求めている「幸福」という概
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念を表しています。

　「L」「C」「M」の文字は、「幸福」または「満足」という合成物を得る

ために必要な要素を表しています。

　三角形の左にある文字「L」は「仲間からの愛情」を表しています。

もしこの言葉が、感傷的すぎて、学問的ではないと考える人がいれば、

この要素を「他人からの尊敬」と読みかえても結構です。嫌われたり軽

蔑されたりする仲間を持つ人は、決して幸福とは言えません。

　三角形の右にある文字「C」は「良心」の要素を表しています。もしその言葉が好きならば、「自

尊心」と読んでもかまいません。この「良心」は、仲間から愛情や尊敬と同様に、幸福または

満足に必要な本質的要素です。

　三角形の底辺にある文字「M」は、賢明に使えば、それがもたらしてくれる物質的な富や必

需品や楽しみや贅沢等の象徴である「お金」を表しています。

　他の人々からの愛情や尊敬、晴れやかな良心、仲間との毎日の取引の結果として得られる物

質的な富は、少なくとも満足を得られます。もちろん、健康であることも含まれますが、後で

述べるように、これは前提条件に過ぎません。健康は、奉仕の源となる人間力を引き出す要素

の一つなので、ここでは、報酬または利益だけの要素を考えたいと思います。

　奉仕哲学における利益という言葉には、お金とお金がもたらす恩恵が含まれているので、そ

れよりもさらに多くのものが含まれていることがわかります。物質的な富だけでなく「仲間か

らの愛情」と「良心」といった、精神的な価値をも含んでいるのです。

　今、将に、私達は、不吉な結果を広く及ばせている間違った考え方に直面しています。大部

分の人たちが考えていることは、物質的な富や多くのお金を「儲けること」に通じる一本の道

であり、精神的な価値を得るための道は、まったく別な分れ道なのです。

　しかし、これは真実ではありません。実際に、道は、三つの何れにも通じていません。道は、

広くて、比較的通り易い道です。

　しかしながら、これら三つのすべてに通じる、一本の小径があります。その小径の名前が奉

仕なのです。

　そうです。最もよく奉仕する者、最も多く報いられる、なのです。

　取引をする人たちに対して、最善の奉仕をすれば、精神的な価値だけでなく物質的な利益に

おいても、最高の「利益」を得ることができるのです。商売の上で、顧客に対して優れた奉仕

をすることが、継続的な利益をもたらす顧客を確保するための唯一の方法なのです。それはまた、

尊敬と良心を確保し、熟睡を可能とする唯一の方法なのです。

　人生は海です。ギブ・アンド・テークの絶え間ない潮の満ち干が、物事を解決します。与え

ることが奉仕であり、受け取ることが利益または報酬です。

　しかし、種を播く時期が、収穫よりも早いのと同様に、与えることが、受け取ることに先行

しなければなりません。

Ｌ Ｃ

Ｈ

Ｍ（図G4）
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　利益を得る学問は、奉仕を与える学問です。

　今日、全世界にわたって広範囲に拡がっている経済的、社会的な混乱の理由は、人類の大部

分が、人間関係の基本的な法則を破ろうと企てているからです。私たちは人類として、与える

のではなく、得ようとしています。それは結局、人類すべてを破滅させるか、少なくとも文明

を破滅させて、精神的な暗黒時代に逆戻りさせることにつながるのです。

　今こそ、方向転換する絶好の時期です。

　しかし、奉仕、すなわち「利益」の原因とは何でしょうか？

自然の要素は何でしょうか？

　人間関係に作用する、魅力的な原則を、どのようにして作ったら良いのでしょうか？

　商売に魅力を持たせ、業界全体として、継続的な利益をもたらす顧客を確保するような奉仕

をするために必要なことは何でしょうか。

　従業員が、より多くの賃金を得、「引きつけられる」または「魅力ある」ような、希望する昇

進をするためには、どのような内容の奉仕をしたら良いのでしょうか？

　雇用主が、正当な従業員に魅力を与え、永続的に奉仕をしようという気を起こさせ、労働者

の再就職の経費を減らすには、どうしたら良いのでしょうか？

　ここで、私たちは、人生の計算式としての三角形G3について考えてみたいと思います。

よい奉仕の自然的要素
　この図は、人間が得るために与えなければならない贈り物を図式化したものです。

　この三角形の左側の「Q1」という記号に注目してください。

　これは正しい質という抽象的な要素を表しています。もし正しい質と

いう要素が欠けていれば、商品でも人間の労力でも、取引をするお互い

の心の中に信頼と満足という結果をもたらすことはありません。

　炭素が砂糖に必要不可欠な要素であるように、正しい質は、満足すべ

き奉仕に必要不可欠な要素なのです。砂糖という化合物は、正しい割合

の炭素がなければ存在しないように、満足すべき奉仕は、商品と人間の労力の双方の正しい質

がなければ、存在しないのです。

　奉仕の三角形の右側には「Q2」という記号がかかれており、これは「正しい量」を意味する

記号です。砂糖という化合物は、水素という天然要素がなければ存在しません。その結果として、

砂糖は、炭素と同様に正しい割合の水素も必要なのです。

　地球上の誰でも、自然界におけるこの簡単な事実を変えることはできません。同じように、

満足すべき奉仕は、正しい質だけでなく、正しい量という要素なしでは存在しないいのです。

　世界中のすべての従業員がこの学問的事実を理解することができれば、どんなに嬉しいこと

でしょうか。従業員がこのことを知れば、もっと多くのお金を稼ぐために、腰を痛めたり、視

力がなくなるほど疲れ切ったり、意識的にくだらない、いい加減な仕事をすることもないのです。

Q1 Q2

Ｓ

Ｍ（図G3）
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従業員がしなければならないことは、仕事の質だけではなく、量も増やすようにすることであり、

これらの要素の双方が、信頼と満足を生み、人間関係の基礎となることを十分知らなければな

りません。

　従業員は、正しい質と正しい量という双方の要素が、満足する奉仕という砂糖を作るために

必要不可欠な要素であることを知り、その双方の要素がより高い報酬をもたらす法則として必

要不可欠な要素であることを知っているのです。

　雇用主がこの単純な事実を知れば、従業員を搾取するような方法は取りません。雇用主は、

単に経済的な義務を果たすだけではなく、すべての道徳的な義務を果たし、その上、健全な経

営の範囲内で、従業員に何ができるかを計算し始めるのです。雇用主はまた、顧客に義務を果

たし更に公正な利益を得るためにはどうしたらよいかという計算をします。この単純な事実が

はっきり判れば、荒稼ぎは止みます。荒稼ぎは割に合わないことがはっきり判るからです。

　荒稼ぎは財政的酩酊状態、すなわち経済的な酔っ払いのようなものです。事業を発展させる

ことも、長続きする顧客を得ることも、継続的な利益をもたらす顧客を確保することもできま

せん。結局、人間関係の基本である信頼と、信頼の根底にある満足の双方を壊すのです。それ

は道徳的に不健全であり、道徳的に不健全なことは、経済的にも不健全なことなのです。

　正しい質に正しい量を加えることは、信頼と満足を築きあげる奉仕をするための絶好の出発

点であり、顧客の愛顧を受けるだけではなく、継続させるのです。最善を尽くすという目標に

向かって、かなりの道を進みますが、それでは十分ではありません。

　満足する奉仕という砂糖の化合物を作るためには、もう一つの要素を付け加えるという、更

なる一段階を踏まなければなりません。

　この第三の要素が、この図の三角形の底辺に記載されている「M」です。「M」という文字は

状態を表します。私はこれを管理の状態という意味で使っています。

　一日中よく働き、その上全く誤りのない会計係が、夜には飲んだくれだったり、嘘をついたり、

不真面目だというのがその一例で、職業上の専門技術における質と量は問題ないとしても、正

しい状態とは言えないのです。

　砂糖という化合物を作るためには、水素と炭素だけではなく、酸素も必要なのと同じように、

満足と継続的な信頼をもたらす奉仕を行い、人間関係に魅力的に機能する原則を作るためには、

正しい質と正しい量だけではなく、正しい管理状態も必要なのです。あらゆる種類や性質の物

質的な品物に、これが当てはまるのです。

　食料品の質が正しく、値段をつけた量が正しくても、事業を管理する状態が悪ければ、その

食料品店の経営者は、その事業において人の心をひきつけることができません。質と量が完璧

であっても、配達の遅れ、電話をかける女の子の生意気さ、帳簿の不備といった数々の破壊的

な事柄が、信頼と満足を台無しにする傾向を持った状態の要素になるのです。

　しかし、この三つの要素が備わっていれば、人の心をひきつける原則が働きます。

　機が熟したときに、林檎が地面に落ちるように、事業や人生におけるすべての善良なものは、
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「質・量・管理状態」を忠実に守っている人や組織にひきつけられるのです。

　同じような分野に従事しており、商品の量や質が私たちと同等である他の業者とは、事業の

管理状態の要素で合法的に競争する多くの余地があることを、ロータリアンとして留意しなけ

ればなりません。これは純然とした人間の判断の問題なのです。ロータリー哲学を実践してい

るのなら、金銭や工場の設備や製品は結果であり、人間力こそが原因であることを忘れてはな

りません。

　東洋の賢者が「目指す場所が明確に決まっている場合は、結果そのものよりも、結果に到る

過程のほうが重要である。」と語っています。

　目的の結果がより良い生産、より良い設備、より良い販売、より大きな利益だと考える雇用

主は、その結果に到る手段を見つけなければなりません。雇用主が自らの可能性の限界を実現

しようと思うならば、人間力を作り出すべきであり、作り出さなければなりません。

　しかし、奉仕の原因とは何でしょうか。今私達は、その要素を見つけはしたものの、その要

素の原因を、慎重に考えたことはないのです。

　ここで、私達は提供者を表す次の三角形に達するのです。私たちがちょうど今終わった三角

形は、得るためには与えなければならない贈り物を表したものですが、贈り物を与えるためには、

提供者が必要です。

　それがあなたであり、私自身なのです。たとえそれが誰でもあろうとも、私たちの仲間の一

部です。たとえその事業が何であろうとも、事業を営んでいる会社です。市民が関連性を持っ

た国家や他の国家です。

　この提供者、すなわち自分自身という要素は、次に考える奉仕の数学、三角形によって表さ

れます。

自分自身、提供者、人間力の要素
　奉仕を提供することは、報酬を受けるに値する原因ですが、人間力こそが奉仕を提供する背

景となる原因です。人生とは、原因と結果の繰り返しに過ぎません。ある原因がある結果を生み、

今度は逆に、その結果が原因を生むのです。

　左の図は、自然的要素として人間力を分析したものです。

　三角形の左側の「I」は知性、人間の知的能力を表します。これは考え

たり、覚えたり、想像する能力です。人間が偉大なる奉仕の提供者とな

るべきならば、そのことを自覚しなければなりません。

　奉仕は人間関係の一つの基本的な法則ですが、奉仕の原則に関連する

四つの初歩的な法則があります。この四つの要素がすべての人間関係に関っているのは事実で

す。

　この四つの要素は以下の通りです。

　1．当事者本人

I S

V

P（図G2）
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　2．当事者の相手

　3．当事者同士で連絡を取り合うこと

　4．当事者同士の心の通い合い

　奉仕の「質・量・管理の状態」を最大限に実践するためには、意識するかしないかに関らず、

当事者本人である自分自身が、自らの生活を、初歩的な法則の基本となる理由、すなわち奉仕

の原則に関連する四つの初歩的な法則と調和させなければなりません。

　これらの法則は、四つの格言によって説明することができます。

　1．自分自身をよく知り、あなたの人間力をどのようにして作り、発展させるかを考えてく

ださい。

　2．もう一方の仲間の人間性を知り、その人間という化学物質を作り上げ、処理する方法を

理解してください。

　3．あなたの事業を理解してください。

　4．あなた自身と仲間とあなたの事業を理解し、結果的にあなたの仲間と心を通い合わせて

ください。

　これはすべて、効果的な人間力の要素として知識を深め、知能の必要性を強調するものです。

　三角形の右側の「S」は、精神的な能力を表します。精神的という言葉は、「善」「真」「美」

に魅せられた状態にある、人間力の側面のことを言っているのです。

　商品が良く、販売員が正直で、すべての品物が美しく芸術的に並べられている商店は、取引

をしようという気を起させます。商品が安物で、販売員が嘘をいい、広告は虚偽であり、店が

不潔で汚れ、醜いときには、買う気は起こりません。

　人間性の精神的な側面を開発することは、極めて実用的なことです。言い換えれば、人間力

の精神的な側面を開発すれば、物質的な面で恩恵を受けるのです。物質的な利益を受けるため

に狂奔する人は、このことに無視しているのです。

　昔は、体力が権力と所有権と生存の基準でした。次いで権力と所有権と生存のために、機智

を使う時代になりました。最も奉仕をした者が生き残れる時代においては、精神的な能力が、

効果的な人間力の決定的な要素なのです。事実上、正しさは力における最も重要な自然な要素

として認識されるのです。

　三角形の底辺には「P」の文字があります。これは人間力における「肉体的」な要素を表し

ます。肉体は知的で精神的な力を表現する手段です。肉体は知的、精神的実態、自己、真の人

間が住む家です。健全な心には、健全な肉体が必要なのです。

　質、量、管理の状態を正しくしようと思うなら、三つの要素すべてが適切でなければなりま

せん。健康が奉仕の原因になるのです。

　三角形の中心にある「V」は意志の力の要素を表します。意志の力は、知的な力、精神的な力、

身体的な力で言い表され、活動的なものです。

　意志の力は、頭脳や心や手のような静的な力ですが、意思という工場を経て、量、質、管理
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の状態という機能を持った言動に変化するのです。

　いかなる個人の量、質、管理の状態も、その人が持っている知的、精神的、肉体的な力よりも、

すばらしくはありません。従って、ロータリー哲学、すなわち奉仕哲学は、自己研鑽の重要性

を明確に示しているのです。人間形成の価値は、人間力と奉仕、および奉仕と報酬または利益

に関する自然的関係に、大きな影響を与えるのです。

　奉仕哲学は、自然的な能力が、すべての人間が生まれながら平等であると主張しているわけ

ではありません。しかし、個人が本来または潜在的に持っている能力を開発するために、行動

に移す努力よりも、個人が本来または潜在的に持っている能力の違いの方がずっと少ないと主

張しているのです。

　悲しいほど多くの人々にとって、欠けている奉仕を実践したいという気持ちと、高度な奉仕

を実践する能力との間には大きな違いがあります。この両者を共に開発する必要があります。

この両者は、価値ある報酬の原因となる奉仕には、共に不可欠なのです。

　いかなる能力や技術や資質や力の成長や発展の自然の法則も、正しい育成と正しい使い方と

活用如何にかかっています。正しい使い方や活用の原理は、正しい育成の原理と同様に必要な

ものであり、これは肉体的なものと同様に、知的、精神的、意識的な資質に当てはまるのです。

　私たちは誰でも、もし、肉体的な力を強くしようと思えば、人間の肉体的な組織を正しく育

成し、正しく使わなければならないことを知っています。同じ法則は、人間力の知的、精神的、

意識的要素にも適用されるのです。手や脳を使って働くこと、労働をすること、すなわち奉仕

の実践を義務付けられることは、呪いではなくて、二つの偉大なる自然の祝福であるこという

事実によって明らかです。

　人生そのものは、存在と生成という精神的、知的な過程にあり、「行動を起すこと」すなわち

奉仕の実践を必要とします。

　私たちは「存在」が「行動を起すこと」に先行する、すなわち、エゴイズムが利他主義に先

行するという誤った信念の下で働いてきました。従って、私たちの教育制度の主な努力目標は、

彼がこのようにして知識を得たのだから、次は別な人もその通りするという、個人に知識を伝

えることでした。人が存在することができる、つまり奉仕をすることができる前に、「知る」だ

けではなく、「行動」しなければならないという事実は、いつの世でも当てはまるのです。実は、

人間は、生き残るために奉仕するという、重複した必要性の下で働いているのです。

　1．人間は、強い力を発揮するためには、自分の能力や力を鍛えなければなりません

　2．人間は、人工的に生産しなければ、飢え死にしなければなりません。

下等動物の多くは、食物を集めて、保存しますが、生産することはできません。もし、

自然の供給が途絶えれば、死にますが、人間はそうではありません。自然の供給が十分

でない場合は、生産します。他人への奉仕という利他主義が、エゴイズムに先行すること、

すなわち、自己に先立って奉仕があることは、単に可能なだけではなく、極めて実用的

であり、必要性の高いことです。極めて実用的な「超我の奉仕 ― 最もよく奉仕する者、
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最も多く報いられる」というモットーで言い表されるような、ロータリー哲学を作り出

したのです。

　前述の、人間工学の理論と技術書「人間の人格」の作者は、著名な数学者であり技術者でも

あるので、実業家は彼の言っていることを真剣に考えるべきです。

　ある人にとっては、幾つかの部分で彼の結論と異なるかも知れませんが、人間性の本質と可

能性に関する学問に対する、彼の偉大なる成果を理解しない人はいません。

　過去において多くの作家が、人間を高等生物ではあるが、やはり動物だと分類しました。こ

の作品の著者は、この主張に対して、最も効果的に、次のように反論しています。

　人間をどのように定義したらよいのでしょうか。人間の定義とは何でしょうか。他の動物と

同じように、人間には空間を生活の場にする能力がありますが、その能力に加えて、人間は過

去の作業や経験をまとめ、要約し、身につけるという恐るべき能力を持っています。これは、

過去の作業や経験を、現在、開発すべき知的、精神的な資本として活用する能力を持っている

ことを意味します。

　これは、失敗や成功の試行錯誤を繰り返しながら、過去の世代における、すべての貴重な生

活の業績として、蓄積された力を増やす道具として使用する能力であることを意味します。こ

れは、引き継いだ知恵を常に増やしながら、自らの生活を管理していく、人間の能力のことを

意味します。これは、過去の時代の継承者であると同時に、後世への後継者である人間の能力

を意味します。人間とは、過去の生活を現在に、現在の生活を未来に伝える、素晴らしい媒体

なので、私は、数学や工学の一般的な言い方で、人類とは、人生の時代を拘束する種族だと定

義します。

　倫理学では「利己は利他に優先する」という事実を認識しなければならないと説いた、ハーバー

ト・スペンサーの文献について、この作者は、次のように書いています。

　動物には、これが当てはまります。動物は食物を人工的に生産する能力がないので、自然の

供給が不十分だと、食物の不足によって死に絶えます。しかし、人間界では、そうではありま

せん。なぜでしょうか。

　時代を超越して生活する能力を持っている人間は、すべての創造物の中で最高のものなので、

人間の数は自然の供給が不足しても影響を受けず、人間の技術的な生産性だけによって支配さ

れるので、これが、時代を超越して生活する能力を表す具体例です。

　人間が持っている本質的な性格として、人間は両親や社会の人たちと共に生活していこうと

思えば、先ず行動しなければならず、これは動物には当てはまりません。

　この単純な真実を理解できないのは、私たちの倫理および経済制度が悪いか、欠陥があるのが、

大きな理由です。もし、人間が動物とまったく同一なものだと考えて生活すれば、時代を超越

して生産、すなわち人工の生産はなくなり、人類の90パーセントは餓死するでしょう。人間は
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動物ではなく、時代を超越して生活する者です。単なる食、住の発見者ではなく、食と住の創

造者だからこそ、このように多数の人間が生活することができるのです。

　例え、眼が見えなくとも、この高い次元の効果を理解しなければなりません。そして、この

効果は、今度は別な効果となって、別な物を生み出して、無限に続いていくのです。私たちは

物を生産するので、生活することができます。なぜならば、私たちはただ単に、空間を場とし

て行動しているのではなく、時代を超越して行動しているからです。すなわち、人間は動物と

同じ種類ではないのです。

　人間性と人間の行動についての私の考え方に、少しばかりまともな理屈を当てはめれば、非

常に簡単に説明がつきます。

　人間の倫理が人間の尺度にあてはまるものならば、倫理の前提を変えなければなりません。

人類が生きるためには、まず行動しなければならないからです。倫理の法則、正しく生きるた

めの法則は自然の法則であり、人間に特有な、時代を超越する能力と時代を超越する行動に源

を発し、それを是認する法則なのです。人間の素晴らしさは、時代を超越する素晴らしさであり、

価値も、時代を超越した基準で計られ、評価されなければなりません。

　人類が、生きるためには創造的に生産しなければなりません。だから、応用科学や技術を適

用しなければなりません。倫理学、法律学、心理学、経済学、社会学、政治学、行政学等の社

会学と呼ばれるものは、中世の形而上学から開放されなければなりません。これを学問的なも

のにしなければなりませんし、技術的なものにしなければなりません。そしてこれらの社会学は、

動物ではなく、人間の次元に適応した機能を持ち進歩しなければならないのです。

　上記の説明の中で、ロータリー哲学の唯一の相違点は、「創造する」「創造主」という言葉の

使い方です。人間は製作者であって、物やエネルギーの創造主ではありません。創造された原

料の合成物として、人間は意識的に技術的に物を作ります。このようにして、人間は、主の下

僕の仲間になることができたのです。奉仕との関係における自我の考え方から導き出される、

現実の結論と教訓とは何でしょうか。極めて現実的な結論は、次の通りです。

　世界は、その全体の歴史の中で、最大の破壊の時代を過ごしつつあります。現在、世界は、

生産性を集約する時期の必要性に直面しています。もし、その時期が到来せず、破壊の時期で

ある世界大戦が再び始まれば、ヨーロッパや多分、全世界は灰塵に帰す可能性に直面します。

再び世界大戦を起してはなりません。私たちが戦争を破壊するのか、戦争が私たちを破壊する

かの何れかなのです。

　それを別にしても、私たちは、生産するか、飢え死にするかの何れかです。人間には、選択

の自由があります。そして、私たちは、何れかの道を選ぶ力を持っています。常識的には、建

設的で生産性の高い道を選ぶはずです。

　ロータリー哲学の予測によれば、世界は、歴史上、最も長い生産期に入ろうとしています。

　この予測は、生産と販売を通じて世界に奉仕することが、すべての利益を保存する最善の道

であるという事実を認識することです。
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　1．自然的義務と責任の履行を通じた、従業員に対する雇用主の奉仕と、従業員に対する責任。

経済的義務だけではなく、道徳的義務や教育的義務の履行。

　2．仕事の正しい質と仕事の正しい量、家庭や事業上や市民としての行動の正しい管理の状

態を通じた、雇用主に対する従業員の奉仕。

　3．雇用主と従業員の合同チームから、商工業関係者や一般購買者等の第三者に対する奉仕

　これが、みんなを平和と力と豊かさへ導く道なのです。

　奉仕の実践の背景にある原因として、私たちの人間力を考慮した結果得られるさらに重要な

結論は、私たちの学校制度を改善することによってもたらされる、今の世代や、来るべき世代

の少年と少女に奉仕する機会です。

　人間が活動する上での自然の法則を、子供たちが大人になる前に、何らかの方法で、どうに

かして、人生の学校において教えなければなりません。学校は、人間力のあらゆる自然的要素

の開発を目指して、人間という植物を科学的に栽培しなければなりません。

　しかし、人間力の根源とは何でしょうか。

　人間力の原因とは何でしょうか。

　人間の力を含む、人間のニーズの供給源は何でしょうか。

　ここで、私たちは次の三角形を考えなければなりません。

原因 ― 根源
　すべてのものは、創造主によって作られ、すべてのものは、提供者に

よって配られます。

　この三角形は、世界の様々な宗教によって、ほとんど普遍的に述べら

れている、創造主である全知 Omniscience、全能 Omnipotence、普

遍的存在 Omnipresenceを示すものです。

　ロータリー哲学は宗教ではありません。プロテスタント、カトリック

教徒、ユダヤ教徒、異教徒、儒教や道教信奉者、ヒンズー教徒、精霊信奉者、仏教徒などの何

れの時代の聖者や予言者の仲間たちも、ロータリアンにとっては、同じロータリアンなのです。

　ロータリアンは、信仰に関しては個人の好みに従うのは当然としても、すべての人たちを兄

弟として扱うのです。

　ロータリーの会員資格では、宗教的専門職務や信条の如何は問われません。

　従って、ロータリー哲学の討論に当たって、この点を誤解してはなりませんが、原因によっ

て結果が得られる学問として、その理論的な結論が導き出される奉仕哲学は、ウイリアム・ハ

ミルトン卿がいみじくも述べたように、「神と人間とそれらを含んだ原因の学問」であるという

結論を否定することはできません。

　原因と結果の法則は、宇宙の原因の存在から逃げ出すことはできません。すべての物質やエ

O O

P

O（図G1）
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ネルギーはその原因となる根源を持っていることは、真理であって、否定しようとしても、否

定することはできません。

　それを神と呼んでください。

　それを無限の心と呼んでください。

　それを自然と呼んでください。

　ハーバート・スペンサーと共に、「絶対的なもの」と呼んでください。

　人間がどう呼んだとしても、その存在を否定することはできないのです。

　人間の心は有限だから、無限な心を捉えることは出来ません。だから、人間は神を知ること

ができないと言うのは、尤もなことです。

　さて、エディソンは、電気が何であるかをまだ知らない、と言っています。しかし、その現

象や効果によって十分知っており、それと同じように、私たちは皆、宗教で神と呼ばれるもの

の存在を知っているのです。私たちはその多面的な現象、すなわち無限の叡知や力や存在を確

信することを形に表すことによって、神を知っているのです。

　原因は、それ自体と関係のない結果を引き起こすことはありません。そして、異なった知性

に応じた意識が現実に現れるのです。

　材料工学では材料となる物質の存在や、力やエネルギーの存在が重要であり、存在は創造を

意味し、創造は創造主を必要とします。

　もし、「神」という言葉があまりにもあいまいで、知的理解や知的現実として許し難いと思う

のならば、「自然の摂理」という言葉に置き換えて見ましょう。それでもまだ、あいまいならば、

言葉の間にハイフンを入れて、「摂理」にしましょう。

　人間の知性は、すべての物は、提供者から与えられたという事実を理解することができます。

純粋論理は、人間が物を得ることができるのは、結局、神の為せる業とか提供者がいるおかげ

であるという基本的事実を認めることを要求しています。

　人間はその有限な力を、神によって委ねられているのです。私たちが認識している私たちの

知性、私たちが感情に訴える力、私たちの考え方や言葉や行動、私たちの肉体、私たちが決断

し行動する意志、私たちが「私たちのもの」と呼ぶすべての力には、その根源があるのです。

　事実上、人間はその力を伝える機械に過ぎませんが、人間の活動は軽率なので、この事実を

考えようとはしません。

　すでに述べたように、人間は１オンスの原料も、僅かなエネルギーも創りだすことができな

いという事実を真剣に考えなければなりません。

　人間は、時という要素を支配し、それを結び付けて、利用する力を持っています。人間は創

造物を有用な形に組み合わせることができる驚くべき存在なのですが、人間の生産力をすべて

発揮したとしても、しょせん人間は、創造主が作った物を組み合わせるだけの存在に過ぎません。

人間は羊を飼って羊毛を刈り、自分自身や仲間のために、それを織って衣服を作ります。しかし、

羊も羊毛もなかったらどうしたら良いのでしょうか。人間は羊や羊毛を創ることはできないの
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です。

　人間は、綿の種を植えて、それを育て、摘み取り、布を織り、その布で衣服やその他必要な

ものを作りますが、もし綿の種や、土地や太陽の光や雨がなければどうしたら良いのでしょうか。

人間は、鉱石を採り、木を切り、それをいろいろな形に組み合わせて、家を作りますが、もし

木や鉱石がなければどうしたら良いのでしょうか。

　人間は、土地を耕し、食物を収穫し、食べ物を調理しますが、人間が食べ物を創りだすこと

はできません。人間が行うことは、創造主が提供してくれたものを、耕したり準備したりする

に過ぎないのです。その同じ根源から、私たちが呼吸する空気を提供され、空気なしには身体

は３分とは生きられないのです。

　純粋な理性は、そのような提供者に感謝の念を表すように命じているのです。正常な男女は、

意識的に感謝することを忘れはしませんが、しばしばうっかり忘れるものです。ロータリアン

としての、このことを真剣に考えると共に、ロータリーの原点とも言える友情や他人への奉仕

との関係についても、考えようではありませんか。

　兄弟愛、友愛、親睦、あなたがどのように呼んでも結構です。創造主は羊や、綿や、木や、

鉱石や、土や、日光や、雨や、食物や空気を与えただけではなく、すべてのものを与え、その

中には、人間もあなたも私も含まれているのです。私が創造主を認識するか否かに関らず、創

造主は私の父なのです。子供が父親との関係を否定し続けても、その根源は父親であり、従っ

てあなたと私は兄弟なのです。人間の兄弟愛は学問的な事実であり、決して玉虫色に変化する

夢ではないのです。

　創造主や自然の摂理が存在するという事実と、ロータリーの原点とも言える奉仕の原則との

関係について、その論理的な結論に達したと考えるべきではないでしょうか。

　私たちはすべての人間関係の基本的な法則である奉仕の原則の第一人者であり、結局、その

原則は意識的に作られた愛の法則なのです。

　他人に対する奉仕は、愛のテストであり、何物かに対して何がしかの愛がなければ、奉仕は

存在しないのです。

　しかし、奉仕においてしばしば現れる人間の愛は、顧客に対する愛ではなくて、顧客との取

引に対する愛です。人間としての顧客に、本当の関心があるのではなく、単に顧客と取引をして、

それを継続することに、関心を持っているのであり、人間が愛しているのは、明らかに取引と

継続なのです。従って、人間は、質、量、管理の状態の奉仕を守るように努力しなければなら

ないのです。

　このことが、この問題における唯一の実際的で、正直で、真実性のある視点だと言えるのです。

しかし、奉仕の種が、人間性に対する本当の関心と愛の土壌に播かれずに、顧客との取引に関

する関心の土壌に播かれれば、最善の奉仕の収穫をあげることができないのです。

　農業では、ある特定の種子には、ある特定の土壌が必要であるこが判っています。ある土壌

でアルファルファを作れば、種子を無駄にし、労力も無駄にします。
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　これはまさしく、満足感、信頼感、魅力を与えて、有益な取引関係を継続させて、奉仕とい

う最善の収穫をあげることと同じなのです。創造主に謝意を込めて、奉仕の種子は、創造主の

愛という土壌の中で、最も良く育つのです。兄弟愛や顧客を含んだ人類愛という純粋な感情と

いうのが、論理的な結論です。従って、顧客に対する奉仕は純粋なものであり、浅薄なもので

も偽善的なものでもありません。

　それを欠いた奉仕は、99%不純なものです。

　私たちは物質的な時代を通り過ぎようとしています。低いレベルの世界や拝金思想の下では、

人間は神に背を向ける傾向があります。

　低いレベルの世界を見下ろせば、鉱山を採掘し、森林を征服し、植物を栽培し、科学的に家

畜を育てることに専念するあまり、最初に捜し求めるべきであった、神の世界や神の正義から

顔を背けてきたのです。従って、他の事柄は、すべて付け加えたものに過ぎません。

　正しい方向に顔を向ける時が来ました。私たちの祖先の古き良き美徳に戻る潮時です。それ

らの美徳は古臭いものだと言われていますが、基本的で普遍的な法則と調和しているという簡

単な理由から、決して時代遅れのものではありません。

　私たちは、今、哲学という言葉の正確な意味を考えながら、奉仕哲学を分析しました。哲学

そのものが学問であり、基本的な事柄をとりあげて、推論を正しい目的に適応させて、結果の

背後にある原因を明らかにすることが判りました。奉仕哲学が真の哲学の、これらの一般基準

に当てはまることが判ったのです。

　私たちには、ロータリーの原点とも言える奉仕哲学の普遍的理解と適用から、どのような結

果が得られるかについて、論理的に予想するという作業が残されています。なぜ、いつ、そし

て最後に最も重要なことは、どのような方法で、ロータリーがこれを手助けできるかというこ

とです。

何ですか
　奉仕の原則やそれに関連すると自然の法則を、普遍的に理解した結果は何でしょうか。その

答えは、人間界に浸透している普遍的な正義の支配を通じた、普遍的な平和と豊かさです。物

質主義や利己主義の悲観論者は、理想主義と叫ぶかもしれませんが、それでも結構です。

　その性質上、実行不可能な理想主義だと予言する人がいても、それでも結構です。

　実行できないと言う人がいれば、利己主義者がたとえ生きながらえたとしても、実行する人

たちによって、引き出されるに違いありません。

　国家間の正義、会社や商工業やその他の機関の正義、従業員から雇用主への正義、雇用主か

ら従業員への正義、これらすべての問題であり、これが平和と豊かさにつながる唯一の道なの

です。
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なぜですか
　人間は、生来、戦う動物であり、人間の性質は本質的に利己的なので、すべてこのようなこ

とは解決できるはずはないと言う人がいます。しかし、それは間違っています。人間は動物の

種類ではなく、人類なのです。利己主義は、自分の利益を、生き延びたいという願望、すなわ

ち自己保存の本能と間違えたものなのです。

　人間は、子供から大人になり、成長してくると、適者生存の法則が、最も多く奉仕した者が

生き残れる法則であるという事実を理解することができるのです。生き残りたいと思うのなら

ば、戦いをせずに、奉仕することです。

　ロータリーが根底としてきた原則を理解するというラジウムの光は、利己主義という癌の治

療法なのです。利己主義は、人間の自然な特徴ではなく、病気の状態です。それは治すことが

できますし、治すべきです。

　世界大戦は、人間の幼年期の歴史を閉じました。今、私たちは、成人期の歴史を開こうとし

ています。

　休戦記念日の夜、アメリカ中が興奮と喜びで気も狂わんばかりの歓声に、ほとんど耳の聞こ

えない状態で家に帰りました。しかし、次に書くような、真実の声が聞こえないほど、難聴になっ

ていたわけではありません。

　今夜、軍神の手が止まりました。今朝臨戦態勢で整列していた軍隊も、今夜は休息しています。

ハレルヤ。今宵、全世界の人たちは、手と頭の力こそが力であると言ったのが間違いであるこ

とを知ります。今宵、私たちは皆、神の万物に対する永遠不変の計画は、正義の自然的要素な

しには、永遠の力は得られないことを認識すべきです。

　国も、会社も、個人も、そのような方法によって、成功を勝ち取ることはできません。宗教

的な力も精神的な力も肉体的な力も、それだけでは力になり得ないのです。この三つの力すべ

てが必要なのです。酸素が水の自然的要素であるのと同様に、正義は恒久的な力の要素です。従っ

て、人間界が奉仕の原則によって管理される真の理由は、次のようなものです。

　1．それに従うべきであるということは正しいことです。

　2．それは健全な経済の法則です。

　3．それは人類が今や到達しようとしている、生き抜くための法則であり、人間が生き抜く

ためには奉仕をしなければなりません。

いつですか
　奉仕の原則が、普遍的な慣行となるのはいつのことでしょうか。それは、普遍的に理解され

るときです。多くの少年や少女や男女が九九を知っているように、奉仕の原則を理解するときに、

その普遍的な適用が身近になるのです。

　それは何時のことでしょうか。

　それはすべて、世界の実業家如何に懸かっているのです。
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　この問題は、私個人としても、ロータリーとしても、またスコットランドでも全く問題にな

らない事柄ですが、禁酒法の問題に長所、短所があるにもかかわらず、アルコール飲料の製造

禁止が道徳主義者の仕事として委ねられたときには、殆ど進展しませんでした。

　しかし、事業所が飲酒癖は経済的に不健全であるという結論に達したとき、アルコール飲料

の製造禁止は合衆国の理論的な既成事実となり、その販売量は徐々に下がっていきました。

　商工業界は、倫理や正義や奉仕の実践は価値があるという事実に気付いたのです。その他の

人たちも、徐々にこれに続くに違いありません。

世界中の人々の約95パーセントは従業員であり、約５パーセントが雇用主です。大きな義務と

責任、強力な特権が、この５パーセントに集中しています。

　それを知っているか否かに関らず、あらゆる雇用主の重要な義務は教育者としての義務です。

　雇用主は基本原則と成功を治める人間活動に関する自然の法則、すなわち人生の数学の教師

でなければなりません。世界中の雇用主が人間関係の自然の法則を知って、それを教える能力

を持ち、それを実行すれば、成人の普遍的な理解は、急速に進むでしょう。

　しかし、奉仕の原則とそれに関連する自然の法則が、公立の学校やその他の教育機関で教え

られるまで、この歩みは遅々たるものに違いありません。しかし、その日は必ずやってきます。

その日がやってきたときに、自然の法則の普遍的理解とその適用は、即座に広まることでしょう。

文明は四本の柱に支えられています。進化も同様です。

　それは家と、学校と、教会と、国家です。もし両親がこの原則を理解してそれを子供たちに

教えれば、学校教師がそれを理解してその問題に関する教科書を配って、人生の数学を教えれば、

教会がそれを理解して正義の実利的な側面を教えれば、牧師が現世だけではなく、来世の精神的、

肉体的価値と精神力の関係を示せば、そして、わが国の政治家がこれを理解して、人間が作っ

た法律を創造主が作った法律または自然の法則と調和させれば、自然の法則を普遍的に理解し

適用する日が、完全に到来するのです。

　それは、明日とか、来週とか、来年ではないでしょう。しかし、今数多くの人たちが信じて

いるよりも、はるかに早くやってくるでしょう。

どんな方法ですか
　私たちは、これらすべてのことがやってくるために、どんな手助けをしようとしているので

しょうか。

　ロータリアンとして、何をしようとしているのでしょうか。私は真面目に、二つの提案をし

たいと思います。

　最初の提案は次の通りです。ロータリアンの大部分は雇用主です。実際には、全員かも知れ

ません。私たちは、従業員に対する当然な義務、債務、責任のすべてを実現させることを、本

気で試みることから始まります。

　現在、多くの雇用主がそうしています。多くの雇用主はロータリアンですが、ロータリアン
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でない人もたくさんいます。世界中の雇用主の大部分は、従業員に正しく対処しようと思って

います。彼らは労働力を搾取することの愚かさを学びました。彼らは憎しみの地獄、利己主義

の破壊性といった教訓を学びました。しかし、先祖が犯した罪は、次の世代の子供たちに引き

継がれていくのです。今日の雇用主は過去の雇用主の利己主義に苦しんでいるのです。

　一般的に、資本家と呼ばれる管理者は、今日、労働者の信頼を受けていません。しかし信頼

がなければ、利益を得る関係の基礎がなくなるのです。その基礎を再構築しなければなりません。

労働者との関係について、経営者が語り、書き、行動することによって、それは可能にするこ

とができるのです。

　作用があれば反作用がある。これは物理的な法則であると同時に、精神的な法則です。管理

される側に対する管理行動が利己的だから、今日、労働者の利己主義的な行動が、押し寄せる

波のようなお返しをしているのです。

　目には目を、私たちは、播いた種を収穫しているのであり、上がった分だけ下がるのです。

　しかし、管理者も資本家もこの教訓を学びました。建設的な作用は建設的な反作用を生み出

します。私たちは正しいことを行い、それを続けましょう。

　法則は法則です。そして、奉仕の法則は、魅力ある法則であり、機能するのです。

　雇用主は忘恩的な行為が起こっても、自らの経済的、人間的関心、教育的義務のすべてを実

現させましょう。雇用主がそうするのは、そうした方が勘定に合うからでも温情主義的な方法

だからでもなく、正しい方法だからです。そうすれば、建設的な反作用がすぐ、始まるでしょう。

　経済的義務に関しては、恐怖とか感情によって、奉仕の価値以上のものを支払うのではなく、

その価値に見合う額を支払ってください。なぜならば、そうすることが正しいからです。

　現在、労働者は極めて利己的です。しかし、仕事の量を減らして、同時に、多くの賃金を得

ようとする個人や個々の組織は、火力を減らして、熱を増加させようとする人に似ています。

　それは自然の法則に合いませんし、うまく機能することもできません。自然の法則を破ろう

とする組織は、個人と同様に、自らを破滅させるのです。

　一方、私たちは、無知こそ私たちの唯一の罪であることを知るのです。現在、そして過去に

おける労働者と資本家、および資本家と労働者間の罪は、すべて自然の法則に対する無知が原

因です。

　しかし、労働者は古い時代ほど無知ではありません。今日では、非常に知的であり、この自

然の法則の実態を理解し、時期を逸しないうちに、崇高な奉仕を始めることでしょう。

　従業員が、自らを見失っている世界的な問題に、そんなに絶望することはありません。すべ

てのロータリアンの事業は、それが存在する地域社会における道標として、雇用主から従業員へ、

従業員から雇用主へ、また労使双方が一体となって会社から顧客に対する、すべての自然的義務、

債務、責任を遂行する光を当てなければならないのです。商工業の顧客こそが、結局のところ、

一番偉い人なのです。彼らが私たちを拒否すれば、私たちはすべて仕事を失うのです。
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　次の提案は対社会的奉仕活動です。

　ロータリアンとして、私たちは対社会的奉仕活動をどのようにしたら良いのでしょうか。既

にロータリーは、人づくり、企業づくり、世界づくりの大きな要素となっています。私たちは

本当に、偉大な世界の建築家になれるのでしょうか。次のことを覚えておきましょう。

　地域社会における各々の企業が正しければ、地域社会の問題はなくなります。各々の地域社

会が正しければ、州の問題はなくなります。州が正しければ、国の問題はなくなります。国が

正しければ、世界の問題はなくなります。そこで、すべての問題がなくなるのです。

　しかし、企業が正しくなるための秘訣は、個人が正しくなるようにすることであることを忘

れてはなりません。

　最終的な分析では、企業づくり、地域社会づくり、州づくり、国づくり、世界づくりの問題

点は人づくりにあります。

　正しい人間力を作ってください。そうすれば、残りの問題は、おのずから解決するでしょう。

この問題は、二つの事柄によって解決します。

　1．雇用主と従業員間の関係の改善

　2．公立学校やその他の教育機関に対する建設的奉仕

　最初の問題に関しては、家庭から始めて、皆が最善を尽くしましょう。

　それは大きな仕事ですが、善良なロータリアンにとっては、大きすぎる仕事などはありません。

　二番目の問題は、学校に対する建設的な奉仕です。ここには、奉仕の原則と、これに関連す

る自然の法則を迅速かつ比較的早い時期に理解することを可能にすることが、唯一の方法なの

です。そこには、ロータリアンによる、この時代の青少年、および来るべきすべての世代の青

少年に対する、真の奉仕の機会があるのです。

　私たちは、ちょっと立ち止まって、目を向け、耳を傾けて、この事実を考えてください。

　近い将来の父、母、教師、牧師、雇用主、従業員、議員のすべては、現在、世界中の学校の

教室にいるのです。

　テネシー州メンフィスのロータリアン、ジョージ・ジェームスは、私たち年配の仲間は、も

う絶望的なので、私たちの希望は、世界中の若者に懸かっていると、述べています。

　彼は、奉仕の原則とそれに関連する自然の法則を、世界中の学校の生徒たちに教えることが、

今行うことができるすべての中で、最も大切なことだと言っています。

　ロータリーは、他の類似の会社の協力を得て、この本当に大きい事柄が行われているかどう

かを、くまなく調査しなければなりません。

　この国際大会を引き受けた人ならば、何でもできるはずです。

　それは力を合わせたロータリアン全員に相応しい奉仕です。昼食例会の各クラブが、地方の

商工会議所を通じて働きかけ、この事柄について協力します。さらに、実業家は、奉仕の原則

とそれに関連する自然の法則が、教科書の形に纏められ、学校で適切に教えられているかどう

かを監視することによって、私たちの国の教育制度を改革することができます。
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　これは、次の世代のために計画を立てている先見者や預言者にとっても、価値ある奉仕とな

るに違いありません。

　すべての国の実業家が結集して、人づくりと自然の法則の教育を目的にした経営学の大学を

作るべきです。前例よりも原則を優先する新しい種類の学校を創ることも可能です。

　そのような学校は、私的な利益追求ではなく、慈善的なものでなければなりませんし、宗教的、

政治的に中立であり、物質至上主義にならないように慎重な配慮が必要です。

　そのような学校は、急速に人間関係学を発展させ、すぐに、他のすべての学校に対する強い

奉仕人になるでしょう。

　なぜ、これを実行しないのですか。

　これこそ、世界で他の如何なる活動よりも行う価値のある、青少年活動です。

結　　論
　以上の事実を考慮した結果導き出された結論は、私たちは依然として楽観的でいいという確

信です。真のロータリアンは、いつも楽観的です。

　しかし、責任を回避する時間はありません。皆が、喜んで積極的に、大胆不敵にこの事態に

直面し、法則の光が導く場所に行って本分を尽くすべき時です。商工業界や政界の大釜の中で

起こっている、全世界的な混乱は、次の三つことを強く表しています。

　1．自然の法則の違反による人種の破滅。

　2．エジプトやローマの滅亡に見られるような、精神的な暗黒時代の再現や不況。

　3．新しい、より良い時代への人類の再生。

　私は、個人的には、三番目の仮説を信じ、決して悲観論者になりたくないと思っています。

　明日は気分が悪くなることを知っているために、気分がいい時でも、常に気分が悪いと言う

老婦人のようには、決して、なりたくありません。明日は悪くなると、信じることはやめましょ

う。明日は今日よりはるかに良くなるに違いありません。

　私たちは単に岐路に立っているだけで、どの道を選ぶのか少々難しいだけなのです。しかし、

私たちは奉仕の道を選ばなければならないことを確信しています。

　現在における問題点の多くは、自然の法則を学ぼうとする者が、自然の法則の違反から生ま

れる苦しみしか見えないことにあります。

　遅かれ早かれ、憎悪という地獄の炎に焼かれた人間は、奉仕の法則を学び、人生と奉仕の法

則の調和を図るようになるのです。

　神は、文明の特定の流れの中で、私たちに法則の中の法則を学び、宣言し、それに生命を与

えようとしているのです。

　現代の苦しみは大きいのですが、私はその中に、人類誕生の産みの苦しみを感じています。

そして、それは、新しくて良い方向に向かっての誕生なのです。

　ちょうど、蝶がサナギから生まれ、不自由な体で這い回ることから開放されて、空高く舞い
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上がるように、人類が、利己主義と唯物主義という醜くて、ゆっくり這いまわっているサナギ

から開放されて、奉仕の原則を理解して適用するという輝かしい光の中に姿を現します。私た

ちが通り過ぎた過去の時代には、夢にも考えなかった、円満で有益な人間関係の世界に舞い上

がるのです。

　このことすべてを実証するために、共に立ち上がりましょう。これを現実のものにしましょう。

私たちの生活を、私たちが愛する法則の中の法則とそれに関連する法則を、自然の法則に合致

させることによって、そのことをロータリーが証明しようではありませんか。

　ロータリー万歳。

　基本的な法則である真実に頼っている限り、ロータリーは決して干上がることはないのです。

　人間の意識の中で、物理的な分野において最強のナイアガラより強い光と力を持った、最も

優れた発電機にならなければなりません。

　最後に、全世界のロータリークラブに対して、法則に関するささやかな教訓と人生との関係

に関する、私の好きな作品を捧げる名誉を与えてください。

ナイアガラ
　私はナイアガラの滝を見上げ、その水の音を聞き、激流が流れていく様子を見ました。どこ

まで流れていくのか聞くと、ずっと向こうへと答が返ってきました。

　その水が深く湿っぽい峡谷を流れ下るのを見て、また、果てしなく、間断なく、早く流れて

いくのを見て、私は歩き回りながら、じっと考えました。ナイアガラは、騒がしく果てしなく

動き、強く速く流れ、静かな時には湖のごとく、強い風が吹けば気が狂ったように荒れ、また、

静かに流れる平穏な川となって流れ、最後には、すべての水が最終的にたどり着く海に流れ込

みます。これらすべては、人生そのものだと思いました。

　人生には、すべての事柄が、湖のように静かな時があります。これは、私たちが人間として、

神の意思と調和を保っている時です。嵐に見舞われた湖のような、人生の激しく揺れ動く時が

あります。人間が神の創った愛の法則と衝突している時です。

　人生の川は夜も昼もすべてが順調で、何の問題もなく、早く力強く流れる時があります。静

かな流れの中に、岩や早瀬が割り込んで、泡立ち、苦労や問題が起こって、人生のナイアガラ

を順調に乗り切るために、法や規則に従わなければなりません。そうしなければ、私たちが見

ている水のように、人間は流されて、地獄に落ちるのです。

　憎しみという精神的な谷の、禍という深く湿った峡谷に向かって流れ落ちながら、罪の意識

の苦痛から耐えている時も、自らの運命にけじめをつける冷酷な死に直面して、何とか急がな

ければと混乱の渦の中で、どうしようもない時もあります。

　人間がこれらの混乱に飽きた時、神が創った法則であるすべての自然の法則に逸脱すること

を止めようと、無限の創造主、全能の主に誓いを立てるのです。

　その誓いが実現して、あらゆる点で守られれば、人生は再び、今日見たナイアガラのような
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川になります。

　私は、その平和な川が、流れ下って、轟音をたてた滝となっているのを見た時、今までの混

乱を全く忘れたかのように、曲がりくねりながら進んでいく様子を見た時、また、巨大な谷間

を曲がりくねりながら通ったり、荒々しい岩の浅瀬の真ん中を、何ごともなくひと固まりになっ

て通り抜けたりするのを見た時、私は心から、全知全能の神に対して感謝の念を捧げます。神

の杖は復讐の杖ではありません。

　人間が、愚かにも、神が創った法則に逸脱して、自らの人生の平和な川の流れに滝を作っても、

彼がしなければならないことは、人間としてそれを受け取ることです。神は荒れた水を鎮めて

くれます。

　もしもあなたが神の許しを乞い、いつでもどこでも、神の命令に従って神の愛情のこもった

配慮に値する行動を取れば、神は、正義の岩山や壁からあなたを守って、平和な川に戻して、

あなたの力を再び蘇らせてくれるでしょう。

　皆さん、人生は運ではなく、法則なのです。そして、法則はすべて神が創ったものなのです。

正義は力の源です。悪から脱却するには、多くの時間は必要ありません。

　もし、あなたの人生に悲しい問題が起こったら、あなたが行った間違いを見つけてください。

決して他人のせいにしてはなりません。あなたがしたことを、恐れてはなりません。

　正直で、忠誠な人間になってください。良心の声がなにをしたら良いかを、あなたにはっき

り告げます。

　これこそが、急流を乗り切る方法であり、滝を作る方法であり、渦を鎮める方法なのです。

神の法則に留意してください。そうすれば、あなたの人生のすべての流れは、みんなが最後に

到達しなければならない、海への道に向かって流れていくのです。すべての海の中の海に、誰

も見ることの出来ない未来の海に、正義という荒々しい岩の峡谷を通った、あなたの力を再び

蘇らせて、永遠という海への道に向って進むのです。 （RI2680地区　田中毅PDG 訳）
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1921年 2月号　The Rotarian 記事1921年 2月号　The Rotarian 記事
奉仕の哲学奉仕の哲学

　全ての宗教及び哲学の教えには簡単なものと難解なものとがあります。簡単な教えは世界中

の人たちが教えとして理解しているものです。難解な教えは、より深いより内的な意味をもっ

ているので、それぞれの宗教、哲学の中枢の会員や、本当の信奉者が理解しているものです。

　ロータリーは哲学に成長しました。私たちは因果関係の中で生きています。英国の哲学者ハ

ミルトンは、哲学とは因果関係の学問であると述べています。ロータリーの哲学は因果関係の

学問です。それは、世界中の人が求めている結果としての利益と、正当な利益の唯一の当然な

原因である奉仕との関係です。

　モットーの提唱者の心の中では、奉仕の概念は、重力、引力、牽引力等の概念と同様に、絶

対確実で、自然界の確定的な事実を表すものと考えています。奉仕の概念は重力の概念が法則

であるのと同じように、自然の法則を表しています。現実に、奉仕の法則は、商業、産業、専

門職、その他全ての人間関係を支配しています。それは重力の法則が全ての物体を支配してい

るのと同じです。

　正にそれは人間関係における牽引力の法則です。

実例を示します。

　1．ぶら下がっている空気より重い物体から、支えているものを取り除けば、その物体は地

上に落ちるのは当然のことです。これは誰でも知っているニュートンの重力又は引力の

法則によるものです。

　2．どんな職種でも、顧客に最もよく奉仕する企業に、取引が引き寄せられるのは自然の現

象です。

　3．最もよく奉仕する企業に贔屓や顧客が自然に引き付けられるのと同様に、優秀な従業員は、

従業員に対して、広い真の意味で最もよく奉仕する雇用者に引き付けられるのも同様に

自然の現象です。

　4．如何なる組織でも、雇用者に本当の意味で最もよく奉仕する従業員に対して、適正な報

酬や望ましい昇進が引き寄せられるのは、上記の事実と同様に自然の現象です。

　奉仕の哲学を科学的に解明すると、感傷的な感情とか感情的な要素は全くありません。これ

は正しく健全な経済の法則の一つです。

　奉仕を人間活動の自然の法則として徹底的に科学的に理解するためには、法則と原則との違

いを明確に理解することが重要です。

　全ての原則は法則ですが、全ての法則は原則ではありません。自然の法則はどれでも全て原
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則と同じ水準に下げることはできますが、それが法則になるには権威のある支配的な法則すな

わち、根本的な法則、創造的な法則、他の自然法則を広めるような法則にまで高められねばな

りません。奉仕の法則はその権威にまで高めねばなりません。奉仕の法則は奉仕の原則です。

それは不変の原則であり、自然の四つの領域―人類、下等動物、植物、鉱物を夫々支配してい

ます。

　ニュートンが重力の法則を創造しなかったと同じように、人間がこの法則を作ったわけでは

ありません。

　人間は法則を作ったわけではありませんから、それを壊すこともできません。

　法則は常習的な違反者を滅ぼす力を持っており、実際に滅ぼします。

　人間は誰でも、白人、黒人、雇い主、男性雇員、女性雇員、男の子、女の子、金持ち、貧乏

人すべて、高い建物の上から落ちたら大地に激突するように運命付けられています。

　私たちは法則を破ると緩やかな言い方をしますが、これは正しい言葉の使い方ではありませ

ん。高い建物から落ちた人は下の地上に体は、壊れた状態で倒れますが、重力の法則を破って

いません。重力の法則は破られていませんから、これからもずっと働き続けます。この人は法

則を守らなかったために彼自身を破ってしまったのです。

　これと全く同じように、数多くの人たちが、奉仕の原則を意識的又は無意識的に守らなかっ

たために人生の舗道で破れて横たわっているのです。奉仕の原則は何時でも何処でも全ての人

を根本的に支配している自然の法則です。自然の法則の意識的又は無意識的な遵守は正当な報

いや利益の原因です。自然の法則の意識的又は無意識的な違反は正当な報いが得られない当然

の原因です。熱には火があるように、優れた奉仕には価値ある報酬が支払われます。弱い火は

弱い熱、強い火は強い熱をもたらします。

　誰でも、これは事実であり理屈でないことを知っています。火の量と強さが高まれば、熱の

量と強さも高まります。これと同じように、人間の取引の場面では、どんな事業であっても有

用な努力、卓越した奉仕は原因であり、正当な報いは結果です。少ない奉仕には少ない報酬、

より大きい奉仕にはより大きい報酬。これが人間の努力と正当な報酬との間の原因と結果の自

然の法則です。

　奉仕は科学的に解釈すれば有用性の別名に過ぎません。個人又は個人の集合体の組織は世の

中で全く役にも立たないものであり、本来の存在理由を持っていません。奉仕又は有用性こそ

が人間又は人間の全ての集合体である法人、商業、産業、専門職、政府などの本来の神聖な使

命です。

　哲学の研究者は、賢者ビベカナンダの次の言葉を覚えておくべきです。「目的が一旦明確に決

まったら、目的への手段は目的自体よりも重要になります。」目的への手段は原因であり、目的

は結果です。原因を作れば結果はほうっておけば何とかなるでしょう。目的に通じる手段の道

を慎重に歩けば、目的の場所に安全に着くでしょう。

　個人又は会社の生きかたは次の図式に示された三つの線を辿って行きます。
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I  S  P
　“ I” は individual 個人又は個人の集合体とか会社を表します。

　“S” は service 奉仕を表します。

　“P” は profi t 利益を表します。

　人生の数学では、最後にはこれらの三つの線は同じ長さになります。

　何百万もの多数の人々が人生の舗道で破れて倒れたのは、職業の如何を問わず百人中約九十

五人は三番目の線に、焦点を合わせたからです。彼らは原因に当然の注意を払わないで結果を

捜し求めたからです。彼らは視野にある目的すなわち利益に到る手段である奉仕の道を注意深

く歩かないで、目的に行こうとしたのです。

　三番目の線を保障するためには、全ての個人又は会社は自然の法則の必然性により中央の線

を長くする課題に注意を注いで努力しなければなりません。しかし中央の線、奉仕は真に有用

な奉仕を提供できる個人又は会社の力を示す一番目の線から流れてくる結果です。

　悲しいことには、有用な奉仕を提供したいという意欲を、何百万もの人は持っていますが、

その意欲と真に価値のある奉仕を提供出来る能力との間には大きな違いがあります。効率的な

奉仕を提供するためには、奉仕する意欲と能力の双方が必要です。平均的な男女の場合、真に

価値のある奉仕を提供するのに必要な高度な個人的能力の開発に対する最大の障害は独り善が

り、知的虚栄心の病又は知的自尊心などの罪かもしれません。失敗に堪える人よりも成功に堪

えることが出来る人のほうがはるかに少ないという、賢明な教えがあります。奉仕を提供する

ことですら、成功し始めると平均的な人は「到達した」と思い込みます。そして誰でも到達し

たと思った時は、大概、逆の方向に歩き始めているのです。

　奉仕の哲学を学ぶ人は時々ハバーディックの格言を思い起こすべきです。「私たちが成長する

のは未熟な間だけです、そして私たちが成熟したと思った時に私たちは腐りはじめます。」

　注意深く分析すると次の事実が見えてきます。個人は人生算術の三番目の線を長くしたいと

思うと、遅かれ早かれ、彼個人の力である一番目の線に力を入れるようになります。そして人

間の四大構成要素の建設的な機能、力量、特性、活力などの正しい涵養と正しい使用によって

有用な奉仕を提供出来る力の向上を目指します。

　“人間の四大構成要素”とは勿論人間の知能、感性、肉体、意思を指しています。奉仕の哲学

を表面的に学んだ人は利益の概念を経済的な意味だけに解釈しがちです。ロータリーのモットー

に使われている利益の概念を科学的に理解した人はあらゆる物質的な利益は利益全体を構成し

ている本来の三要素の一つに過ぎないことを十分悟っています。

　第一番目で最も重要な要素は仲間の愛情です。判りやすく表現すれば知り合った全ての人か

らの尊敬とも言えます。

　利益を構成する二番目の本来の要素は良心です。現実的な考えをする人はこれを自尊心とよ

んでいます。
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　三番目の本来の要素は物質的な利益です。誰でも、何処でも、世界中の全ての職場に於いて、

他の人からの尊敬と自尊心を犠牲にして物質的な収益を得た人は、その言葉の真の意味での利

益を得ていません。

　このような人は一時的に莫大な物質的な収益を手に入れても大抵は長持ちしません。物質的

な収益、つまり金銭的な収益を確実にするためには、その収益を得る過程の当然な結果として

取引先の尊敬と自尊心が自動的に自然と得られるような仕方が必要です。

　物質的な収益の最大の尺度である良い顧客を継続的に確保するためには、実際に人は、自尊

心と他者の尊敬と両方を同時に得られるように行動しなければなりません。継続的に利益をも

たらす顧客を確保する唯一の道は、どのような営みであれ、その顧客が何回も喜んで戻って来

るように、何時までもご愛顧が続くように行動するという事実により明らかです。

　従って、モットーである「最も良く奉仕する者、最も多く報いられる。」に使われている利益

の概念は等辺三角形の図式で表すことが出来ます。一辺は、他者の尊敬又は愛情、次の辺は、

自尊心又は良心、そして底辺が物質的な収益です。

　世間にはあまりにも多くの人は一つの道が自尊心と他者の尊敬の獲得に通じており、それと

は全く別の道が広い意味で物質的利益の要素の獲得に通じているという誤った考えに惑わされ

て苦労しています。この考えは全く間違っています。これでは利益の三要素の何れにも通じて

いる道がありません。道とは普通、歩きやすい広いものを指しますが、この三要素に通じてい

る道は狭くて歩きにくいもので、近道はありません。しかしながら、幸いなことには三要素全

てに通じている”通路“が一つだけあります。その通路の名前が“奉仕”です。貴方から他の

仲間に対する奉仕こそ、貴方が何方であれ、仲間と彼の愛顧を貴方に引き付けるものです。

　ロータリーのモットーに使われている奉仕の概念は正三角形で表すことが出来ます。三角形

の最初の左手側の線は正しい質の本来の要素を表しています。右手側の線は正しい量の本来の

要素を表し、三角形の底辺は正しい管理の状態を現しています。１＋１＋１は常に３になるの

と全く同じように正しい品質と仕事、プラス正しい量の品物と仕事、プラス事業又は個人の正

しい行動の結果は正しい奉仕になります。それらの合計の答えは満足すべき奉仕です。それは

仲間を満足させ彼の自信を持続させる奉仕です。そのような奉仕は恒久的で実り多い全ての人

間関係の基準又は基礎になります。

　奉仕の哲学を学ぶ人は、彼の L.C.M、仲間からの愛 Love of Fellow 

Men、良心 Conscience、物質的な収益 Material Gain は最終的には彼

の Q.Q.M. よりも決して大きく成り得ないことを銘記して下さい。三つ

のうちの一つはどれでも他の二つを反映しています。仲間からの愛、“晴

れやかな良心”及び持続的な物質的収益は正しい品質 Right Quality、

正しい量 Right Quantity、正しい管理状態 Right Mode of Conduct 等の原因の源から流れ

て来た結果です。

　従って利益は獲物です。提供した奉仕は贈り物であり、人は何かを得るためには先ず与えな

Q1 Q2

Ｓ

Ｍ
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ければならないという法則を学ぶ必要があります。

　利益又は報いを得るためには奉仕という贈り物を与えなければなりません。贈り物を与える

には贈り主、そして個々の贈り主が居ます。贈り主としての個々の人間の固定的で蓄積された

能力は三角形で表現出来ます。良く調和のとれた人を象徴する正三角形の左側はその人の本性

の精神的な側面を表しています。それは人間が万物の美と真実と善を愛して機能する要因です。

正三角形の右側は人間の本性の知的要素を表しています。この要素を通じて彼は知識を獲得し

ます。人間の固定的な能力を示す三角形の底辺は精神的、知的な力を表現する肉体的な力を表

しています。それらは書いたり話したりする言葉や行いにより表現されて、それらの要素によ

り奉仕の結果が生まれます。先に示したように、奉仕の本来の要素である Q.Q.M. 正しい品質

Right Quality、正しい量 Right Quantity、正しい管理状態 Right Mode of Conduct はその

人個人の精神的、知的、肉体的な達成度を超えることは出来ません。

　Q + Q + M = 結果です。S + I + P = 原因です。

　原因に全力を傾注すれば結果は自ら出てきます。最後に、ロータリーの奉仕哲学を学ぶ人は

個人の背後に最終的に「G」があることを忘れないで下さい。それは万物の根源であり、全知、

全能、普遍の Godです。

　もしも貴方が唯物論者なら神の代わりに造物主と呼んで下さい。事実をありのままに認める

ことが肝要です。全ての創造物には創造者がいます。これは宗教家であっても唯物論者であっ

ても認めざるを得ない純粋理論です。原因はそれ自体が持っていないものを作ることはできな

いからです。多様な生命の中で、特に人間には知能があります。唯物論者は人間の発生原因を

偉大なる未知のものと呼ぶでしょうが、超知能なものが存在しているという事実を純粋な理論

として認めざるを得ないでしょう。

　もしも、これを読んでいる人で神という言葉が嫌いならば、摂理と呼んで下さい。もしも摂

理という言葉が好きでなければ、ハイフォンで連結して Pro-vide-nce 供給と呼んで下さい。

供給された全ての物には供給者が存在します。全ての結果には原因が存在します。人間は結果

です。同様に樹木、鳥、野菜、馬、石も全て結果です。世界中の最高の主婦、調理師といえど

も食物を供給できません。彼らに出来ることは食べ物を料理することだけです。家族に衣、食、

住を最も豊かに与えている主人といえども、それら製品の原材料を作ったり供給したりするこ

とは出来ません。

　金銭は価値の象徴に過ぎません。金属、ゴム、材木の世界一の職人も無限大の提供者が授け

た天然素材を組み合わせているに過ぎません。摂理によって授けられた天然素材は人間の手と

心によって形作られ人類に有用な奉仕に役立っています。しかし奉仕の哲学の真の思慮深い研

究者は奉仕の実践にどれだけ尽くしても、無限大の力の存在を考えると謙虚にならざるを得ま

せん。彼にとって創造主は偉大なる未知のものであり、最後までその恩寵に浴して、その助け

がなければ自分一人では何事もなし得ません。

　賢者の格言によれば、ほとんどの人は考えません。彼らは考えていると考えているだけです。
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そして或る人々は考えていると考えていることを考えているに過ぎません。この物質主義の時

代には奉仕の哲学の上辺だけの研究者と同じような人々が居ます。彼らは、英国の優れた作家、

ギルバート・K・チェスタトンが指摘した非論理的な人々に似ています。自分の好みに合った

ものを考え出すことが出来ないので、神の存在を認めない人々がいるが、それは自分の父親を

創る特権を主張する子どものようだとチェスタトンは述べています。

　他者に対する奉仕は何を表しているのでしょうか。答えは簡単です。それは愛の客観的な表

明です。仲間に対する愛を証明する唯一の方法は仲間に対する奉仕しかありません。愛という

言葉を科学的に解釈すれば、それは宇宙に於ける最も建設的な力です。その反対語は憎しみです。

嫉妬、恐怖、羨望などの様々な形で現れ、宇宙に於ける最も破壊的な力です。愛は作ります。

憎しみは崩し、壊します。

　ハバーディックの別の格言が参考になります。「もしも貴方が自分の仕事が好きでなければ、

心配は要りません。他の誰かが間もなくそれを奪うでしょう。」もしも雇い主が従業員を広い意

味で愛さないで、彼らに対する愛情を奉仕で示さなければ、何も心配することはありません。

他の雇い主が間もなく、彼らを雇うでしょう。もしも従業員が雇い主及び彼の仕事を愛さなけ

れば、彼は未来の成功を築くことは出来ません。人生はこの線に沿って動いているのです。

　最後に、モットーの難解な意味を理解するためには、真の奉仕と追従との間の大きな違いが

あることを知る必要があります。度が過ぎれば仇になります。仲間に対する真の奉仕の精神に

は追従は全くありません。真の奉仕の哲学を学ぶためには黄金律（Golden Rule）を常に適用

しなければなりません。奉仕の原則を成功の法則として説明することは目新しいことではあり

ません。昔奉仕の原則の大先達は成功の法則を作動させる適切な方法を私たちに語っています。

彼は、自分の大きな欠点を棚に上げて他人の小さい欠点を責めないように等幾つかの教訓の前

置きのあとで、次の言葉を述べています。「従って、貴方が相手の人からして欲しいと願ってい

る全てのことを、貴方も又相手にしなければなりません。」

　更に彼は次のことを話しましたが、それについて彼の哲学の研究者は殆ど注釈をつけていま

せん。彼は次の非常に意味深い言葉「それこそが法則だからです。」を最後に付け加えています。

　彼は「それが或る法則」と言わないで、「それが法則」ですと言いました。彼が定冠詞を使っ

たのはそれなりの理由があります。彼の声明は非常に明確且つ具体的であり、人間関係の唯一

の基本原理だからです。

　あなたは誰かが或る牽引の法則とか或る重力の法則と言ったことを聞いたことがありますか。

私たちは何時もそれに定冠詞をつけます。というのはそれが唯一の法則だからです。それと全

く同様に奉仕の原則の基本になるのは、黄金律（Golden Rule）なのです。

　更に非常に大事な「預言者」という言葉を付け加えています。彼の弟子達はこの最後の言葉

を p-r-o-p-h-e-t-s 預言者と綴りました。しかし私たちはこれを p-r-o-f-i-t-s 利益と綴っても良

いでしょう。

　世界中のあらゆる職業の全ての職場で、他の人が彼に対してして欲しいと願っているあらゆ
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る全てのことを、大小を問わず他の人に尽くしたら、自らの行いの質が正しかったことと、行

いの度合いおよび行いの仕方が正しかったことが判るでしょう。従って、彼の他の人への奉仕

は正しいものになるでしょう。更に自尊心、他の人からの尊敬と物質的な利益の増加に現わさ

れた報いは当然の結果です。

　利己主義は全て破壊的です。他の人に対する奉仕は建設的です。他の人に対する奉仕は賢明

な利己の心であり、単なる利己主義は無知による自己破壊です。

　従って、最もよく奉仕する者、最も多く報いられる、なのです。

東　昭二（宝塚武庫川RC）訳
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ロータリーの礎石ロータリーの礎石
The Rotarian The Rotarian 1921年 12月号1921年 12月号

ガイ・ガンディカー

　ロータリアン、ガイ・ガンディカー、企業倫理委員長は、委員会の

プログラムについて、この時を得た文章を発表しました。その中で、ロー

タリークラブ及び会員に対して具体的な行動を提唱し、“ロータリーと

信頼はスローガンとして素晴らしい組み合わせであり、信頼とロータ

リーの二つの言葉は一体でなければなりません。”と述べています。

 

　最近お亡くなりになったロータリアン、B・フランク・ハリスはロー

タリーの活動として、より高度な企業行動基準の価値及び重要性につ

いて、アトランティック・シティ国際大会での報告書の中で“企業倫

理はロータリーの礎石です。”と述べています。言うまでも無く、この

言葉は絶対正しいです。世界中でロータリーが有力団体として受け入れられるかどうかは、個々

のロータリアンが夫々の職場で実践する高度な企業倫理の完成の度合いに大いに懸かっていま

す。更に、ロータリーが地域社会の改良を鼓舞、推進して、その計画、行動が尊敬を持って受

け入れられるよう協力を要請するには、各クラブは社会のなかで際立った特性を持つことが絶

対必要です。これらのことに鑑みて企業倫理の課題はロータリーの今後の進歩、成功にとって

正に死活の問題です。

　ロータリーの発展と偶々時を同じくして、より厳しく、より思慮深い取引上の良心を求める

世論が事業者の間に一貫して高まっています。急速な企業倫理意識の高まりにつれて、多数の

業界の人たちが取引上の倫理規定の必要性を感じ始めています。

　取引基準の制定は多様な事業や専門職の全国、地域、州団体の領域であることは明らかですが、

これらの団体は従来の経験からみて、このような仕事への動きは遅いです。道徳律は学者や哲

学者の理念を反映して時代と共に発展して来ました。しかし、事業者として自ら経験した多く

の具体的な実例から正しい人間関係の原理を抽象的に理論づけして業界の同業者の指針を作っ

た方はごく少数です。我々が必要としているのは、学問的な道徳律ではなく、易しい言葉で述

べられた正しい行動指針です。

　実業界は不況の厳しい時代、不安定な事業環境から漸く抜け出したところで、近い将来の繁

栄を待ち望んでいます。不景気な時よりも好景気の時こそ高度の企業倫理を制定してインスピ

レーションを鼓吹することが必要です。取引が低調で競争が激しいときには、事業者は細かい

ところまで気を配って高度のサービスと最高基準の企業倫理を検討する必要を感じます。しか

し、営業部長のデスクに注文書が殺到して、会社の製品を人々が先を争って買い求めている時
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には、これらの企業倫理を疎かにしがちです。好景気の波につれて、自分勝手な都合に合わせ

た代替品の出荷、自家検査基準の緩和、抜け目のないやり方などが起こります。

　このような傾向の実例について皆さんは先の世界大戦の間に商道徳が無くなっていたことを

覚えておられるでしょう。このような困った事態に対応して、ロータリーは周到に準備された

研修プログラムにより、会員および一般の人たちに好況時に必然的に発生する事態を防ぐよう

行動を起こさねばなりません。

　ロータリーと信頼はスローガンとして素晴らしい組み合わせです。信頼とロータリーの二つ

の言葉は一体でなければなりません。我々は事業取引の最高の相手として世間に臨むに際して、

所謂「道徳律」に由来するロータリーの原理こそ遵守すべき安全な法則です。

　ロータリーは、さらに役立つべきもう一つの機会に恵まれています。この原理を外国にまで

広めて世界中の国の企業倫理の向上を鼓吹する機会です。外国貿易も同様に、従来の“取引情

報不足は買手責任”から今後は“情報提供は売手責任”へと、新しい取引理念に基づいて確立

されなければなりません。正しい取引原理に基づいた新しい取引関係の確立により世界中すべ

ての企業倫理の改善というこれほど素晴らしい機会は今まで在ったでしょうか？ 現在我々が直

面している文書契約から口頭契約への移行につれて、全ての事業取引に対する行動基準の制定

はより一層必要になっています。この変化には電話が大きな役割を果たしています。しかし、

この取引の将来は、特に物的証拠により確認されない取引において、名誉を重んじる高度な企

業倫理の維持に懸かっています。

　ここで一寸立ち止まって今まで道徳律として書かれたものを検討しましょう。最近の道徳律

の大半は人々に高い理想、より高度の企業倫理を呼びかけ、丹念且つ理想的な字句で表現され

ています。殆どは陳腐な決まり文句です。曖昧かつ一般的で現実的な行動基準にはなりません。

明確に規定されていない事業理念は実践できません。又美辞麗句の実践も出来ません。そこで

今日切実に求められているのは、人々がすべき事とすべきでないことを明確に規定した事業の

分かり易い行動基準です。故フランク・ハリスさんは、洗練された気高い思想で充たされた学

究的な雰囲気の中で模範的な事業家の方々と交流された方です。彼は企業倫理委員長として発

表された素晴らしい文書のなかで、ロータリアンに対して正しい行動規範を作ることは無意味

であり、それはニューカッスルに石炭を運んだり、西インド諸島に湯たんぽを送るようなもの

であると述べておられます。ロータリーの皆様、どうぞ皆様の記憶を呼び起こして下さい。こ

のような楽天的な考え方は皆様の経験に照らして事実に基づいているかどうかを、ロータリー

の皆様にお尋ねします。

　ロータリーの創設者たちは、反対の意見を持っておられました。そうでなければ、企業倫理

委員会の創設およびその任務に対する規定は存在しなかったでしょう。ロータリアンは不正直

で、信用の出来ない偽者であると信じていたら、このような規定はなかったでしょう。ロータ

リアンは事業の行動倫理に関しては平均的な事業者を超えている事実に異議を唱えるひとはあ

りません。更に又、実際に忘れてはならないことは、事業者は原則として、実際の取引方式に
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ついて抽象的な思想家ではないと言うことです。夫々の業界が長年守っている取引慣行が正し

い取引方式であると保証できるかどうか自分の事業を絶えず検証していません。業容の拡大、

部門や従業員数の増大につれて、取引方式に批判の余地が絶対ないことを確かめることは、よ

り一層困難になります。

　品性、品格に非の打ち所が無く、高い基準で事業を行うよう努力している多くの事業者は、

現在の取引方式につき自発的に細かく調べると職場の実態を知って真っ青になることがありま

す。最も忌み嫌うべき行為を見付けます。それらは職業の慣例や習慣に根差している取引方法

です。

　私自信の職業、レストラントを選んで私の論点を示すために内輪の実例を挙げても宜しいで

しょうか？ レストラントが正しい企業倫理について進んで関心を持つようになったのはごく最

近のことです。長年にわたりレストラント業界は献立表に誤った品名をつける習慣に従ってい

ました。これは欺くつもりで行われていたのではなく、従来の使い方に盲従して来たのだと私

は信じています。私は全国レストラント協会でロータリーのメッセージを掲げて業界の取引改

善を達成するための私のささやかな努めとしてレストラントの献立表を検討しました。（これは

ロータリーが追求している四つのテストの一つです。）聴衆は先ず興味を示し、それから驚きと

疑問を表しました。レストラントでは、“舌平目の切り身”はカレイ、ヒラメ、ハドック、タラ

などに普通使われている言葉です。実際にはどんな魚の切り身にも使われています。本当の“舌

平目の切り身”は英国に固有の魚の切り身です。英国の舌平目は米国には殆ど輸入されていま

せん。しかしこの言葉は過去25年間も使われており、レストラントの主は誰もこれを誤った表

示とは思っていませんでした。殆ど全ての献立表に見られる“ブルーポイント”牡蠣は普通の

品種であり、“ブルーポイント”として特定された岩床で採取された牡蠣ではありません。“バー

ジニア”はバージニア原産の豚とは関係なくハムにつけられています。バージニア原産の豚肉

に特有の味香りは、餌にしているドングリなどの森の木の実に由来しており、更に特別な燻製

でバージニア・ハムが出来ています。ブロイラーは冷凍倉庫から運ばれたものでも、全て“新鮮、

ミルク飼育ブロイラー”と表示されています。

　レストラント業者に対する私のロータリー流の説得の結果メニューの作り方に若干の改善が

見られました。広範なレストラント業界には企業倫理改善の余地が未だ沢山あります。全国レ

ストラント協会の会員にはロータリアンが多数おられ、企業倫理の向上に率先すべきです。レ

ストラント業者に対する私の呼びかけの結果、レストラント業界が倫理規定を作成開始のため

の原則が出来上がりました。それは、正しい取引にはメニューに表記する全ての品名は正確に

表示することが必要との原則です。従って、ロータリアン或いはすべての事業者に行動基準を

提案することは決して馬鹿げたことではありません。他の業界でも調査すれば同じような誤っ

た行動様式が発見されるでしょう。今こそ、正しい倫理規定を作るべき時です。事業の改善を

主導すべきロータリー運動の始まりです。

　現在の委員会が、ロータリー運動の成功と企業倫理の関係、正しい行動基準を文書化する必
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要性、更にこれらを世界中の事業に届くように各業界に伝えることが極めて大切であることを

皆様にご理解願うに際して、先の国際企業倫理委員会がこれらの事について作成した文章に付

け加えるべきことは殆どありません。問題点は明らかにされています。そこで当然のこととして、

今年度の仕事はなにを為すべきかを立案するよりはむしろ提案されている目標すべてを統括し

て、夢ではなく実際の行動基準―理想の代わりに日常の行動基準を作成する大きな運動を起こ

して全面的な改革を推し進めることです。

　皆様が多様な企業倫理委員会の報告書をご覧になると、過去６年間に同じような提案の繰り

返しを発見されるでしょう。これでは、国際協会はロータリアンにロータリーの重点目標の一

つに関心を喚起する活動において進歩がなかったかのように思われるかも知れません。ロータ

リーが達成した他の分野での進歩に比べてこの分野の進歩は大変遅れていますが、しかし実際

には進歩がなかったわけではありません。過去の委員会による企業倫理の進捗度合い又は国際

大会での決議事項の不履行などの批判は今年度の委員会の仕事ではありません。過去の委員会

は何れも委嘱された目的に対して最善の献身的な努力を尽くされました。しかしながら、遺憾

なことにはシンシナティでの素晴らしい始まりとその後の努力にもかかわらず、国際憲章の“企

業倫理委員会の任務”に定められた目標の実現に向けて、私たちは見るべき実績を挙げていま

せん。

　国際ロータリーの元会長、グレン・Ｃ・ミードはロータリアン誌、７月号の“公開討論”に

企業倫理について貴重な記事を寄せておられます。“有効な道徳律の条件は文章が明確且つ簡潔

であることです。行動基準は具体的で分かりやすく、しかも事業取引の全ての分野に完全に適

用出来るものでなければなりません。”とミードは述べておられます。彼は更にロータリーの現

在の“道徳律”は信念又は信条の表明ともいうべきものであり、ロータリーは未だ道徳律を持っ

ていないと述べておられます。ロータリーの倫理規定は全ての職場、職業に同様に適用できる

総合的な行動規則から成り立ったものでなければなりません。理想的なものとしては、多くの

職域の倫理規定の集約でなければなりません。今年度の委員会は、次の行動計画に沿って強力

な事業取引改善運動を提案します。

　第一番目 ― 全てのロータリアンにロータリーに於ける自分の職業分類の職場での正しい行

動基準を、個人、グループ又は事業組合が制定することを要請します。その基準を国際事業取

引基準委員会での検討、参考のため送付して下さい。

　第二番目 ― 企業倫理委員会はこれ等の行動基準の提出を要請する際に、模範基準の枠組み

をロータリアンに提示します。それを参考にして、個人又は組合は提唱する行動基準を妥当な

項目に分類して下さい。このように様式を共通にすることは、これらを集約、総括して、最終

的に全ての職場、職業に適用可能なロータリー行動基準を作成するのに役立ちます。

　職業別行動基準には次のような総括的な前文が必要です。

（a）  全ての事業、専門職に共通の一般的行動基準。これを「企業倫理規定」と名づけましょう。

この項目に、二、三の分かり易い原則が含まれるでしょう。例えば、“全ての事業は大小を
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問わず人類に奉仕するものである。”“企業倫理は事業活動と共に個人生活にも同じく適用

されるものである”などの言葉です。

（b）  行動基準の対象である事業組合および出来ればその組合の会員資格に関する簡単な説明。

事業別行動基準には次の規定が必要です。

 ① 事業主個人又は会社の場合は執行役員の個人的な行動基準に関する規定。

 ②  事業主と従業員との関係を定める行動基準（その遵守は社会不安に対する効果的な唯一

の解決策として知られています）

 ③ 事業主と仕入れ業者との関係を定める行動基準

 ④ 事業主と同業事業主との関係を定める行動基準

 ⑤  事業主と緊密な取引関係のある医者、技術者、建築家等の専門職との関係を定める行動

基準

 ⑥  事業主と、見込み後援者、見込み顧客、仕入先など世間一般の人々との関係に関する行

動基準。これ等の行動基準の原則は真実と正直に裏づけされた奉仕であること。

 ⑦  契約の締結と実行、特に詳細な契約条件に関する行動条件。（これは特に重要であり、

この問題が四つ、五つの異なった項目に分散しないよう特別の項目を提案します）

 ⑧  行動基準の中で特に周知の違反行動を阻止するための強い表現。つまり、事業行動にお

ける“禁止事項”。

　第三番目 ― 地区大会に際して、大会終了直後に職業別分科会を開催して、既存の行動基準

の改善又は無い場合には行動基準の作成だけを議題にして討議して下さい。そこで決議された

行動基準を企業倫理委員会に送付願います。

　第四番目 ― 企業倫理委員会は職業別分科会から受け取った行動基準を体系化し、複数の基

準を提出した職業については職業別要約を作成し、次回のロサンゼルス国際大会で開催される

職業別集会の資料として準備します。

　第五番目 ― 行動基準の最終案は次回の国際大会に提出された後、次年度の企業倫理委員会

に回付されます。委員会はそれを普遍化して、全ての職業に適用し得る真のロータリー道徳律

を作成、配賦します。

　これが正しい行動基準を明文化するためのロータリー運動の大筋です。私たちの計画達成促

進のための具体的な提案として、業界の市、州、地区又は全国団体に属していない全てのロー

タリアンは直ちにこのような団体に参加して行動基準の討議に積極的な活動をされるよう要請

します。

　委員会は又、職業団体に属しているロータリアンにはそれらの団体が、既に正しい行動基準

を制定しているかどうか調べることを提案します。もしも行動基準が既に制定されておればそ

の規定を検討の上、そのコピーを企業倫理委員会に送付して下さい。もしもその団体に文書化

された行動基準が無い場合にはロータリアンは制定委員会の設置を自ら提唱するか、又は他の

会員を支援すべきです。議事運営の慣習として動議の発案者は動議により設立された委員会の
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委員になります。もしもロータリアンがこのような動議の提案者であれば行動基準を持ってい

ない全ての組合の企業倫理委員会にロータリアンが委員として参加できます。

　もしも組合に行動基準があっても、それが不適当なものであればロータリアンは行動基準の

改定又は拡大のため率先して提案するか又は他の人を支援すべきです。この場合にはこの改定

作業にロータリアンが参加するよう声がかかるでしょう。

　ロータリーには多数の職業が代表されています。夫々の職業を代表する会員数は数万人を超

えるでしょう。個々のロータリアンは夫々の職業を支配する方針、行動基準の作成の寄与に強

力な影響力を持つことが出来ます。

　ロータリーは今や絶好の機会を目前にしています。前にも一度ここまで来たことがありまし

たが、機会を活かせませんでした。クロフオード・マックガロウ会長年度にこの夢を実現させ

ましょう。その成果は計り知れないものがあるでしょう。 

東　昭二（宝塚武庫川RC）訳
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フレデリック・トゥイードの声明 フレデリック・トゥイードの声明 

　シカゴ・クラブの古い文献の中から、1962年１月２日に整理したと思われるシルベスター・

シールのフォルダーを発見しました。その中に1929年にフレデリック・トゥイードが書いた

声明文が収録されていますので、その全文を翻訳してご紹介します。

 

　1906の始めごろ、私が作りたいと思っている空気弁の特許をとるために、発明家であるエ

バレット・アレンに資金提供をしました。当時の私の弁理士は、イリノイ州シカゴのマーケッ

トビル1410に住んでいたドナルド・M カーターでした。アレンと私はこれらの発明や特許出

願について、ドナルド・カーターに相談をしました。

　当時、クラブに弁理士がいなかったので、1906年４月にドナルド・カーターにロータリー

クラブの会員になる気はないかと尋ねました。彼はその申し出に関心を持ったようだったので、

私はシカゴ・クラブの定款と細則の写しを見せました。

　当時の定款にはクラブの目的が次のように規定されていました。

　第２条 目的 目的は以下の通りである。

　　第一節 会員の事業上の利益の促進 

　　第二節 通常、社交クラブに付随する親睦とその他必要と思われる事項の促進 

　ドナルド・カーターはこの定款に目を通して、「入る気はありません。その種のクラブは、会

員以外の人々に何らか利益をもたらすことを考えるべきであって、市民に対する何らかの奉仕

をする必要があります。」と答えました。

　そこで私は、「それならばぜひクラブに入会して、あなたが考えているように定款を変えてく

ださい。」と、彼に言いました。

　この提案は好意的なものでしたので、ドナルド・カーターは、「分かりました。あなたの言う

とおりにしましょう。」と答えました。

　この話し合いの結果、彼は1906年５月にロータリークラブに入会しました。ドナルド・カー

ターは、定款に追加すべきことを考えて、その条文を書き上げ、私たちはその内容について議

論しました。そして、この条文を次の通りに作りました。

　第三節 シカゴ市の最大の利益を促進し、忠誠心を市民の間に広げること。

　ドナルド・カーターは定款を改正する方法を考え、第２条にこの条文を加えることによって

定款を改正するように、クラブに提案しました。

　彼の動議によって定款改正が提案されたとき、ドナルド・カーターは、「全く利己的な組織は

生き残ることができません。ロータリークラブとして生き残りかつ発展することを望むのなら

ば、私たちの存在を正当化する何かをしなければなりません。私たちは何らかの市民に対する
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奉仕をしなければなりません。この改正は市民に対する奉仕が可能なシカゴの組織になるよう

に、シカゴ・ロータリークラブの目的を拡大するためです。忠誠心を市民に広げて、シカゴ市

の利益のために何かをすべきです。」と述べました。ドナルド・カーターは定款改正を支持して、

極めて熱心かつ誠意を持ったスピーチをしました。

　クラブはそれを採択し、定款と細則が印刷されました。

　この定款の下で早速行われた事業が、市役所と図書館のビルの公衆便所設置活動でした。こ

の公衆便所の発想は、私がドナルド・カーターに提案したものです。そして、私たちには、そ

れについて何回も話し合いを持ちました。彼はそれをクラブに提案して、公衆便所委員会が設

けられ、結果的に委員長に就任しました。市の役人とこの件について話し合い、役人が乗り気

であることがわかったので、多くの団体がグレート・ノーザンホテルで開催されたシカゴ・ク

ラブの会合に呼ばれ、この例会で動議が採択されました。ドナルド・カーターとシカゴ・クラ

ブの活動の結果、市によって、市役所と図書館ビルに公衆便所が建設されました。

フレデリック・トゥイード

　フレデリック・トゥイードと私は、以上の声明を読み上げた結果、正しい事実に基づいた声

明文であることを確認します。

ドナルド・M カーター

 

　鋳物業であるフレデリック・トゥイードが、特許弁理士であるドナルド・カーターにシカゴ・

クラブへの入会を勧めました。当時盛んに行われていた物質的相互扶助の特典を説明して入会

を促したところ、クラブは対社会的奉仕活動をすべきだという理由で入会を断ります。その考

え方に共感したトゥイードは、入会して内部から改革を実現するように説得して、カーターは

これに同意してシカゴ・クラブに入会します。

　そしてこの年の12月に定款を改正して、第三節に「シカゴ市の最大の利益を促進し、忠誠心

を市民の間に広げること。」という条文が加わります。

　この間の経緯がフレデリック・トゥイードの言葉で語られている重要な一次資料です。

　この文章を読んで始めて知ったことは、シカゴ・クラブが行った公衆便所設置運動が、フレ

デリック・トゥイードとドナルド・カーターの発案であったということです。従来までの定説

では、オーレン・アーノルドが書いた Golden Strand の以下の記述に基づいて、ポール・ハ

リスの発案だとされてきました。

　「ポールは、偶然、シカゴ商工会の会合に出席しました。ループ地区における通行人のための

快適な公共設備がないという議論があったので、そのアイディアをクラブに持ち帰りました。

　ここには、我々のエネルギーを傾注すべき市民のニーズがある。我々は、価値ある奉仕の手

助けができる。彼がそう述べたので、みんなは驚きました。ある者はにやりと笑って、その考

えを撤回させることを考えました。ポールは、彼が真剣であり、そのようなプロジェクトが彼

らの威厳の価値を高めることになると強く主張しました。」
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　Golden Strandは 1966年に書かれた文献であって、伝聞に基づいた記載が多く、フランク・

コリンスの例をあげて、事実と異なる記述が多いことをたびたび指摘してきましたが、この声

明文から公衆便所設置運動の発案と実施の功労者はポール・ハリスではなく、フレデリック・トゥ

イードとドナルド・カーターであったことが推察されます。

 （RI2680地区 田中毅PDG　訳） 
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決議 23－ 34　原文決議 23－ 34　原文

　[決議 23－34］の原文には、［綱領に基づく諸活動に関する

ロータリーの方針］というサブ・タイトルがつけられ、ロータリー

運動全般にわたって、奉仕の実践をめぐる、個人奉仕か団体奉

仕かに対する長い間の論争に終止符を打つものであると同時に、

RIとクラブとロータリアンの機能を明確化し、ロータリアンと

クラブが行うロータリーの諸活動に関する根源的な指針となる

ものでもあります。なお、ロータリーの綱領がロータリアン自

身に対する目標設定であるのに対して、この決議は主にロータリークラブを対象としています。

　　　　　　　　　　　　　　　決議 23－34　　 

［綱領に基づく諸活動に関するロータリーの方針］
　国際ロータリー並びにロータリークラブの未来の指針として綱領に基づく諸活動に関す

るロータリーの方針を明確に表わすものとして改めて是認する件。

　RI第14回国際大会が召集され、次のことがRIによって決定された。即ち、以下に掲げる

諸原則は、ロータリアン及びロータリークラブの指針として、また、綱領に基づく諸活動

に関するロータリーの方針を明確に表わすものとして適切であり、また管理に役立つもの

であることを認め、これを採用するものである。

１　 ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求と義務およ

びこれに伴う他人のために奉仕したいという感情とのあいだに常に存在する矛盾を和ら

げようとするものである。この哲学は奉仕 ―「超我の奉仕」― の哲学であり、「最もよ

く奉仕する者、最も多く報いられる」という実践理論の原則に基づくものである。

２　 本来ロータリークラブは、秘密の誓約とか教理信条といったものは一切無く、それぞ

れのロータリアンが独自の方法で、事業人及び専門職業人の代表として、ロータリーの

奉仕の哲学を受け入れ、次の四つのことを実行することを目指している人々の集まりで

ある：先ず第一に、奉仕の理論が職業及び人生における成功と幸福の真の基礎であるこ

とをクラブとして学ぶこと；第二に、自分たちの間においても、また地域社会に対しても、

その実際例をクラブで示すこと；第三に、各人が個人としてこの理論をそれぞれの職業

及び日常生活において実践に移すこと；そして第四は、個人として、またクラブとして

も大いにこの教えを説き、その実例を示すことによって、ロータリアンだけでなく、ロー

タリアン以外の人々のすべてが、理論的にも実践的にも、これを受け入れるように励ま

すこと。
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３　国際ロータリーは次の目的のために存在する団体である。

　　（1） ロータリーの奉仕の理想の擁護、育成および全世界への普及。

　　（2） ロータリークラブの設立、激励、援助および運営の管理。

　　（3）   一種の情報交換所として、各クラブの問題を研究し、また強制でなく有益な助言

を与えることによって各クラブの運営方法の標準化を図り、綱領に基づく諸活動

についても、既に広く多くのクラブによってその価値が実証されており、国際ロー

タリーの定款に掲げられているロータリーの綱領の趣旨にかない、これを乱す恐

れのない綱領に基づく諸活動のみによって、その標準化を図ること。

４　 奉仕するものは行動しなければならない。従って、ロータリーとは単なる心構えのこ

とを言うのではなく、また、ロータリーの哲学も単に主観的なものであってはならず、

それを客観的な行動に表さなければならない。そして、ロータリアン個人もロータリー

クラブも、奉仕の理論を実践に移さなければならない。

５　 各ロータリークラブはクラブとして関心があり、またその地域社会に適した綱領に基

づく諸活動を自主的に選ぶことについては絶対的な権利をもっている。しかし、いかな

るクラブも、ロータリーの綱領を無視したり、ロータリークラブ結成の本来の目的を危

うくすることのない綱領に基づく諸活動を行うべきである。そして国際ロータリーは、

一般的な奉仕活動を研究し、標準化し推進し、これに関する有益な示唆を与えることは

あっても、しかし、どんなクラブのいかなる綱領に基づく諸活動も、それを命じたり禁

じたりすることは絶対にしてはならないものとする。

６　 個々のロータリークラブの綱領に基づく諸活動の選択を律する規定は別に設けられて

いないが、これに関する指針として以下の準則が推奨されている。

　　（1）  ロータリーの会員の数には限りがあるので、ロータリークラブは、市民全体の積

極的な支持なくしては成功し得ないような広範囲の市民としてふさわしい奉仕活

動は、ほかに地域社会全体のために発言し、行動する適切な市民団体などの存在

しない土地の場合に限り、これを行うこととすべきであり、商工会議所のある土

地では、ロータリークラブはその仕事の邪魔をしたり、横取りをしたりすること

のないようにしなければならない。しかし、ロータリアンとしては、奉仕を誓い、

その理念の教えを受けた個人として、その土地の商工会議所の会員となって活躍

すべきであり、またその土地の市民として、他の善良な市民と一緒に広くすべて

の市民としてふさわしい事業に関与し、その能力の許す限り、金銭や仕事のうえ

でその分を果たすべきである。

　　（2）  一般的に言って、ロータリークラブは、どんな立派な事業であっても、クラブが

その遂行に対する責任の全部または一部を負う用意と意思のない限り、その後援

をしてはならない。

　　（3）  ロータリークラブが奉仕活動を選ぶ場合に、その奉仕を行うことによって宣伝し
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ようとか名声を得ようとかを求めるのではなく、ただ奉仕する機会を求めるべき

である。

　　（4）  ロータリークラブは、仕事の重複を避けるようにする必要があり、総じて、他に

機関があり、それによって既に立派に行われている事業に乗り出すようなことを

してはならない。

　　（5）  ロータリークラブの奉仕活動は、なるべく現存の機関に協力する形で行うことが

望ましいが、現存機関の設備や能力が目的の遂行に不十分である場合には、必要

に応じ、新たに機関を設けることにしても差し支えない。ロータリークラブとし

ては、新たに重複した機関をつくるよりも、現存の機関を活用することのほうが

望ましい。

　　（6）  ロータリークラブはそのすべての活動において、宣伝者として優れた働きをし、

多大の成功を収めている。ロータリークラブは地域社会に存在する問題を見つけ

出すことはしても、それがその地域社会全体の責任にかかわるものである場合に

は、単独でそれに手を下すようなことはしないで、他の人々にその解決の必要を

悟らせる努力をし、地域社会全体にその責任を自覚させて、この仕事がロータリー

だけの責任にならないで、本来その責任のある地域社会全体の仕事になるように

している。また、ロータリーは、事業を始めたり、指導したりするが、一方、当

然それに関心をもっていると考えられる他のすべての団体の協力を得るよう努力

すべきであり、そして、当然ロータリークラブに帰すべき功績であっても、それ

に対する自分のほうの力を最小限度に評価して、そのすべてを協力者の手柄にす

るようにしなければならない。

　　（7）  クラブがひと固まりとなって行動するだけで足りるような事業よりも、広くすべ

てのロータリアンが個々の力を動員するもののほうがロータリーの精神によりか

なっているといえる。それは、ロータリークラブでの綱領に基づく諸活動は、ロー

タリークラブの会員に奉仕の訓練を施すために考えられた、いわば研究室の実験

としてのみこれを見るべきであるからである。

　 
　セントルイス大会で決議された最初の［決議 23－34］は、その後幾つかの項目について部

分的に改正され、そのタイトルも［社会奉仕に関するロータリーの方針］と改正されて、現在

の形になっています。 （出典：ロータリーの源流　RI2680地区 田中毅PDG） 
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大連宣言採択大連宣言採択
第 70地区（日本）大会第 70地区（日本）大会

　1936年（昭和11年）２月23日ロータリー創立31周年を祝う各地のロータリークラブで例

年のとおり記念例会や家族会が開かれたが、その日から東京は大雪となった。

　その雪の降り積った２月26日の明けがた青年将校らに率られて、近衛師団の一部がクーデ

ターをくわだて首相官邸その他を襲撃し、内大臣斎藤実、蔵相高橋是清、陸軍教育総監渡辺錠

太郎を殺し、侍従長鈴木貫太郎を傷つけ、永田町一帯にたてこもった。

　政府は直ちに戒厳令をしき、27日早朝天皇から鎮圧の命令が下った。そして「兵に告ぐ、今

からでも遅くない、原隊へ帰れ」という放送がなされ、ビラがまかれて29日１発の弾丸も撃た

れず事態は収拾された。

　この報を聞いてまさに発送されんとしていた大会案内状を押えて善後策を講じ、地区年次大

会は中止または延期すべしという意見も出たが、ガバナー事務所の芝染太郎の来神を得て相談

の結果、規約どおり期日に開催を決行することになった。

　ただこの情勢のもと東久邇宮殿下、賀陽宮殿下のご臨席を願うべきかどうかということで会

長秋田信太郎らは上京して米山梅吉、森村市左衛門らと相談し、結局ご出席をお願いせずご案

内も遠慮することになった。

　この大会に国際ロータリーから会長代理として派遣されたマッカロー元会長 Crawford 

McCulloughは、シナ南部を旅行中天候不良のためついに上海で船を逸し大会に出られぬこと

となり、そのメッセージは米山梅吉が読むこととなり、勝山勝司による訳文が参会者に配布さ

れた。

　前年の京都の大会で始められた前夜懇談会は今度はあらかじめ各クラブに議題提出を求め、

オリエンタルホテルにおけるその会場も討論にふさわしく用意された。

　提案には「紀元2600年を期して国際大会を日本で開かれたし」「国際ロータリーの中央集権

制を緩和して地区分権制に改めること」、「アメリカのロータリークラブにおける東洋人差別待

遇問題」などがあったが、神戸クラブの直木太一郎が提出した「大連ロータリークラブのロー

タリーの宣言は日本文として適切にロータリー精神をあらわしているからこれを第70地区の宣

言にしたい。」がおりからのロータリーの日本化問題に関連して思わぬ波乱をまき起こしたので

あった。

　大連クラブのロータリーの宣言は次のとおりである。　

　第1．  須らく事業の人たるに先立ちて道義の人たるべし。蓋し事業の経営に全力を傾倒する

は因って世を益せんがためなり。ゆえに吾人は道義を無視していわゆる事業の成功を

獲んとする者に与せず。
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　第2．  成否を曰うに先立ち退いて義務を尽さむことを思い進んで奉仕を完うせんことを念う。

自らを利するに先立ちて他を益せむことを願う。最も能く奉仕する者、最も多く満た

さるべきことを吾人は疑わず。

　第3．  あるいは特殊の関係をもって機会を壟断しあるいは世人の潔しとせざるに乗じて巨利

を博す、これ吾人の最も忌むところなり、吾人の精神に反してその信条を紊るは利の

ため義を失うよりはなはだしきは無し。

　第4．  義をもって集まり、信をもって結び、切磋し琢磨し相扶け相益す。これ吾人団結の本

旨なり。しかれども党をもって厚くすることなく他をもって拒むことなく私をもって

党する者にあらざるなり。

　第5．  徒爾なる角逐と闘争とは世に行なわるべからず、協力もって博愛平等の理想を実現せ

ざるべからず、しかり吾が同志はこの大義を世界に敷かむがために活躍す。吾がロー

タリーの崇高なる使命ここに在り、その存在の意義またここに存す。

　これに対し米山梅吉は国際ロータリーにおいて厳粛に決定せられているロータリーの綱領は

一言一句の変更も許されぬものだと言ったが、京都の田辺隆二会長はそれは英文できめられて

いるもののことで、そのほかにその精神を日本文であらわすものがあってよい、また英文は誤

解をいだかれやすくそれも逐次訳でなければならぬこともないと反論し、神戸の黒瀬弘志もい

ずれにしてもロータリーはもっとよく咀嚼されねばならぬとその平素の持論を持ち出し、村田

前ガバナーもまたこの大連クラブの宣言を見出して推奨したのはほかならぬ自分であって、こ

れは立派なものだからこれを英訳してシカゴ本部へロータリーの綱領を改正するよう提案した

らどうか、と言ったので議論がふっとうし、どうなることかと思われたが、大阪の里見純吉は

この提案は綱領の変更ではなくそれを補充説明するものとして採用したいというものだと賛成

し、神戸の藤井松四郎がすかさずセコンドしたのでようやくおさまった。

　　注：大連宣言は今日では正規の決議案としては存在しないが、ロータリーの日本化運動を

物語るものとして、戦前の日本ロータリー史として記録保存されている。

（「ロータリー日本五十年史」より抜粋）
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奉仕こそわがつとめ奉仕こそわがつとめ
Service is my BusinessService is my Business

　1949-'50 年度RI会長パーシー・ホジソン Percy Hodgson によって書かれた職業奉仕の解

説書であり、過去のロータリー運動の中で取上げられた職業奉仕の具体的な事例を豊富に盛り

込んで、職業奉仕を実践するに当って、ロータリアンが取り組まなければならない課題を、項

目別に問題提起したものである。

　なお、パーシー・ホジソンは自分が会長を務める年度の奉仕理念を分かりやすく示すための方

法として、今日のRIテーマ Rotary International Themes の原型ともいうべきObjectives of 

Our Team for 1949-'50 を掲げ、その最初のテーマの中心となった言葉が［奉仕こそわがつと

め］Service is my Business である。

　　　　　　　　　　奉仕こそわがつとめ・・見出し抜粋　　 

第１章　クラリオンの呼び声
＊ 同一職種のロータリアンとロータリアンでない人々とが、どのようにして利益を分かち

合うべきか。

　［職業奉仕とは、ロータリアンがロータリーの職業奉仕を実践して得た利益をロータリ

アンでない他の人々と共に分かつこと、即ち一般の人々とロータリーの理想を共に分かつ

ことである］

第２章　職業を権威あらしめること
＊ 日頃の職業生活で奉仕の理想を実践している地域社会の人々が、世間から讃えられるよ

うになるためには、どうすればよいか。

　［ロータリー・モットー及びロータリーの綱領に示されているように、世の中で有用な

全ての職業の価値を認識し、職業倫理の向上によってその権威を高める］

第３章　敵を愛せよ
＊社会に対する共通の奉仕を推進するために、どのようにして同業者と協力するか。

　①同業者間の友情を培うこと

　②これらの友好関係が価格協定に繋がらないよう注意すること

　③商標名の模倣や競争業種からの従業員引き抜きを慎むこと

　④ 個人的な特別な関係のない限り、商売上での特別な便宜を友情の名を借りて依頼しな

いこと

　⑤競争者という言葉を忘れ、同業者として接すること
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第４章　現代のギルド
＊ 同業者の職業倫理基準を高揚するために、何ができるか。

　［ロータリークラブ創立に際して最も重要なことは、地域社会における全ての有用と

認められた職業の優れた代表を、会員として獲得しなければならないことである。同様

な考え方は、新会員を選考する場合にも当てはまる。ロータリアンはその事業を成功に

導かなければならない。ロータリアンは職業上の優れた技術者でなければならない。ロー

タリアンは疑いを差しはさむ余地のない人格者でなければならない。ロータリアンは技

術上、倫理上の高い水準を保持し、更にその水準を高めるように努力しなければならな

い。ロータリークラブこそ、将に優秀な芸術家の集合体であるともいえる］

第５章　誠意
＊職場の同僚の誠意をどのようにして高めるか。

　［人間相互の誠意は買手および売手間のすべての取引の本質的な要素である。競争者

が相互の誠意を信じれば、自然に友好的な協力関係が生まれる。雇主と従業員も、お互

いに誠意と尊敬に基づく信頼感があれば、仕事は最大の能率をあげることができる］

第６章　正直は失われつつあるか
＊買手への贈り物やチップの習慣に対して、どのように対処するか。

　［不公正な商習慣と知りつつ、その誘惑に負けてしまい勝ちだが、果たしてロータリ

アンは非ロータリアンよりも、その誘惑に負けることが少なかったかを、自問しなけれ

ばならない。あらゆる職業上の不公正な誘惑、即ち二重価格、抱き合せ販売、価格つり

上げ、闇カルテル、不良品の見逃しの機会など、多くの不正の機会が提供され、ついつ

いその誘惑に負けることが多い］

第７章　真実かどうか
＊商圏内の広告基準をどのようにして改善するか。

　① 広告の体裁や効果を高めることに主力を注ぎ、商売上重要な説明をおろそかにしては

いないか

　②写真や説明文は商品を客観的に説明しているか

　③ 科学的な証明とか、冷厳な事実とか、秘密値段といった

センセーショナルな文章が、実際の商品を粉飾するため

に用いられてはいないか

　④ 専門以外の名士の推薦の辞が、技術上の優秀さを示す正

直な証言といえるか

　⑤謝礼金を払って証言させた広告を用いてよいか

　⑥ 以前は十ドルの品とか百ドルの価値ある品というような比較の言葉が、値下げした商

品の値段を実際に下げたことを証明することになるであろうか

　⑦その広告を出すことに関係した者全部が、全社会に対する責任を充分自覚しているか
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第８章　人間関係の開拓者
＊買手と売手との関係を改善するために、どのような取り組みをしているか。

　① 何故・・人々は買うのか。価格や品質と共に顧客の欲求や夢を満たすことが重要な要

素である

　② 何を・・顧客は実際に求めるのか。顧客自身が選択し決定することを前提とした、正

確かつ充分な情報提供

　③如何に・・顧客の要求を満たすために如何に環境を整備したか。従業員の専門的訓練

　④ 例え、その職業が物品の販売でなくとも、これらの取り組みは職業人と顧客との関係

に応用することができる

第９章　心の通い路
＊ロータリーの目的を従業員に理解させるために、どのような努力をしているか。

　［従業員が不満をのべたときの対処法］

　① 従業員の話に耳を傾けて聴くこと。従業員が胸中思っていることを全て吐き出させた

とき、多くの問題は独りでに解決する。

　②雇用主の理論をふりかざして、議論しないこと

　③説教しないこと。説教は一方的な意見の押しつけととられ意思の疎通を妨げる

　④従業員がいわんとすることに注意を払い、それをはっきりいわせるよう助力すること

　⑤道徳的基準で推し量ったり、それを態度に示さないこと

　⑥自分の感情を差しはさまないこと

　⑦ 自分が従業員の言い分をどの程度理解できたかを自問し、同時に、ときおり、従業員

の見解を要約して、次に言わんとする処を引き出すこと

　⑧ このような会見で、雇主が示す態度は、従業員にその不満を残りなく話させるように

し、苦労を理解してやり、そして解決を見出す努力をすることである。

第10章　従業員に対する公正な扱い
＊従業員を公正に扱うために、どんなプランを練ったか。

　①生産に携わる人たちが、経営陣や管理職の人たちから公正な扱いを受けているか

　② 彼等の安全が保証され、且つ安全が保証されていることを感じとれる環境になってい

るか

　③彼等が情熱を傾けて仕事に励むように努力が払われているか

　④彼等の給料は適当な生活を保証するに足りるか

　⑤彼等は能力があれば昇進できることを自覚しているか

　⑥最高の刺激、創造的活動が喚起できる環境が備わっているか

　⑦彼等が人間の尊厳を高める感覚を持ってその仕事を行えるか

　⑧ 彼等が仕事を通じて、役割の重要性、責任感、地域社会に対する責任を感じとれる仕

組になっているか
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　⑨彼等は自分の任務を遂行することが、人間の尊厳に繋がることを理解しているか

第11章　ロボットか、人間か
＊職人魂を引き出すために、雇主はどんな方法を講じたか。

　①お互いが同輩から尊厳を受ける職場環境にあるか

　②物質的にも恵まれ、経済的に安定しているか

　③自己の業務に対して責任ある立場にあるか

　④自分に当てがわれている仕事が、事業の発展と知識吸収に役立つか

　⑤自分の職業が生計を保全する基礎になっているか

第12章　職場における将来のマン・パワー
＊職場において、若い従業員とのコミュニケーションが円滑におこなわれているか。

第13章　協調の礎石
＊ 労働組合の幹部をロータリークラブの会員に迎える可能性について、検討したとがある

か。

　① 従業員が求めるもの・・公正な給料、業務上の安全の保証、業務上の刺激、やりがい

のある業務、業務能力の認識、経営参加

　② 雇主が求めるもの・・仕事量に見合った公正な給料、雇用主に対する忠実と好意、生

産量の増加、経営の主導権保持と計画立案、投資に対する公正な配当

第14章　ロータリークラブの運営
＊どのような職業奉仕のプロジェクトが、クラブ会員の職場にふさわしいかを検討したか。

（出典：ロータリーの源流　RI2680地区 田中毅PDG）
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職業奉仕とは何ですか ?職業奉仕とは何ですか ?

　「The Rotarian」誌の1967年２月号から1973年12月号まで、「INSIDE ROTARY」とい

うコラムが連載されました。著者については記載がありませんが、毎号のコラムの最後にはRI

公式文献の紹介と注文先が記載されていることから、「The Rotarian」誌の編集者か事務総長

が書いたものと想像されます。

　その1972年９月号に「職業奉仕とは何ですか」という文章が掲載されています。この一節

を前原勝樹パストガバナーが「職業奉仕・四つの反省」という表題で翻訳されています。

　今回、その原文を入手しましたので、その全文をご紹介します。なお「職業奉仕・四つの反省」

というタイトルは前原パストガバナーがお付けになられたもので、原文には表題はなく、「職業

奉仕とは何ですか？」という文章で始まっています。

　職業奉仕とは何ですか？

　簡単に定義すれば、あなたの職業を通じて他人を助けることです。

　最初のロータリークラブを創立するに当たって、ポール・ハリスと彼の友人たちは、異なっ

た職業の気の合った仲間が定期的に集まって、アイディアを交換しながら友情を育み、仲間同

士が助け合うことを考えました。

　職業奉仕とは、職業分類に基づいた会員制度という、まさしくロータリーの原点とも言える

原則に基づいたものなのです。職業の代表者として、各会員はロータリーの職業上の技能、特

に自らの事業活動をロータリアンでない人に分け与えることが義務付けられています。

　奉仕クラブを作ることを考えている地域社会のある指導者は「職業分類の原則と職業奉仕に

関する考え方が、他のクラブとは違うので、挑戦してみたくなりました。私は、ロータリーク

ラブを作ることに賛成します。」と、拡大のためのガバナー特別代表に自分の考えを述べました。

　職業奉仕はすべての職業人、すなわち従業員、同業者、顧客、供給者相互関係の基本的な要

素です。職業奉仕を真摯に学ぶロータリアンは、奉仕こそ自分のつとめであると信じています。

ユニークなロータリアンの素晴らしい計画は、あなた方ロータリアンの重大な責務なのです。

　あなたはあなたのクラブにおける職業を代表しています。あなたは他の奉仕分野については

すべての会員と義務を共有していますが、あなただけがあなたの事業とクラブにおける職業奉

仕の責任を負っているのです。

　ロータリーに入ったからには、あなたは最も高い倫理基準を掲げ、様々な取り引きにおいて、

その倫理基準を守るように心がけなければなりません。
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顧客に対する対応
　あなたが提供できる最良の品質、最高の技術を提供していますか？

　あなたは、礼儀正しく、正直ですか ？

従業員に対する対応
　満足する報酬を与えていますか？

　安全で快適な職場を提供していますか？

　従業員との紛争に公正に対処していますか？

　忠誠、正直、好意の手本を示していますか？

同業者に対する対応
　彼らに対して公正な態度で接していますか？

　誠実さを感じとれる行動をしていますか？

　業界において共に手を携えて、職業倫理の高揚に努めていますか？

納入業者に対する対応
　公正で友好的な関係ですか？

　口約束であっても正式な約束として守りますか？ 

　職業奉仕とは、会員になったあらゆるロータリアンに課せられた個人的な義務です。ロータ

リークラブは、新会員が入会した時だけではなく、その後もずっと、この義務を強調しなけれ

ばなりません。そして、クラブは、義務を果たしているかどうかを各会員に尋ねる権利と義務

を持っているのです。

　職業奉仕は難しすぎますか？

　宗教の分野や心理学や職業倫理や法律だと感じるような微妙な領域に触れることだと言う

ロータリアンもいます。しかしながら、職業奉仕は個人の宗教や倫理的な原則の代わりをする

ものではなく、事業における倫理を適用する方法を提供するものなのです。

「The Rotarian」1972年９月号

（RI2680地区　田中毅PDG 訳）
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職業奉仕採点表職業奉仕採点表

　1960年代のRIの資料から当時使用された職業奉仕採点表を発見し翻訳しました。現在にも

通用する立派な採点表です。クラブで実施されてはいかがですか。

　　　　　　　　　　　 　　職 業 奉 仕 採 点 表　　 

　これは、あなたがどのように職業奉仕の義務を遂行しているかを、自分で測定する採点

表です。ここに示す20の項目を検討して、あなたの成績を０点から５点までのいずれに該

当するかを採点して下さい。

  1． 私はロータリアンになったために、職業を通じて社会に奉仕する機会が増えた。

  2． 私は公正な利潤を得るために公正な価格を設定する。

  3． 私は社会が必要とする商品又はサービスのみを販売する。

  4． 私は親切丁寧を事業の原則にしている。

  5． 私はそれがたとえ商習慣であっても、一切の賄賂は認めない。

  6． 私は同業者とも友好関係を保ち共通のサービス向上に協力する。

  7． 私は若い人達が高い職業基準を理解して実行するよう指導する。

  8． 私の広告は商品を偽りなく表示する。

  9． 私は同業者組合において、倫理的取引規約の実践に積極的に協力する。

10． 私は従業員の提案を奨励する。

11． 私は従業員に公正な昇進の機会を与える。

12． 私は従業員の過失に対して、自分にも責任があるときは快くそれを認める。

13． 私は職業奉仕をより良く理解するため「奉仕こそわがつとめ」を読んだ。

14． 私はロータリーの奉仕の理想を職場に生かす手段として「四つのテスト」を活用する。

15． 私は自分の仕事の中でも可能な限り他人を援助する。

16． 私は請求書の支払を速かに行う。

17． 私は弁償、苦情、紛争に関して相手方の権利を尊重する。

18． 私は従業員に公正な賃金を支払う。

19． 私は支出の記載、保険の給付、課税の申告、その他の帳票を偽りなく作製する。

20． 私の行動によってロータリーは正しく評価されると思う。

（出典：ロータリーの源流　RI2680地区 田中毅PDG）
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職業奉仕に関する声明職業奉仕に関する声明
Statement on Vocational ServiceStatement on Vocational Service

　1987年、RI 理事会は次のような［職業奉仕に関する声明］を採択しました。

　　　　　　　　　　　　　職業奉仕に関する声明　　 

　職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、 奉仕の理想を生かしていくことをロータリー

が育成、支援する方法である。

　職業奉仕の理想に本来込められているものは次のものである。

　１）  あらゆる職業において最も高度の道徳的水準を守り、推進すること。その中には、

雇主、従業員、同僚への誠実、忠実さ、また、この人達や同業者、一般の人々、職

業上の知己すべてへの公正な取り扱いも含まれる；

　２）  自己の職業またはロータリアンの携わる職業のみならず、あらゆる有用な職業の社

会に対する価値を認めること；

　３）  自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てること。

　職業奉仕は、ロータリークラブとクラブ会員両方の責務である。クラブの役割は、たび

たび職業奉仕を実践してみせることによって、また、クラブ自身の行動に職業奉仕を生か

すことによって、模範となる実例を示すことによって、さらに、クラブ会員が自己の職業

上の手腕を発揮できるようなプロジェクトを開発することによって、目標を実践、奨励す

ることである。クラブ会員の役割は、ロータリーの原則に沿って、自らと自分の職業を律し、

併せてクラブが開発したプロジェクトに応えることである。 （1987年RI 理事会）

　 
職業奉仕に関する声明は、2014年１月理事会で修正された。

（参照：職業奉仕に関する基本理念）

　2013年RI 規定審議会における決議案 13-157「ロータリーの目的の第 2項を職業奉仕の

指導原理として採択することを奨励する」の採択に対応し、2014年 1月会のRI 理事会で『職

業奉仕に関する声明』は修正された。
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ロータリアンの職業宣言ロータリアンの職業宣言
Declaration for Rotarians in Businesses and ProfessionsDeclaration for Rotarians in Businesses and Professions

　1989年規定審議会は次の職業宣言を採択した。

　　　　　　　　　　　　　 　職　業　宣　言　　 

　事業または専門職務に携わるロータリアンとして、私には以下のごとく行動することが

求められている。

　１） 職業は奉仕の一つの機会であると考えること。

　２）  職業の倫理的規範、国の法律、地域社会の道徳基準に対し、名実ともに忠実であるこ

と。

　３）  職業の品位を保ち、自ら選んだ職業において、最高度の倫理基準を推進するために

全力を尽くすこと。

　４）  雇主、従業員、同僚、同業者、顧客、公衆、その他事業または専門職務上関係を持

つすべての人々に対し、公正であること。

　５）  社会に役立つすべての仕事に対し、それに伴う名誉を認め、敬意を表すること。

　６）  自己の職業上の才能を捧げて、青少年に機会を開き、他者の特別なニーズに応え、

地域社会の生活の質を高めること。

　７）  広告に際して、また自己の事業または専門職務について人々に伝える際には、正直

を貫くこと。

　８）  事業または専門職務上の関係において、普通には得られない便宜ないし特典を、同

僚ロータリアンに求めたり、与えたりしないこと（89-148）。

　 
　2004年規定審議会は、この宣言をさらに支持するため、すべてのロータリアンが、事業と

専門職の倫理に対するロータリーの献身を体現するような生き方を引き続き助長し、また、21

世紀を迎え、奉仕の２世紀目に移行するにあたり、ロータリークラブが、高度な道徳的水準を

実践している人を惹きつけ、探し出してきたこれまでの優れた実績を土台に発展していくとい

う決議案を採択した（04-290）。

　RI理事会は、地域社会のリーダー、退職した人、現在専門職や仕事に従事していない人が含

まれている、現在のロータリークラブの会員に関する規定の変更に注目し、ロータリーブラン

ドを強化するために1983年制定された『ロータリアンの職業宣言』を修正して、新たに『ロー

タリー行動規範』を創設した。
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決議 92－ 286および関連RI 理事会決議決議 92－ 286および関連RI 理事会決議

　［決議 23－34］を補足し、クラブや地区が社会奉仕活動を実践する際の手続きを定めたも

のが、1963年に発表された［社会奉仕活動への参加］です。

　　　　　　　　　　　 　〈 社会奉仕活動への参加 〉　　 

　地域社会のニーズに対して、政府および民間の諸団体が活動しているが、しかし、ロー

タリークラブやロータリアンが地元地域社会において効果的かつ重複しない奉仕を引き受

ける各種やりがいのある機会が依然として存在する。効果的な社会奉仕をする基礎として、

ロータリークラブ会長は、人間尊重、地域発展、環境保全、協同奉仕、の社会奉仕小委員

会の委員を務めるロータリアンを任命するよう奨励されている。この小委員会は、次のこ

とを行うよう要請されている。

　１）  地元内のそれぞれの地域の特定の相対的状況を総合

的に調査、分析し、地域社会のニーズを確認する。

　２）  地域社会のニーズを見いだすために個人的、また職

業上の立場を生かしてクラブの区域内を探り、社会

奉仕委員会の調査、分析を補足、強化するよう個々

のクラブ会員に勧める。

　３）  他の地域団体との会合を、所定の方針に合致して行

うことができる場合、そのような会合を開き、話し合いと意見の交換をする。

　４）  地域社会のニーズに積極的に関心を示し、これに精通していることを会員候補者選

考の一要素に含める。

　RI理事会は、クラブに対して、財政的貢献ばかりでなく、「実際に汗を流すような」社

会奉仕プロジェクトを開始、推進することを奨励してきた。

　ロータリークラブおよびロータリアンは、地域社会のニーズに応えるため、「奉仕の機

会に関する項目」における優先分野のプロジェクトに取りかかることができる。

（1964年１月理事会会合、決定148号）

　 

　決議41－８によって現在有効な決議と認定されているのにもかかわらず、1984年版の手続

要覧から突如として［決議23－34］が削除され、更に再三にわたって、［決議23－34］の撤

廃ないしは改正しようとする提案が規定審議会に提出されました。改正しようとする提案の多

くは、社会奉仕における団体奉仕の枠を拡大しようとするものであり、激しい討論の末、
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1986年および1989年の規定審議会において、何れも否決されました。

　［決議23－34］は単に社会奉仕の枠組みのみを定めた規約ではありません。既に述べた通り、

ロータリーの哲学、ロータリークラブとRIとの定義とそれぞれの役割、奉仕の実践に関する詳

細を定めた基本的なドキュメントなのです。ロータリーの哲学に基づいた奉仕の実践の基本姿

勢の確認であり、この枠を無制限に拡大したり撤廃することは、単に社会奉仕のみならず、ロー

タリー運動そのものを揺るがすことになり兼ねません。

　多様化する社会的、国際的ニーズに対応するために、効率よく大規模プロジェクトを完遂し

ようとすれば、ロータリアン個々の自覚を促して、動きだすのを待つよりも、RIや地区やロー

タリークラブがイニシアティブをとって、集団的かつ金銭的に奉仕活動をする方が手っとり早

いかも知れません。しかし、それを敢えて否定してきたところに、ロータリーが他の奉仕クラ

ブと一線を画する特徴があったはずです。

　仮にロータリアン個人を一丁の鉄砲と仮定し、百丁の鉄砲が一門の大砲と同じ効果を現わす

と仮定しましょう。百名のクラブで、ロータリアンが個人レベルで奉仕活動をしても百丁の鉄

砲を散発しているに過ぎなく、その効果は薄いと考えて、クラブでまとめて団体奉仕をしたと

しても、それは所詮、一門の大砲の力を発揮するに過ぎません。もし、会員一人一人が職場や

地域社会に働きかけて、百丁の鉄砲即ち一門の大砲の力を引き出せば、百丁の鉄砲は百門の大

砲に成長することになります。百丁の鉄砲を一門の大砲にするのではなく、百丁の鉄砲を百門

の大砲にすることが、ロータリーの奉仕活動であり、［決議 23－34］の言わんとするところ

でもあるのです。

　なお、この規定審議会において、［決議 23－34］の廃止は、ロータリー哲学の根幹を揺る

がすものとして、断固、存続を主張したのは日本と韓国のロータリアンであり、それ以外のア

ジアや南・北アメリカやヨーロッパのロータリアンの中には、この決議23－34が現在有効で

あることはもちろん、その存在すら知らない人が、大多数を占めているのが現実の姿なのです。

　1988年、RI理事会は［決議 23－34］を残す代償として、［地区とロータリークラブの他団

体との協力］を決議し、［ロータリーの理想と目的］に合致すればクラブや地区が他の団体と共

同で事業をしてもよいという決定をしました。地区をクラブと共に奉仕活動の実践母体に位置

づけたことは、明らかに［決議 23－34］に抵触するドキュメントと言えましょう。

　［ロータリーの理想と目的］に合致する団体とは、ロータリーが提唱して設立したローターア

クトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー村落共同隊を指すものであり、1992年に採

択される［決議92－286］の伏線となるものです。
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　　　　　　 　〈 地区とロータリークラブの他団体との協力 〉　　 

　地区とロータリークラブは、次のことを定めたプロジェクトと活動において、他団体を

支援し、他団体と協力することができる。

  1． ロータリーの理想と目的に沿って着手すること。

  2． 関係クラブまたは地区内の会員がこの協力活動を承認していること。

  3．  活動の継続期間中クラブ会長または地区ガバナーの任命したロータリー委員会が直

接協力し、責任を負うこと。毎年精査すること。

  4．  独立した組織体としてのクラブまたは地区の自主性を保持すること。

  5．  ロータリーとその奉仕活動を一般の人々に知らせるために協力という性格の範囲内

で、クラブまたは地区が適切な形で認められること。

  6．  クラブまたは地区と協力団体とが合同プロジェクトの性格を一般の人々に伝達する

という共同責任を負うこと。

  7．  クラブまたは地区は、合同プロジェクト参加に当って継続的義務を引き受けないこ

と。

  8．  クラブまたは地区は、他団体への継続的財政義務を引き受けないで、地区内ロータ

リークラブに対して、地区大会その他の適切な手段により、このようなプロジェクト

または活動への継続的支援を検討し、決定を下せるような機会を提供すること。

  9．  クラブまたは地区は、協力団体のメンバーにならないこと。

10．  クラブと地区は、他団体にクラブ名簿またはロータリアン名簿を提供したり他団体に

資料を配付したりしないこと。ただし、ロータリー・プログラムのためになるような

具体的目的（募金を含まない）のある場合を除く。 （1988年RI理事会）

　 

　1992年の規定審議会で、社会奉仕に関する新声明として［決議92－286］が採択されました。

これは、［決議23－34 ］と共に使用されるという但し書きがついてはいるものの、個人奉仕

と共にクラブの団体奉仕を推奨し、更にRIが積極的に奉仕の実践例を提案することが明記され

ています。RIの権限を強め、ロータリー運動を、徐々にではあるが、団体奉仕が可能な方向に

軌道修正しつつあることが伺われます。1988年の［地区とロータリークラブの他団体との協力］

では、［ロータリーの理想と目的］に合致するという玉虫色の表現であった団体をローターアク

トクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー村落共同隊と特定し、緊密に協力することが要

請されています。

　なお、［決議 23－34］と［決議92－286］との大きな違いは、前者がロータリーの奉仕の

実践全般に対する指針であるのに対して、後者は社会奉仕の実践のみに限定された指針に過ぎ

ないことです。
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　　　　　　　　　　      　　〈 決議 92－286 〉　　 

　決議23－34、26－6、36－15、64－43、66－49と共に以下の声明を使うことを国

際ロータリーは決議する。

社会奉仕に関する声明 
　ロータリーの社会奉仕とは、ロータリアン一人ひとりの個人生活、事業生活、社会生活

に奉仕の理想を適用することである。

　奉仕の理想の実現を図るに当たって、ロータリークラブの開発した各種活動が、会員の

奉仕活動に意義ある機会を与えてきた。ロータリアンの指針として、また、社会奉仕活動

に関するロータリーの方針を明確にするために、次の原則が認められている。

　社会奉仕は、ロータリアン一人ひとりが「超我の奉仕」を実証する機会である。地域に

住む人々の生活の質を高め、公共のために奉仕することは、各ロータリアンとロータリー

クラブにとって献身に値することであり、社会的責務でもある。

　この精神において、各クラブに対し次のように勧奨する。

  1．  地域社会内の奉仕の機会を定期的に検討し、各クラブ会員に地域ニーズを評価させる

こと。

  2．  社会奉仕プロジェクトを実施するに当たっては、会員のたぐいまれな職業上の能力や

趣味の力を生かすこと。

  3．  どのようにささやかであっても、あらゆる社会奉仕活動が重要であると認識したうえで、

地域ニーズを汲み、地域内のクラブの立場や力量を勘案してプロジェクトを始めること。

  4．  各種社会奉仕活動を調整するために、ロータリークラブが提唱するインターアクトク

ラブ、ローターアクトクラブ、ロータリー村落共同隊、その他のグループと緊密に協

力すること。

  5．  国際レベルのロータリー・プログラムと活動を通じて社会奉仕プロジェクトを高める

機会を見極めること。

  6．  望ましく、また、実施できるなら、必要とされる資金や人材などの提供を含め、地域

社会そのものに社会奉仕プロジェクトを実行させること。

  7．  社会奉仕の目標を達成するために、RIの方針に沿って他団体と協力すること。

  8．  社会奉仕プロジェクトが一般社会の人々に十分認められるようにすること。

  9．  他の団体も一緒に社会奉仕活動に参加するように奨励する推進者としての役割を果

たすこと。

10．  もしそれが適当であるならば、地域団体、他の奉仕団体、その他に、継続中のプロジェ

クトを委譲すること。そうすれば、ロータリークラブは新プロジェクトに携わること

が可能となる。
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　国際ロータリーは、ロータリークラブの連合体として、社会奉仕のニーズや活動を伝え、

広め、かつロータリーの綱領を推進し、参加を望むロータリアンやロータリークラブの力

を結集すれば役立つと思われるプログラムやプロジェクトを時おり提案する責務を負って

いる。

趣旨および効果
　本提案は、1923年、1926年、1936年、1964年、1966年にRI国際大会で採択され

た声明とともに使う社会奉仕に関する新しい声明を採択しようとするものである。本提案

は、クラブに、いろいろな方法で社会奉仕に参加するよう奨励するものでありまた、国際

ロータリーの義務として、社会奉仕に関する情報を伝え、ロータリーの綱領を推進し、参

加を望むロータリアンやロータリークラブや地区の努力により役立つと思われるプログラ

ムやプロジェクトを時おり提案することを、正式に認めようとするものである。

（1992年RI理事会）

　 

　Community Service を社会奉仕の実践活動の具体例として捉えれば、光の当らない人たち

に光を当てる活動、即ち弱者救済の活動と言い換えることができます。RIには全世界のロータ

リークラブが加盟しています。従って、RIから発表される社会奉仕の活動指針は、その対象を

全世界に広げており、光の当らない人たちの定義が、必ずしも日本の現状と一致するとは限り

ません。［識字率の向上］とか［高校卒業の奨励］などのプロジェクトが、日本では馴染まない

所以はここにあるのです。

　政治、経済が安定して、社会基盤が整備されている日本では、飢餓、疾病、教育などの対策

は勿論のこと、前述の寝たきり老人や身体障害者、高齢者対策などの施策を、行政の責任とし

て取り組むことは、既に常識になっていますし、その他の必要とされる社会のニーズのほとん

ども、何らかの手が打たれ、規模の大小こそあれ、専門機関が設立されて活動しているのが現

状です。

　その一方で、現在の福祉水準では、まだまだ不十分だと言う要望も限りなくエスカレートし、

アメリカでは、スゥエーデンではと、より豊かな生活と手厚い社会保障をめざした議論も盛ん

です。社会のニーズを満たすために、ロータリアンによる社会奉仕活動は欠かすことができま

せん。しかし、世界の人々の現状からかけはなれた、更に高く豊かな生活を望む社会ニーズの

ために、ロータリーの社会奉仕活動が進められるとしたら、それは、豊かな経済力を盾にした

日本のロータリー運動の堕落を意味するような気がしてなりません。

　目を世界に転ずれば、日本の百分の一にも満たない経済力の下で、死に直面した飢餓と疾病

の中で、かろうじて生きて延びている大勢の人々がいます。生物に与えられた最低限の欲望で

ある［生］すら奪い去られようとしている現実を知るとき、これを［奉仕の機会］と捉えないロー
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タリアンはいないはずです。Community は単に地域社会のみを意味する言葉ではありません。

集団の最小単位である家庭も Community だし、国全体も Community です。更に、国家の

概念を取り去れば、地球全体が大きな Community と考えられます。地球全体をひとつの 

Community と考え、その場における奉仕活動のことを世界社会奉仕と呼んでいます。管理上

の便宜から、世界社会奉仕が国際奉仕部門に入っているものの、その活動の実態は社会奉仕そ

のものと言えます。豊かな国における21世紀の社会奉仕活動は、全て自国における活動を中止

し、世界社会奉仕に転じることが、自然な流れかも知れません。

　社会奉仕を弱者に対する Charity と考えることは大きな間違いです。途上国への食料援助の

例からも分かるように、そのニーズは極めて高く、更にその要望は量、質共に高められ、拡大

の一途を辿るのが通例です。一旦、援助を受けだすと自助努力が減少するために、援助の中断

によって想像以上の悲惨な結果を迎えることにもなります。飢えを救うという大義名分があっ

たとしても、ロータリーの社会奉仕や国際奉仕活動として、未来永劫に援助を続けることが果

して可能でしょうか。緊急非難的な援助も時には必要です。しかし、最も大切なことは、受益

者の立場に立って考えることであり、援助を受けた人の自助努力を支える活動でなければなり

ません。

　私たちが社会奉仕活動を実践する場合に留意しなければならないことは、その活動が地域社

会のニーズにかなった奉仕活動かどうかということです。私たちが一人よがりの思いつきや憶

測で援助するのではなく、本当に地域社会の人たちが必要としているプロジェクトであるかど

うかを見極める必要があります。元RI会長クリフ・ドクターマンは、そのニーズを探るためには、

自らがその地域社会に赴くことが必要だと語っています。

　元RI会長グレン・キンロスは、地域社会の既存団体に寄付するのではなく、自分たちの力で

プロジェクトを完成すべきであると語っています。クラブの年次報告を見ますと、何々協賛、何々

に援助という形で、１万か２万寄付しているクラブが多いようです。他の団体に寄付すること

でお茶を濁すのではなく、ロータリークラブが独自に地域社会のニーズに基づいたプロジェク

トを開発し、そのための資金調達を行い、完結型の奉仕活動の実践を行うことが必要です。

　狭義の地域社会だけでなく、その対象を地球全体に広げて、そのニーズを探ってください。

環境保全、途上国の人口爆発を抑えるための識字率向上、エイズ予防、飢餓・貧困対策など奉

仕の機会は無限に存在するはずです。

（出典：ロータリーの源流　RI2680地区 田中毅PDG） 
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「決議 23－ 34」に関連して使用されている声明「決議 23－ 34」に関連して使用されている声明
「決議 92－ 286」採決の経緯

（1992年 1月アナハイム規定審議会）

　1992年アナハイムにて開催された規定審議会には、我々日本のロータリアンが長い間精神

的支柱として遵守してきた決議23－34の存続か、撤廃か、の重要案件が提案されていたため、

審議会の結果が全ロータリアンの注目の的となっていた。

　現行の、「決議23－34」は、この時、採決以来70年を経過しようとしていた。この間の世

界情勢、社会情勢の移り変わりは目を見張るものがあり、当時の人の想像できない変革を来し

ている。ロータリーは一般社会並びに世界の変動に対応して、常に変革の用意がなければなら

ぬとは、ポール・ハリスの言葉を借りるまでもなく、ロータリ一の生きる当然の道である。時

代にそぐわなくなったことは、敢然と改める積極性と柔軟性こそ、ロータリーが今日まで発展

してきた重大要因である。３年に一度規定審議会を開催して、規約・規定の洗い直しをするロー

タリー独特の方式は、他に類例をみない優れた制度である。

　決議23－34は採決当時は、ロータリーの抱えた難問を解決するには、これに代わる規定は

見あたらない程に素晴らしい取り決めであり、その後もこの決議23－34の果たした効果と実

績は誰一人疑う者はない。然し、何としても採決後70年の年月を経過し、世界26カ国、クラ

ブ数1400強、会員数10万強、当時の先進国のみの国際ロータリーの規約が、1991年、世界

134カ国、クラブ数25,000、会員数113万に達し、後進開発途上国家が多数加盟してきた現在、

決議23－34をそのままの形で存続することは、奉仕の対象の変化、その他色々の面で問題が

生じてきていたことは当然である。

　この為、過去にも何回か決議23－34の修正が行われ、特に1986年のシカゴ規定審議会では、

この決議を完全撤廃し、これに代わる社会奉仕に関する新声明を採用しようと言う、決議案86

－203が提出されたため、決議23－34を信奉する日本ロータリアンから猛烈な撤廃反対の声

が上がった。この時はRIはポリオ・プラス・プログラムの賛同を得たいために、最終的にはこ

の提案を撤回したため難を免れたが、その後もRI理事会の撤回決意は変わらず、RI社会奉仕委

員会、定款・細則委員会にその研究検討を命じてきた。この両委員会の答申を受け、理事会は

完全撤廃方針を決議し、当時のシンガポール規定審議会（1988年）に理事会提案となったが、

千玄室理事の努力で、これを取り下げることに成功し、これに代わる社会奉仕に関する新声明

案が理事会に持ち出され、次年度の理事会にバトンタッチされた。

　1991年第１回の理事会（1991年７月メキシコ・クエルナバカ）において、翌年の規定審議

会に提案予定の「決議23－34の撤廃と新方針」の最終審議が改めて行われた際に、蔵並定男

理事は日本のパスト理事や多くのパストガバナー／規定審議会代表議員の強力な助言を背景に

決議23－34の日本ロータリーにおける重要性を説き、「日本が今日世界第２位のロータリー大
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国となったのも、偏にこの決議23－34を信奉しているからである。もしこの決議が撤廃され

れば、日本ロータリーとしては、重大な決意をせざるを得ないであろう。ロータリアン数の激

減を覚悟して対処する必要がある」という反対理由を説明した。これが理事会に受け入れられ、

決議23－34は撤廃せずに、23－34の原形を残し、その後の修正決議である、決議26－６、

36－15、51－９、66－49を撤廃して、決議23－34の原形と関連して使用される、「社会奉

仕に関する新声明」を、規定審議会に理事会提案として提出することになった。その後、如何

にして原形に戻された決議23－34と新声明との矛盾点を調節するかが間題となり、決議の原

形を残すという当初の決定を改め、現行の決議23－34をそのまま残し、これに関連して新声

明を採用することにして、規定審議会に提案することに、最終決議がなされた。

　新声明と現行決議23－34との矛盾点は避け得ないが、何としても決議23－34に謳われてい

る日本ロータリアンの精神的拠り所となっている、ロータリーの人生哲学、並びに実践倫理を

存続するためには、その他の細かい矛盾点の解決は、今後の検討に委ねるにして、完全撤廃を

避ける方針が確認されたのである。

　かくして完全撒廃の運命にあった決議23－34は、決議92－286を決議23－34と関連して

使用される新声明として理事会から提案、審議され、満場一致とも言える賛同を得て、決議23

－34と共に、26－6、36－15、64－43をも含めて存続する事となったのである。

（1992年３月号第2780地区ガバナー月信より抜粋）

　2007年11月のRI理事会において、ビル・サージェント元RI副会長およびエド・フタ事務総

長により、決議23－34が社会奉仕の理念ならびにRIとクラブの原理を正確に記すものではな

いという理由で、これをロータリー章典と手続要覧から削除する提案がなされた。当時の日本

からの理事（渡辺元理事、小沢元理事）の懸命な努力により、これを阻止し、2008年１月の

理事会において、今後の『手続要覧』の改訂版に、社会奉仕に関する1923年の声明を歴史的

文書として保存すること、および歴史的な価値を有するものとして手続要覧に記載されている

こと言及する文を、ロータリー章典に含めることが決定された。

　翌2009年１月の理事会で、手続要覧の白いページに1923年の声明の全文を含めるという修

正案が採択された。

　さらに、2010年１月のRI理事会で、ビチャイ・ラタクル元RI会長の要請により、その重要

性の鑑み、社会奉仕に関する1923年の声明を今後の『ロータリー章典』および『手続要覧』

に含めること、および以前のそれと反対の決定を無効にすることが決定された。

　そして、2010年４月開催のRI規定審議会において、日本からの提案（実質３地区からの共

同提案）により、決議23－34の第１項をそのままロータリーの奉仕理念の定義とする決議案

が上程され、ビチャイ・ラタクルRI元会長の賛成発言などもあり、圧倒的多数で可決された。

（賛成444：反対66） （編集委員会加筆）
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〈参考資料〉

2010年RI規定審議会
　採択決議案10－182

　「社会奉仕に関する1923年の声明」の第一項を、奉仕の哲学の定義として使用すること

を検討するようRI理事会に要請する件「決議23－34」は2007年のロータリー章典から

削除された。

　「社会奉仕に関する1923年の声明」の第1項には、次のように述べられている。

“ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求と義務および

これに伴う他人のために奉仕したいという感情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげよ

うとするものである。この哲学は奉仕－「超我の奉仕」の哲学であり、これは「最もよく

奉仕する者、最も多く報いられる」という実践的な倫理原則に基づいている”

　1923年、セントルイス大会で採択された決議23－34は、現在まで数回の修正が行われ、

現在の2007年の手続要覧には、「社会奉仕に関する1923年の声明」として掲載されてい

る。

　当初、この決議23－34は、「国際ロータリーならびにロータリークラブの未来の指針と

して綱領に基づく諸活動に関するロータリーの方針を明確に表した」ものとして採択され

た。しかし、時代の変遷に連れ、その内容の一部は、現在のロータリーの方針や、活動内

容にそぐわない部分が認められるのも事実である。しかし、この決議文の第1項は、私た

ちロータリアンにとって決して無駄な決議ではなく、この決議文は、永遠にロータリアン

の活動の哲学として残すべきものである。

　よって、国際ロータリーの決議により、国際ロータリー理事会は、第1項を、奉仕の哲

学の明確な定義として扱うことを検討するものとする。
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ロータリー章典（2017年6月）掲載

職業奉仕の基本理念
（Basic Principles of Vocational Service）

 ロータリー章典（2017年６月）

職業奉仕に関する声明　Statement on Vocational Service
（ロータリー章典8.030.1.）

　職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、「奉仕の理念」の実践をロータリーが培い、支援

する方法である。

　ロータリーの目的の第２項が、職業奉仕の根拠となっており、特に次の各項を奨励している：

　・職業上の高い倫理基準を保ち、

　・役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、

　・社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとすること；

　職業奉仕の理念に本来込められているものは次のものである。

　１）  雇主、従業員、同僚への誠実、忠実さ、また、この人たちや同業者、一般の人々、職業

上の知己すべてに対する公正な扱い。

　２） 自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てること。

　職業奉仕は、ロータリークラブとクラブ会員両方の責務である。クラブの役割は、頻繁に職

業奉仕を実践することによって、クラブ自身の行動に職業奉仕を応用することによって、模範

となる実例を示すことによって、また、クラブ会員が自己の職業上の手腕を発揮できるような

プロジェクトを開発することによって、目標を実践、奨励することである。クラブ会員の役割は、

ロータリーの原則に沿って自らの行いと事業と職業を律すること、また、クラブが開発したプ

ロジェクトに応えることである。（2014年１月理事会会合、決定88号）。

出典：1987年10～ 11月理事会会合、決定164号。

2014年１月理事会会合、決定88号により修正。

2001年６月理事会会合、決定352号により確認。

ロータリアンの行動規範　Rotarian Code of Conduct
（ロータリー章典8.030.2.）

　理事会は、地域社会のリーダー、退職した人、現在専門職や仕事に従事していない人が含ま

れている、現在のロータリークラブの会員に関する規定の変更に注目し、ロータリーブランド
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を強化するために1983年制定された『ロータリアンの職業宣言』を修正して、次の『ロータリー

行動規範』を創設した。

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
　１） すべての行動と活動において、高潔性と言う中核的価値観の模範を示すこと

　２） 職業の経験と才能をロータリーでの奉仕に生かすこと

　３）  高い倫理基準を奨励し、助長しながら、個人的活動および事業と専門職における活動の

すべてを倫理的に行うこと

　４） 他者との取引のすべてにおいて公正に努め、同じ人間として尊重の念を持って接すること

　５） 社会に役立つすべての仕事に対する認識と敬意の念を推進すること

　６）  若い人々に機会を開き、他者の特別なニーズに応え、地域社会の生活の質を高めるため

に、自らの職業的才能を捧げること

　７）  ロータリーおよびロータリアンから託される信頼を大切にし、ロータリーやロータリア

ンの評判を落としたり、不利になるようなことはしないこと

　８）  事業または専門職上の関係において、普通には得られないような便宜ないしは特典を同

輩ロータリアンに求めないこと （2011年9月理事会会合、決定87号）

　2014年１月理事会会合（決定88号）において、行動規範をより促進するために、文言も簡

素化され、５項目に修正された。

　ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

　１） 個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。

　２） 取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。

　３）  自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、

地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

　４） ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。

　５） 事業や職業における特典を、ほかのロータリアンに求めない。

 （2014年1月理事会会合、決定88号）

 

　2014年10月理事会会合で（決定60号）において、「ロータリーグローバルリワード」（会員

特典プログラム：2014年7月理事会決定18号）が導入され、第５項目が削除された。ロータ

リアンのために次の行動規範が採択された。

　ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

　１） 個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。
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　２） 取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。

　３）  自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、

地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

　４） ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。

 （2014年10月理事会会合、決定60号）

（出典：規定審議会89-148；2011年５月理事会会合、決定204号、2011年11月理事

会会合、決定87号、2013年10月理事会会合、決定31号、2014年 １月理事会会合、

決定88号、2014年10月理事会会合、決定60号）

　RI理事会はロータリー地域雑誌の編集長に、ロータリーの目的、行動規範、四つのテストを

毎号の地域雑誌に掲載するように、また特に１月の職業奉仕月間には職業奉仕活動を促進する

よう奨励している。

　なお、「各種プログラムに関する月ごとの強調」の大幅な改正により、職業奉仕月間は10月

から１月に変更された。 （ロータリー章典8.020. 2014年10月理事会会合、決定81号）

職業奉仕月間　Vocational Service Month
（ロータリー章典8.020.）

　クラブおよび地区は職業奉仕月間を以下のために活用するよう奨励されている。

1. 可能であれば、地区レベルの行事でロータリーボランティアを表彰する。

2. ロータリー親睦活動への関与を推進する。

3. 職業奉仕活動またはプロジェクトを提唱する。

4. 空席の職業分類に会員を入会させるために会員増強活動を推進する。

（2004年11月理事会会合、決定59号）

（出典：1997年７月理事会会合、決定43号）

（注）  「職業奉仕月間」の上記の記述は2017年1月にロータリー章典から削除されている。

職業奉仕のキーとなる言葉　Key Messages on Vocational Service
（ロータリー章典8.030.3.）

　ロータリアン、クラブと地区は以下のように職業奉仕を支える戦略を満たさなければならな

い。

　・新会員の勧誘や入会においては職業と職業分類を強調すること。

　・クラブ活動における職業の強調方法を確認する。

　・ ロータリーにおけるクラブレベルや地区レベルでの高潔性を伴ったビジネス・ネットワー

キング＊ をさらに強調する方法を見出す。
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　・ 新世代を惹き付けたり指導する方法として、高潔性をもつビジネス・ネットワーキング＊

に注意を向けるようにする。

　・ 四つのテストとロータリー行動規範の関連を強調して、これらのロータリーの価値に対す

る重要性を強調する。 （2012年１月理事会会合、決定158号）

（出典：2011年５月理事会会合、決定204号。2011年９月理事会会合、決定87号により修正）

 　　＊（訳者注）ビジネス・ネットワーキング：

ビジネス・ネットワーキングは、同じ想いのある企業人のグループがビジネス機会にお

いて、お互いを認識し、創造し、行動する社会経済的な企業活動です。

企業の社会的責任（CSR）の実践　Corporate Social Responsibility Practices
（ロータリー章典 第26.020.1.）

　RI理事会は、ロータリーの目的に関連して、企業の社会的責任の実践について次の声明を採

択した。

　・ ロータリーは創設当初より、事業と専門職における高潔性を土台とする理念を築いてきた。

ロータリークラブおよび個々のロータリアンは、職業奉仕に献身し、すべての取引におい

て高い倫理基準を守るよう尽力する。これらのことは、ロータリーの目的（綱領）、中核的

価値観（奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ）、四つのテスト、およびロータリー

の行動規範にて要約され、世界各地で活動するロータリークラブおよびロータリアンによっ

て実行されるものである。

　・ また、法人組織である国際ロータリーは、管理統括の透明性、財源および財的状況の適切

な管理、および公正な労働慣行に対する献身をもって、組織の社会的責任に尽くすもので

ある。 （2012年１月理事会会合、決定158号）

（注）  ロータリー章典26.020.1.「企業の社会的責任（CSR）の実践」は2016年4月には

理事会決定に基づきこの条項が削除されている。

  ロータリー章典において、時代遅れで不必要な条項

を削除することによって章典を簡素化するという

2010年11月理事会の決定第39号に基づいて、削除

されたものと推察する。
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　1905年２月に産声を上げたロータリーは、最初は会員相互の事業の助け合いと親睦

でした。それが今日、高い職業倫理と奉仕の理想を鼓吹、実行する職業人の集まりに成

長してきた過程が、ロータリーの綱領 （ロータリーの目的） の変遷によく現れております。

1905年 最初のロータリークラブが1905年２月にシカゴに創設されました。
1906年 １月に制定されたシカゴ・クラブの定款第２条に３つの目的が記載されています。
 第1． 本クラブ会員の事業の利益の増大。
 第2． 通常社交クラブに付随する親睦及びその他の特に必要と思惟する事項の推進
  1906年中に更にもう１カ条採択されました。
 第3．  シカゴの最大の利益の推進、及び市民の誇りと忠誠とを市民の間に拡めるこ

と。（類似の綱領が1908年から1910年８月までに結成された他の全クラブ
によって採択されました。）  

1910年  全米16クラブの連合体として全国ロータリークラブ連合が結成され、最初の綱領
が採択されました。

 第1．  アメリカ全土に加盟ロータリークラブを結成することにより、ロータリーの
原則を拡大伸展させること。

 第2．  アメリカ全土の加盟ロータリークラブの仕事及び原則を統一すること。
 第3． 市民の誇り及び忠誠を鼓舞激励すること。
 第4． 進歩的でかつ尊敬され得る営業方法を推進すること。
 第5． 加盟ロータリークラブの会員個人の事業の利益を増大すること。
1912年  ダルースにおける国際大会で、ロータリークラブ国際連合会の綱領は次のようにな

りました。
 第1．  ロータリーの原則を標準化し、全ロータリークラブが地元の事情に適応し得

る範囲で、それを採択するよう奨励すること。
 第2．  世界のすべての商業中心地にロータリークラブを結成するよう奨励推進する

こと。
 第3．  現存ロータリークラブの仕事と、所属会員並びに地域社会に対するこれらク

ラブの価値とを研究し、かくして得た情報を全ロータリークラブのために明
らかにすること。

 第4．  広い友愛精神と、各国各都市のロータリアン職業人同士及び加盟クラブ間の
利益の調和とを推進すること。

  この大会では又、次の綱領を合む模範ロータリークラブ定款及び細則が承認されま
した。

ロータリー綱領小史



－ 579 －

綱
領
小
史

 第1．  すべての合法的職業は尊重されるべきであるという認識を助長し、かつ各会
員の職業を社会への奉仕の機会を提供するものとして品位あらしめること。

 第2． 実業及び専門職業の道徳的水準を高めるよう鼓吹すること。
 第3． 構想や事業運営方法の交換により各会員の能率を増進すること。
 第4．  奉仕の一つの機会として、又成功を助長するものとして、情理のある交友関

係を推進すること。
 第5．  公共の福祉に対する会員各自の関心を刺激し、かつ市の発展のために他の

人々と協力すること。
1915年 サンフランシスコ大会において、国際連合会の綱領は次のように改正されました。
 第1． ロータリーの原則並びに活動を標準化し、かつ普及すること。
 第2．  世界のすべての商業中心地にロータリークラブを結成するよう奨励し、推進

し、監督すること。
 第3．  現存ロータリークラブの活動と、所属会員並に地域社会に対するそれらクラ

ブの価値とを研究し、かくして得た情報を全ロータリークラブのために明ら
かにすること。

 第4．  偏見のない友好の精神をロータリアン同士並にロータリークラブ間に推進す
ること。

  ロータリークラブの綱領にもう１カ条が追加されて６カ条になり、又第５条が施行
されました。

 第5．  クラブの地域社会の公共の福祉に対するクラブ会員の関心を高め、かつ、市、
社会、商工業の発展のために他の人々と協力すること。

 第6．  同僚や社会一般のために奉仕したいという意欲を起すよう会員を鼓舞すること。
1918年  1918年のカンザスシティ国際大会において国際連合会の綱領は次のように書き替

えられました。
 第1．  世界中のすべての商業中心地にロータリークラブを結成するよう奨励、推進、

監督すること。
 第2．  地方的活動ではなく、全加盟ロータリークラブの仕事及び活動を調整し、標

準化し、かつ全般的に指導すること。
 第3．  国際連合会自体の活動を通じ、又加盟ロータリークラブを通じて次の事項を

鼓吹し育成すること。
  イ） 実業及び専門職業の道徳的水準を高めること。
  ロ） すべての尊ぶべき事業の基礎として奉仕の理想。
  ハ）  地元の地域社会の市民、商業、社会の繁栄及び道徳の高揚に対する全ロー

タリアンの積極的関心。
  ニ）  成功を助長するものとして且つ又奉仕の一つの機会として広範な交友関

係の増進。
  ホ）  ロータリアンの能率と有用性とを高める手段として、構想及び事業運営

法の相互交換。
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  ヘ）  すべての合法的職業は尊重されるべきであるとﾄいう認識を深めること、
そして各ロータリアンの職業を、社会への奉仕の機会を提供するものと
して品位あらしめること。

 第4．  専ら全ロータリアンのみの使用と利益のために、国際ロータリーの徽章、そ
の他の記章を創案し、採択し、保存すること。

  （ロータリークラブの綱領はなんら変更されませんでした）
1919年  ソルトレーク・シティで開かれた1919年国際大会では国際連合会の綱領はなんら

変更されませんでしたが、標準ロータリークラブ定款第２条が改正され、1918年
に国際連合会が採択した第３条中に列記されているのと同一の綱領が本条に追加さ
れました。

1921年  1921年のエジンバラにおける国際大会で国際連合会の綱領第４条が第５条と変更
され、新たに次のような第４条が採択されました。

 第4．  ロータリーの奉仕の理想に結ばれた、あらゆる国の実業人と専門職業人の親
交を通じて国際間の平和と親善の推進に助力すること。

1922年  1922年のロサンゼルス国際大会において、国際連合会は国際ロータリーと改称さ
れ、綱領は次のように改正されました。

 ロータリーの綱領は次の事項を鼓吹育成することにある。
 　1． すべての尊ぶべき事業の基礎としての奉仕の理想。
 　2． 実業及び専門職業の道徳的水準を高めること。
 　3．  ロータリアンすべてがその個人生活、職業生活及び社会生活に常に奉仕の理

想を適用すること。
 　4． 奉仕の機会として知り合いを拡めること。
 　5．  あらゆる有用な職業は尊重されるべきであるという認識を深めること、そし

てロータリアン各自が職業を通じて社会に奉仕するためにその職業を品位あ
らしめること。

 　6．  ロータリーの奉仕の理想に結ばれた実業人と専門職業人の世界的親交によっ
て、理解と親善と国際間の平和を推進すること。

  （本大会－1922年ロサンゼルス－において、これと同一の綱領がロータリークラブ
に対しても採択されました。） 

1927年  オステンドで開催された国際大会において、綱領第６条中の 「ロータリー」 という
語が削除されました。

1935年  メキシコ、メキシコ・シティで開催された1935年国際大会において、６カ条より
成るロータリーの綱領が４カ条に言い換えられ、かくしてロータリーの綱領と目標
と目的に対する計画との直接関係が明示されました。

 ４カ条に改められた綱領は次の通りであります。
  ロータリーの綱領は、尊ぶべき事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成

し、特に次の各項を鼓吹育成することにある。
 　1． 奉仕の機会として、知り合いを拡めること。
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 　2．  実業及び専門職業の道徳的水準を高めること。あらゆる有用な職業は尊重さ
れるべきであるという認識を深めること。そしてロータリアン各自が職業を
通じて社会に奉仕するためにその職業を品位あらしめること。

 　3．  ロータリアンすべてがその個人生活、職業生活及び社会生活に常に奉仕の理
想を適用すること。

 　4．  奉仕の理想に結ばれた実業人と専門職業人の世界的親交によって、国際間の
理解と親善と平和を推進すること。

1951年 米国ニュージャージー州アトランティックシティで開かれた
1951年  国際大会は、国際ロータリー定款第３条第１節及び標準ロータリークラブ定款第２

条第１節を改正して、「Objects of Rotary」 を 「Object of Rotary」 にしました。
単数形に改められたことにより、従来の４カ条が１カ条の本文と４つの付随項目と
なって現在に至っています。

1989年  規定審議会で女性会員の入会が認められたとき、ロータリーの目的第４の中にある
  menがpersonに改正されました。また、そのとき「実業人と専門職業人」という

日本語訳も「実業と専門職務に携わる人」に変更になりました。

ロータリーの綱領（Object of Rotary）（旧訳）

　ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次
の各項を鼓吹、育成することにある：

　　第１ 奉仕の機会として知り合いを広めること；
　　第２  事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あらゆる有用な業務は尊重される

べきであるという認識を深めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会
に奉仕するために、その業務を品位あらしめること；

　　第３  ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想
を適用すること；

　　第４  奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間
の理解と親善と平和を推進すること。

(1989年に改訳された日本語訳）
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ロータリーの目的（Object of Rotary）

　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある：

　　第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること；
　　第２  職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に

奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること；
　　第３  ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、

奉仕の理念を実践すること；
　　第４  奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、

平和を推進すること。
（RI定款第４条、標準クラブ定款第４条）

　「ロータリー目的」（RI 定款第４条）中の４つの説明的文章は等しく重要な意味を持ち、また
同時に行動を起こさなければならないものである。 （ロータリー章典26.020.）

（1998 年６月理事会会合、決定348号）

ロータリーの目的とその順守義務

　ロータリーの目的を受諾し順守することを条件にして、入会を認められるという定款上の規
約は、定款が定められた当初から現在に至るまで変化することなく引き継がれています。

標準ロータリークラブ定款
第15条 ロータリーの目的の受諾と定款・細則の順守

　会員は、入会金と会費を支払うことによって、ロータリーの目的の中に示されたロータリー
の原則を受諾し、本クラブの定款・細則に従い、その規定を順守し、これに拘束されることを
受諾するものとする。そしてこれらの条件の下においてのみ、会員は、本クラブの特典を受け
ることができる。各会員は、定款・細則の文書を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細
則の条項に従うものとする。
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　米山梅吉は1930年５月25日に発行された月信の中で「日本のロータリークラブは特
にロータリー綱領の第六目的を達成するに偉大なる効果を収め居候ことと存候」という
表現をしている一方で「ロータリーの第六の目的即ち世界平和の招來に資せんとする、
社会の第一線に立てる教養ある人士を以て成れるに敬意を表す」とも述べており、「ロー
タリーの目的」と「ロータリーの綱領」双方を使っています。すなわち、かなり早い時
期から「ロータリーの綱領」という訳が通用していたことになります。
　井坂孝は1932年８月20日の月信で「ロータリーノ六ヶノ目的中何レニ大小輕重ハナ
キ筈ナレドモ」と当時の６項目のロータリーの目的を解説していますが、彼の在任中は
「ロータリーの綱領」という表現は一切使わずに「ロータリーの目的」一本で通しています。

“目的”と言う意味の英語

　RI定款第３条RIの目的は Purposes、RI定款および標準ロータリークラブ第４条綱領 
（目的） はObject。さらに、一般的に目的と言う意味の英語として、Goal、Aim などが
あります。その違いをみてみましょう。

Purpose = 達成への強い決意を含んだ目的 （an intended or desired result） 
Object = 努力や行為を向ける対象としての目的
　　　　　（the end toward which eff ort or action is directed） 
Goal = 達成するまでに時間がかかり、努力を必要とする目的
　　　　　（the result or achievement toward which eff ort is directed） 
Aim = 方向に力点を置き、具体的な目的
　　　　　（something intended or desired to be attained by one's eff orts）
Objective ＝ 計画的な努力で達成される目的、目標
　　　　　（something that you are trying hard to achieve, especially in business or politics）
End ＝ 努力の動機に重点を置いた目的や結果
　　　　　（an aim or purpose , or the result you hope to achieve）
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シカゴ・ロータリークラブ　定款及び細則  

定　　　款
1906年１月採択

第１条　名　　称
　本会の名称をシカゴ・ロータリークラブとする。

第２条　目　　的
　目的は以下の通りとする。

　　1．会員の事業上の利益の促進

　　2． 通常、社交クラブに付随する良き親睦とその他の特に必要と思われる事項の推進

第３条　会員資格
　第１節 次の各項の何れかに属する者を本クラブの会員とする。

  第１項　 シカゴ市において合法的な事業に従事している経営者、共同経営者、また

は会社役員

 第２項　生命保険会社の代表者、代理店および販売店の資格を持つ者

 第３項　運送業者の代表者、総代理店および総販売店の資格を持つ者

  　本会の会員がすでに代表者を務めている、前述の経営者、共同経営者、会社役員、

代理店または販売店に属する職業に従事する、第１項および第２項に該当するは者

は会員になることはできない。

  　本会の会員がすでに代表者を務めている、ライバルまたは競争会社を代表する、

第３項に該当する者は会員になることはできない。

  　候補者の事業が瑕疵なき会員の事業と競合ないしは侵害する疑いのある場合は、

当該会員がそれに賛同しない限り、その候補者を会員として選出しないものとする。

名誉会員
　第２節  名誉会員は定足数を満たした任意の例会における、出席会員の全会一致の投票に

よって選ばれる。名誉会員の資格は１年を超えることはできない。シカゴ市の非居

住者と退職した実業家が会員として適切である。そのような名誉会員の事業上の利

益を促進するように、正会員が配慮することを除外して、正会員が享受すると同様

な権利と特権を持つものとする。名誉会員は、欠席によって罰金を科されることを

除外して正会員と同様の義務を持つものとする。

会員身分の継続
　第３節  会員身分は１年間継続するものとする。しかし如何なる会員も、少なくとも10日
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前に予告文書を当該会員に通知した上で、定足数を満たした任意の例会において、

2／ 3の投票によって、除名することができる。そのような文書は幹事が手渡すか、

書留便で送るものとする。

会員選挙
　第４節  新入会員は定足数を満たした任意の例会において、出席会員の全会一致の投票に

よって選ばれる。なお、推薦する候補者の指名は、前回の例会で発表されるものと

する。元会員は定足数を満たした任意の例会において、出席会員の3／ 4の投票に

よって選ばれる。

退　　会
　第5節  本会から退会しようとする者は、クラブに対するすべての負債を完済ののち、すみ

やかに会長または幹事に連絡しなければならない。

会員身分の終結
　第6節  ４回連続して例会を欠席し、次の例会に提出する満足すべき始末書を会長または幹

事に送ることを怠ったり、その例会に出席した会員の大部分がその説明に満足しな

い限り、すべての会員は、そのような怠慢が本会の更なる活動を阻害する理由を以

て、会員身分を終結されるものとする。

第４条　役　　員
　本会の役員は会長、副会長、幹事、会計、記録係、統計係およびSAAとし、会員から選出さ

れた２名の会員を加えて理事会を構成するものする。

第５条　役員の任務

会　　　長
１．すべての会合の議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会長の

任務とする。

副　会　長
２．会長不在の場合は、すべての会合の議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行う

ことをもって副会長の任務とする。

幹　　　事
３．商取引の記録を保存し、諸会合の通知を発送し、その他通常その職に付随する任務を行う

ことをもって幹事の任務とする。
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会　　　計
４．すべての資金を管理保管し、会員の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に

付随する任務を行うことをもって会計の任務とする。その職を去るに当たって、会員とし

て選出された任期の終了、辞職の理由如何を問わず、その保管するすべての資金をその後

任者または会長に引き継がなければならない。

記　録　係
５．会員の記録と出席記録を保管し、会員各自の身分終結に先立つ例会において、本会の会員

身分終結が接近していることを発表し、身分終結が接近している通知や身分終結に関して

会員に伝え、身分終結の日の少なくとも10日前できれば30日前に当該会員に連絡するこ

とを以て記録係の任務とする。例会開始後ただちに出欠をとるのは記録係の任務とする。

統　計　係
６．本会の会員による商取引の結果を例会において報告し、その報告を保管することを以て統

計係の任務とする。

Ｓ　Ａ　Ａ
７．例会の秩序を守り、その他通常その職に付随する任務を行うことをもってSAAの任務とす

る。

理　事　会
８．理事会は、本クラブの会務および役員に対して総括的支配力を持つものとする。

第６条　役員選挙
　役員選挙は毎年１月の第４木曜日に開催される例会で行われ、すべての役員は次年度もしく

は任期満了の何れかの場合に選出されるものする。選出されたすべての役員の就任は本クラブ

の次の例会にて行われるものとする。現職の役員が任期満了となって空席が生じた場合、当該

役員の後継者が選挙によって選ばれて、直ちにその職に就くものとする。役員の任期は後継者

が選出されるまでは継続されるものとする。

第７条
　本定款は定足数の出席する任意の例会において、出席会員の２／３の賛成投票によって改正

することができる。但し、かかる改正案の予告は、会長が３回前の例会で発表するか、当該例

会の少なくとも10日前に各会員に郵送されていなければならない。
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細　　則

第１条　例　　会
　例会を休会する７月、８月を除いて、半月ごとに例会を開催する。

第２条　定　足　数
　瑕疵なき会員の過半数を以て、会務処理に際する定足数とする。

第３条　委　任　状
　委任状は認めないものとする。

第４条　会　　　費
　本会の会費は無料とする。但し、経費は細則第５条に基づいて科された罰金、全体の会員に

課した賦課金もしくは任意の例会における出席者の３／４以上の投票によって決定する。

第５条　罰　　　金
　クラブ例会に出席しなかった者は50セントの罰金を科し、その罰金は一般経費に充当される

ものとする。会長の指示がある場合を除いて、いかなる理由があろうとも、その罰金を減額し

たり免除したりすることはできない。

第６条　採決の方法
　本会のすべての議事は、役員を投票によって選挙する場合を除いて、口頭による採決をもっ

て処理されるものとする。

第７条　会員委員会
　瑕疵なき３名の会員からなる会員常任委員会を設置するものとする。適切な候補者を選んで

クラブに推薦書を提出することを以てこの委員会の任務とする。

第８条　エンターテインメント委員会
　会長は就任後直ちに、３名の会員からなるエンターテインメント委員会を設置するものとす

る。この委員会の委員は後継者が任命されるまでの１年間務めるものとする。

第９条
　別に定めのない場合、すべての委員は会長によって任命されるものとする。

第10条　機密保持
　会員の申し出があった場合を除いて、例会におけるすべての方針、規則、細則、および商取

引は、厳密に機密を保持するものとする。要望を申し出る人がいるかも知れないが、相互扶助

は非常に重要なことである。ただし例会開催時間中にその人にアドバイスを与えることを除く。
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第11条　議事の順序
 1．開会宣言

 2．点呼

 3．前回の議事録発表

 4．役員報告

 5．常任委員会およびその他の委員会報告

 6．審議未了議事

 7．新規議事

 8．閉会

第12条
　本細則は定足数の出席する任意の例会において、出席会員の２／３の賛成投票によって改正

することができる。但し、かかる改正案の予告は、当該例会の少なくとも１週間前に各会員に

郵送されていなければならない。

H.L.ラグルズ社出版

モンロス街142

（出典：ロータリーの源流　RI2680地区 田中毅PDG）
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ロータリー・モットーの変遷

●1910年８月
　第１回全米ロータリークラブ年次大会（シカゴ）で、アーサー・フレデリック・シェルドン（シ

カゴ・クラブ）が、「He profi ts most who serves his fellows best」を発表するが、参加

者からの反応は芳しくなかった。

●1911年８月
　第２回全米ロータリークラブ連合会年次大会（ポートランド）で、アーサー・フレデリック・

シェルドン（シカゴ・クラブ）が、「He profi ts most who serves best」を発表。全文が大

会議事録として配布された報告書に印刷され、ロータリー宣言の結語として採択された。

　この大会でロータリー・ターゲットとして採択されたと記載されている文献も多いようだが、

それは間違いであり、この大会で採択された「ロータリー宣言」の結語として採択されたとい

うのが正しい。

●1911年８月
　第２回全米ロータリークラブ連合会年次大会（ポートランド）で、ベンジャミン・フランク

リン・コリンズ（ミネアポリス・クラブ）が、ミネアポリス・クラブの運営方針として「Service, 

not self」を発表。これはエキスカーションとして行われたクルージングで単に発表したのみで、

大会議事録には、この言葉に関する記録も、大会で採択されたという記録もない。

　従って、この大会で、「He profi ts most who serves best」と「Service, not self」の

双方がロータリー・ターゲットとして採択されたという記述は誤りである。

　この演説の要旨は、①自らの利益を得る目的でロータリークラブに入会することは間違いで

ある。②いろいろな機会を通じて、会員同士の取引の機会を広げていく必要がある。③会員同

士の取引には限界があるので、今後はその取引を会員外にも広げていく必要がある。というこ

とであって、俗に言われているように、「自己を犠牲にして他人のために奉仕する」といった内

容のものではない。

●1913年８月
　第４回国際ロータリークラブ連合会年次大会（バッファロー）で、アーサー・シェルドンは「He 

profi ts most who serves best」に関する講演を行う。

奉仕理念の歴史
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●1915年７月
　第６回国際ロータリークラブ連合会年次大会（サンフランシスコ）で、ガイ・ガンディカー

のロータリー通解にロータリー・スローガンとして、「He profi ts most who serves best」

と「Service, not self」が記載されている。従ってこの時点では、「Service, not self」が一

般的に使用されていたものと思われる。しかし、このロータリー通解には「Service, not 

self」についての解説は記載されていないので、コリンズが述べた意味がそのまま伝えられて

いるかどうかは不明である。

●その後の変化
　これ以降の何れかの時期に、「Service, not self」が「Service above self」に変化したも

のと思われる。誰が考え出した文章なのかも不明であり、一部にはアーサー・シェルドンだと

いう説もあるが、それを裏付ける資料は見当たらない。

　この文章に変えられた理由について、元来「Service, not self」は会員同士に限定されてい

た物質的相互扶助を、ロータリアン以外の人たちにも解放しようという、現在の我々から見れ

ば至極当然なスローガンであったにもかかわらず、これを「自己を犠牲にして他人のために奉

仕する」という極めて宗教的な高い次元の理念だと誤解した当時の人たちが、「自己の存在を認

めた上で他人のために奉仕する」という意味から「Service above self」を作ったものと思わ

れる。しかし、何時の時期に作られたのか、如何なる意味が秘められているのかを示す文献は、

現時点では発見されていない。

　なお、このスローガンの文章のnot から above への変更をコリンズが了解したか否かにつ

いても不詳である。

●1921年３月
　The Rotarian ３月号に「ロータリーの建設者」というタイトルでコリンズの追悼記事が掲

載されており、「今や世界で広く使われているロータリー・スローガン Service above self 

の作者」と記載されている。コリンズが Service, not self ではなく、Service above self 

の作者として紹介されているのは大きな驚きである。

●1921年６月
　第12回国際ロータリークラブ連合会年次大会（エジンバラ）で、アーサー・シェルドンは

Rotary Philosophy という演説を行い「He profi ts most who serves best」に関する詳

細な説明を行う。

●1950年６月
　第41回国際ロータリー年次大会（デトロイト）で、決議50－11　「He profi ts most who 
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serves best」と「Service above self」をロータリー・モットーとして定めることを提案

する件（オハイオ州、コロンバス・ロータリークラブ提案）が修正採択された。その決議文は

次の通りである。

　「He profi ts most who serves best」と「Service above self」は40年間に亘って、ロー

タリーの基本的な奉仕の理想を効果的に表現するモットーとして、一貫して、広く、国際ロー

タリーは自然に使ってきた。そして、これらの言葉は、ロータリーの原則と目的の一部として、

永遠に一般大衆やロータリアンの心の中に留まり、使い続けられている。ロータリーは、常に、

職業奉仕の目的となる基本的な真理は、その利益が物質的な報酬か精神的な健全性や満足感か

否かにかかわらず、奉仕こそが利益を得る基本であると教えてきた。事実上40年間に亘って、

これらの言葉はモットーとして使われてきたにもかかわらず、今まで国際ロータリーによって

モットーとして採用されたことはない。第41回年次大会の議を経て、国際ロータリーは「He 

profi ts most who serves best」と「Service above self」がロータリー文献や他の場所

で使うことができるロータリー・モットーとして採用することを決議する。

●1976年２月
　The Rotarian ２月号にアーサー・シェルドンの「He profi ts most who serves best」

に関する解説が掲載されている。

●1977年２月
　The Rotarian ２月号に「Service above self を我々に提供したフランク・コリンズ」と

いう記事が掲載されている。その内容は彼のスピーチ原稿に基づいた解説と初期のミネアポリ

ス・クラブの例会風景の紹介および、1950年のデトロイト大会において「He profi ts most 

who serves best」と「Service above self」がロータリー・モットーとして採択された経

緯が記載されている。

●1989年２月
　1989年２月に開催された規定審議会において、決議案89－145「Service above self」

という標語を国際ロータリーの第一標語に定める件」が採択された。本提案はService above 

self を第一標語として指定しようというものであるが、He profi ts most who serves best 

も引き続きロータリーとクラブの公式標語として残すものである。

●2001年７月
　2001年７月に開催されたRI理事会において「第二モットー He profi ts most who serves 

best を使用停止にする」ことが決定された。これは2001年規定審議会に提案された「01－

678 すべてのロータリー用語から性に関する表現を削除することを理事会に要請する件」が採
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択されたことを受けてRI理事会が取った措置であり、同時に決議23－34の文面からも

He profi ts most who serves best の文章が抹消されるという事態になった。

　規定審議会の決定は、性に関する表現を削除することであって、モットーそのものを使用停

止にすることではないという日本人ロータリアンの抗議に、11月に開催されたRI理事会は急遽

この決定を撤回した。

●2004年６月
　2004年６月に開催された規定審議会においてHe profi ts most who serves best の廃止

が提案されたが、否決された。しかし He が使われていることに対する反発が強く、このモッ

トーはThey profi t most who serve best に変更された。なお、「歴史的に重要な文書や声

明は原文を尊重する」という日本からの提案が採択されたことによって、He profi ts most 

who serves best が原文のまま残ることになったが、2004年11月に開催されたRI理事会は

その提案に従わないことを決定した。

●2005年２月
　国際協議会においてステンハマーRI会長エレクト（当時）は、2005－06年度国際ロータリー

のテーマとしてService above self を発表した。

●2010年４月
　2010年４月に開催された規定審議会において、決議23－34の第一項を奉仕哲学の定義とし

て使用する決議案が圧倒的多数（賛成444：反対66）で可決された。

　また、第二標語「もっともよく奉仕する者、最も多く報いられる（They profi t most who 

serve best）」を「もっともよく奉仕する者、最も多く報いられる（One profi ts most who 

serves best）」に変更する決議案が採択された。

　その理由は、「one」という言葉は、特定の性別を示唆するものではなく、また「he/she」

より混乱を招きにくいとしている。

（出典：ロータリーの源流　RI2680地区 田中毅PDG）

（2010年は編集委員会が追加）
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ロータリー奉仕理念の変遷

内　　　　　　　　　　　　　　容年　　度

1905年 2月 最初のロータリークラブがシカゴに創設される

1906年 2月 「親睦」と「事業上の利益の増大」を謳った最初の定款が作られる

1906年 12月 定款に「シカゴ市の利益の推進」が加えられる社会奉仕の概念が生まれる

1908年 4月  アーサ・フレデリック・シェルドンがシカゴ・クラブに入会して、職業奉仕

の概念を提唱する

1910年 8月  第１回全米ロータリークラブ連合会年次大会（シカゴ）において、アーサ・

フレデリック・シェルドンが「He profi ts most who serves his fellows 

best」を発表する

1911年 8月  第２回全米ロータリークラブ連合会年次大会（ポートランド）において、フ

ランク・コリンズ（ミネアポリス・クラブ）が「Service, not self」に関

するスピーチを行う。同大会において、アーサ・フレデリック・シェルドン

の「He profi ts most who serves best」のレポートが紹介され、「ロー

タリー宣言」の結語として採択される

1913年 8月  第４回全米ロータリークラブ連合会年次大会（バッファロー）において、ラッ

セル・グライナーの提案により、ロバート・ハント（シューシティー・クラ

ブ）が「全分野の職業人を対象とするロータリー倫理訓」を作成することと

なり、その後J.R.パーキンスがその作業を引き継ぐ

1915年 7月  サンフランシスコ大会において、「全分野の職業人を対象とするロータリー

倫理訓」（道徳律）が採択される

1916年   ガイ・ガンディカーが、「全分野の職業人を対象とするロータリー倫理訓」（道

徳律）を収録した「A TAKING KNOWLEDGE OF ROTARY（「ロータリー

通解」）」を出版する

1917年  ロータリー財団が生まれる

1916-1921年  「Service, not self」が「Service above self」に変化するが、誰によっ

ていつ変えられたかは不明

1921年 6月  シェルドンがエジンバラ大会において、「The Philosophy of Rotary　ロー

タリー哲学」を発表する国際奉仕の概念が生まれる

1922年   国際ロータリークラブ連合会がRIに改称されるRI細則第16条により「道徳

律」が規範的効力を持つ

1923年 6月  セント・ルイス大会において、ウィル・メーニァ ･ジュニア（ナッシュビル

RC）、ウィリアム･ウェストバーグ（シカゴRC）の起草による決議23－34
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が採択される「Service above self」がロータリーの奉仕哲学、「He 

profi ts most who serves best」が実践理論の原理と定義される

1927年 6月 ベルギーのオステンド大会において四大奉仕部門に分類される

1931年  「道徳律」の頒布が禁止される

1932年   ハーバート・テイラー（シカゴRC）が、クラブ・アルミニューム会社の経

営再建のために「四つのテスト」を作る

1943年  RI理事会は「四つのテスト」を正式採用する

1948年   パーシー・ホジソンが職業奉仕の実践手引きとして、「Service is my 

business（奉仕こそわがつとめ）」を発行する

1950年 6月  デトロイト大会において、「Service above self」「He profi ts most who 

serves best」が公式標語として採択される（50－11）

1951年  「道徳律」が廃止される

1962年  世界社会奉仕プログラムが開始される人道的奉仕活動への転換

1978年  3－Hプログラムが開始されるRI主導型大型プロジェクトの開始

1980年  「道徳律」に関するRI細則第16条が削除される（80－22）

1985年  ポリオ・プラス・プログラムが開始される

1987年  「職業奉仕に関する声明」を発表。クラブが実施する職業奉仕活動を巡る混乱

1989年   「Service above self」 を 第 一 標 語、「He profi ts most who serves 

best」が第二標語となる（89－145）「ロータリアンの職業宣言」が採択

される（89－148）

2001年   「ロータリーの文書から性別限定語を削除する件」（01－678）の採択に伴っ

て、RI理事会は「He profi ts most who serves best」の使用を停止日本

からの異議によって、RI理事会は使用停止を撤回

2004年   「He profi ts most who serves best」が「They profi t most who serve 

best」に変更される

2010年   規定審議会で「They profi t most who serve best」が「One profi ts 

most who serves best」に変更する決議案が可決（10－165）

   決議23－34の第一項をそのまま奉仕哲学の定義として使用する決議案が圧

倒的多数（賛成444：反対66）で可決（10－182）

（出典：ロータリーの源流　RI2680地区 田中毅PDG）

（2010年は編集委員会が追加）

内　　　　　　　　　　　　　　容年　　度
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　3年に1度開催される規定審議会では、クラブや地区、理事会などから提案された立法

案の審議と投票が行われます。組織としてのロータリーの運営について、ロータリアン

が意見を表明する場となります。

規定審議会の歴史

●1911～'29年 代表議員が年次大会で審議。 
    当初は、 組織規定を変更するには、 国際大会の決議委員会に立法案を提出、 

国際大会で審議をしていた。 
●1930年  25周年大会 （シカゴ） で、 参加者が11,000人を超え、 審議が困難に。 
    多量な立法案数、 国際大会の規模の大きさのため、 国際大会に立法案と推奨

決定をあらかじめ提言する機関が必要となった。 （大会5日間のうち審議に3
日間を要した。） 

●1932年  シアトル国際大会　規定審議会発足案が提案。 
●1933年   ボストン国際大会　国際大会開催にあわせて毎年規定審議会を招集すること

を採択。 
   規定審議会は年次大会に先立って立法案を審議する 「諮問機関」 となる。 
●1934年   デトロイト国際大会　第一回規定審議会が立法案を審議して、 国際大会に提

案。 当初は毎年開催。 
    1970年まで規定審議会は国際大会に先立って立法案を審議、 大会に提案す

る 「諮問機関」 となる。 
●1954年  偶数年で開催することを採択。 
●1970年  立法機関を規定審議会一本化することを採択。 
    規定審議会がRIの正式な立法機関となり、 国際大会は規定審議会決定の再審

議機能を有するようになる。 
●1972年  立法機関を規定審議会に一本化。 
●1974年  3年毎に開催。 
●1977年  開催日時期と場所について理事会が決めることを採択。 
●1983年   単独の規定審議会として初めてアメリカ国外、 モナコで開催。 初めて規定審

議会は、 カナダのトロント （1964年）、 メキシコのメキシコシティ （1968
年） で開催された国際大会とは別に、 その後もアメリカ国外では3度、 '89年
シンガポール、 '95年ベネズエラ・カラカス、 '98年インド・ニューデリーで

規 定 審 議 会
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開催された。 
   その後、 規定審議会は15年間、 3年に一度、 世界各地で開催されてきた。
    '86年シカゴ、 '89年シンガポール、 '92年アナハイム、 '95年カラカス、 '98年

ニューデリー、 2001年シカゴと続いた。 
●1992年  別の国で2回開催されるまで同一国での開催はないことを採択。 
●1998年  国際大会はRIの立法事項を審議しないことを採択。 
    国際大会の規定審議会決定の再審議機能はなくなり、 再審議は全クラブによ

る郵便投票によるものとなる。 
●2001年  国際ロータリー世界本部の近隣地域において開催することを採択。 
   はじめて賛成反対の決議の電子投票が始まる。 
    この2001年のシカゴの審議会で、 今後審議会は常時シカゴで開催される事

が決議された。
●2004年  クラブ提出立法案は、地区大会または郵便投票による承認を要する。
●2007年  立法案の提出が、１地区最大5件までとする。
●2010年  同じロータリアンが代表議員として規定審議会に3回を超えて出席できない。
●2013年  地区大会のほかに地区決議会を創設し、立法案の決議を行える。
●2016年  決議案について、決議審議会を毎年オンラインで開催する。

規定審議会 ･決議審議会の構成

　規定審議会と決議審議会は、投票権を有する議員と投票権を有しない議員によって構成される。 

●投票権を持つ議員
　代表議員 
  　地区ごとに1名の代表議員が地区内クラブから選挙されるものとする。各無地区クラブは、

それぞれ、クラブにとって都合のよい地区を選び、その地区の代表議員に、自クラブを代

表させるものとする。代表議員は投票権を有する議員とする。 

　代表議員の任期 
  　各代表議員の任期は、選出された年度の翌年度の7月1日に始まるものとする。各代表議

員は、3年間、または後任者が選出、証明されるまで任期を務めるものとする。

審議会代表議員の選出方法（2016年7月）：
　各地区は、2017年7月1日～ 2020年6月30日までの任期を務める決議審議会と規定審
議会の代表議員1名を選出します。この代表議員は、以下の審議会で地区を代表する：
　・2017年、2018年、2019年決議審議会
　・2019年規定審議会
　代表議員と補欠議員は、2017年6月30日までに選出し、国際ロータリーに報告する必要

がある。代表議員の資格と役割については、RI 細則の第9条をご参照。
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資格
　代表議員の候補者は、以下の条件を満たしていなければならない：

 　・地区内クラブの会員であること

 　・選出時に、地区ガバナーを全期務めた経験があること

 　・ 代表議員の資格条件を理解し、その任務と責務を遂行する能力を備えていることを、

オンラインの証明フォームで確認すること

 　・ 規定審議会の全会期を通じて出席できること

 　・ 電子的な方法による立法案の閲覧と投票を問題なく行えること

代表議員の責務
　審議会代表議員の責務は以下のとおり：

 　・クラブが決議案と制定案を提出する際、その作成を援助すること

 　・地区会合で決議案と制定案について討議すること

 　・ 地区内のロータリアンの意向をよく知っておくこと

 　・ すべての決議案と制定案を批判的考察をもって検討し、そのような立法案に対する自

身の見解を審議会に的確に伝えること

 　・公正な立法当務者として振舞うこと

 　・決議審議会に参加すること

 　・規定審議会に、全会期を通じて出席すること

 　・審議会終了後、地区内の全クラブに、審議会の審議について報告すること

　代表議員はさらに、オンラインの研修コースと2018 年ロータリー研究会での審議会関連研

修を完了することが義務づけられています。国際ロータリーは、代表議員の研究会への出席費

用を負担しません。

言語能力
　審議会の翻訳と通訳は英語・日本語・ポルトガル語・フランス語・韓国語・スペイン語。

　候補者は、上記言語のいずれかに堪能でなければならない。

代表議員の選出
　代表議員と補欠議員は指名委員会手続により選出されるべきである。ただし、指名委員会の

代わりに、地区大会または郵便投票によって代表議員を選出することもできる。郵便投票を用

いる場合、地区大会またはRI 理事会が、まず郵便投票での実施を承認しなければならない。

●投票権を持たない議員
　議長、副議長、議事運営手続の専門家
  　審議会議長、副議長、議事運営手続の専門家は、次期会長が審議会の直前年度に選出し、

3年間または後任者が選出されるまで任務を務めるものとする。議長および副議長は、議長

席にあって可否同数の場合、これを決定する投票を行うことができるが、それ以外の場合
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には、投票権を有しない議員とする。

　定款細則委員会
  　RI定款細則委員会の委員は、審議会の投票権を有しない議員で、審議会運営委員を務める。

定款細則委員会は、立法案の公表前にすべての立法案の趣旨と効果を検討し、これを承認

するものとする。立法案の公表直後に、審議会議長は、立法案件を定款細則委員会の各委

員に割り振るものとする。各定款細則委員は、自分に割り振られた立法案をすべて研究し、

立法案の各案件の趣旨、背景、効果について、また、案件の欠陥について規定審議会に報

告する準備をしなければならない。

　特別議員
  　会長が任命した場合、3名まで規定審議会の投票権を有しない特別議員とすることができ

る。立法案の公表直後に、規定審議会議長は、直ちに、一定の立法案件を指定して、これ

を各特別議員に付託するものとする。各特別議員は、割り当てられた立法案件すべてを検

討し、各案件について、審議を容易にし、十分討議されなかった立法案件の採択に対する

賛否の意見について規定審議会に情報を提供する用意をしておかなければならない。

規定審議会とは

●規定審議会は、 国際ロータリーの立法機関
  　ロータリーの基本的な文書である国際ロータリー定款・細則、 そして標準クラブ定款を

改定する権限を持つのは規定審議会のみ

●規定審議会は、3年に1度開催される国際ロータリーの立法機関となっている。
 　「制定案」：RI定款・細則、 標準クラブ定款の改正を目的とする

  　規定審議会では制定案と見解表明案（見解表明案はRI 理事会のみ提出できる）のみが審

議される。

  　ロータリーの組織規定（RI 定款と細則・標準ロータリークラブ定款）を改正する権限を

持つのは規定審議会だけである。

●立法案の種類
  　規定審議会で審議される立法案は、制定案と見解表明案に限るものとする。組織規定を

改正しようとする提案は制定案と称する。RIの立場を表明しようとする提案は見解表明案
と称するものとする。

●立法案提出者
  　制定案は、クラブ、地区大会、RIBI審議会または大会、規定審議会、および理事会が提

案できる。見解表明案は理事会のみが提案できる。理事会は、管理委員会の事前の承諾な
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しには、ロータリー財団に関する立法案を提出しないものとする。

●クラブ提出の立法案を地区で承認
  　クラブの制定案は必ず地区大会、地区立法案検討会、またはRIBI地区審議会において、

地区内のクラブの承認を受けなければならない。地区大会、地区立法案検討会、または

RIBI地区審議会に制定案を提出する時間的余裕がない場合、ガバナーの実施する郵便投票

を通じて地区内クラブの票決を求めることもできる。いかなる地区も、1回の規定審議会に

つき5件より多くの制定案を提案もしくは承認すべきではない。

●制定案と見解表明案の締切日
  　制定案は、すべて規定審議会の開かれるロータリー年度の前年度の12月31日までに、RI

事務総長に提出されなければならない。理事会は、緊要性があると判断した制定案を、規

定審議会の開かれるロータリー年度の12月31日までに、事務総長に提案、提出することが

できる。理事会の提出する見解表明案については、規定審議会が閉会するまでこれを受理し、

その票決を行うことができる。

●制定案の採択
 RI定款：

 　規定審議会において、出席し、かつ投票を行う者の投票の3分の2によって改正できる。

 RI細則・標準ロータリークラブ定款：

  　臨時審議会の規定を除き、規定審議会に出席し投票した人の過半数によってのみ改正す

ることができる。規定審議会の臨時会合で制定案を採択するには、出席し、投票した人の3

分の2の賛成投票が必要とされるものとする。

決議審議会とは

　決議審議会は、毎年、電子的コミュニケーションを通じて決議案を審議する機関となっている。

採択された決議案は、後日、理事会あるいは財団管理委員会で検討される。

●決議案
  　決議審議会の意見の表明である案件を決議案とする。決議案は、ロータリー世界全体に

影響を与える案件に適している。決議審議会で採択された決議案のみが理事会や管理委員

会で検討される。このため、理事会等で確実に検討してもらいたい場合には、決議案の代

わりに、請願書として提出する方法もある。

●決議審議会の会合
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  　決議審議会は、毎年開催されるものとする。決議審議会は電子的コミュニケーションを

通じて招集されるものとする。

●決議案の提出者
  　決議は、クラブ、地区大会、RIBI審議会または大会、および理事会が提案できる。 

●クラブ提出の決議案を地区で承認
  　クラブの決議案は必ず地区大会、地区立法案検討会、またはRIBI地区審議会において、

地区内のクラブの承認を受けなければならない。事務総長に送達される決議案には、地区

大会や地区立法案検討会やRIBI地区審議会での審議、または、郵便投票の票決により承認

されたことを明記したガバナーの証明書を添付するものとする。

●決議案の締切日
  　決議案は、その案件が審議される決議審議会の開催年度の前年度6月30日までに、事務

総長に書面で提出されなければならない。理事会の提出する決議案については、決議審議

会が閉会するまでこれを受理し、その票決を行うことができる。

●決議案の採択
  　決議案は、決議審議会で投票する代表議員の少なくとも過半数の賛成票で、採択するこ

とができる。

規定審議会 決議審議会
頻　　度 3年に１度 毎年
開 始 日 4月、5月または6月 特定なし

場　　所 世界本部の近く
直截を顔を合わせる オンラインフォーラム

投 票 者 代表議員 代表議員
審議される立法案 制定案と見解表明案 決議案
立法案締切日 審議会前年度の12月31日 審議の前年度の6月30日
修　　正 可 不可

緊急性のある理事会からの制定案 審議会前年度の12月31日 該当せず

理事会からの見解表明案の締切日 審議会閉会するまで 該当せず

理事会からの決議案の締切日 該当せず 審議会前年度の12月31日

立法案集の発行 審議会開催年度の9月30日 特定なし
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●提出立法案と採択立法案の結果について● （1930年～ 2016年）

立法案 制定案 決議案 採択立法案 採択制定案 採択決議案
2016年 181 117 64 61 47 14
2013年 173 142 31 59 53 6
2010年 220 128 92 66 47 19
2007年 337 167 170 97 59 38
2004年 476 250 226 100 50 50
2001年 681 388 243 98 55 43
1998年 196 196 87 54 38 16
1995年 196 159 37 31 22 9
1992年 342 272 70 58 49 9
1989年 179 133 46 41 31 10
1986年 255 192 63 69 54 15
1983年 198 169 29 46 36 10
1980年 123 107 16 46 38 8
1977年 116 98 18 37 29 8
1974年 80 60 20 25 19 6
1972年 83 70 13 20 15 5
1970年 63 57 6 23
1968年 69 55 14 22 19 3
1966年 43 33 10
1964年 46 39 7 25 21 4
1962年 36 34 2
1960年 38 35 3
1958年 48 40 8
1956年 20 14 6
1954年 32 22 10
1953年
1952年
1951年 16 13 3
1950年 19 10 9 8 4 4
1949年 15 6 9 8 3 5
1948年
1947年
1646年 23 15 8 12 7 5
1945年
1944年 12 6 6 9 4 5
1943年 17 5 12 10 3 7
1942年 29 15 14 13 8 5
1941年 10 6 4 5 3 2
1940年 17 9 8 11 5 6
1939年 22 15 7 7 6 1
1938年 32 20 12 18 11 7
1937年 18 10 8 10 6 4
1936年 21 13 8 15 11 4
1935年 15 5 10 7 3 4
1934年 19 8 11 6 1 5
1932年 30 0 30 10 0 10
1931年 28 0 28 18 0 18
1930年 18 0 18 13 0 13

（注）　空白欄は不明
立方案＝制定案＋決議案　　採択立方案＝採択制定案＋採択決議案
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過去の国際大会または規定審議会で採択された主な立法案

1970年　アトランタ国際大会
・ 各偶数年に、 国際大会の一部として規定審議会を開催する。 審議会の決定はすべて国際大会

の決定としての効力を有する。 

・ 国際ロータリーの会長候補者は国際ロータリーの理事経験者であること、 理事候補者は地区

ガバナー経験者であることを要する。 

・ クラブの政治活動を禁止する。 

1972年　ヒューストン国際大会
・ 例会の欠席補填 （メークアップ） 期間を、 直前のクラブ例会の定例の時刻から直後のクラブ例

会の定例の時刻までの間とする。 

1974年　ミネアポリス－セントポール国際大会
・3年目ごとに国際大会の一部として規定審議会を開催する。 

・ 市、 区、 その他の自治体地域内においてクラブの地域限界を同じくする二つ以上のロータ

リークラブを認める。 

・ 会員が地区の提唱する奉仕事業に従事しているため例会を欠席した場合、 その事業が僻遠の

地でなされ欠席を補填する機会が全く得られないときは、 例会に出席したものとみなす。 

1977年　サンフランシスコ規定審議会
・ クラブ会長は、 会長に就任する日の直前1年以上2年以内に選挙する。 会長に選ばれた者は、 

会長に就任する直前年度に会長エレクトを務め、 会長を務めるべきロータリー年度の7月1日

に会長に就任する。 

・地区ガバナーの指示のもとに開催された地区委員会への出席をメークアップと認める。 

・公式地域雑誌の購読をもってロータリーの機関雑誌の購読に代えることができる。 

1980年　シカゴ規定審議会
・ 前回の例会の翌日から次の例会の前日までの間であれば、 週をまたがって例会を変更するこ

とができる。 

・会員は、 半期の例会のうち30%はホームクラブに出席しなけれぱならない。 

・ クラブの指示により、 ローターアクト、 仮ローターアクト、 インターアクト、 仮インターアク

トのクラブ例会に出席したときはメークアップと認める。 

1983年　トロント規定審議会
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・ 会員の事業場またはその住居は、 クラブの区域限界内になくともそのクラブが存在する市の

行政区域内または直接に隣接するクラブの区域限界内にあればよい。 

・国際ロータリーの役職に就くために選挙運動または投票依頼をしてはならない。 

・ クラブ会長に選ばれた人は、 地区協議会に出席しなければならない。 正当理由により出席で

きない場合は、 所属クラブから代理を派遣しなければならない。 

・例会に充当された時間の少なくとも60%を出席しないと欠席とみなされる。 

1986年　シカゴ規定審議会
・ クラブ会長を指導・訓練するために、 国際協議会終了後1ヶ月以内、 少なくとも4月15日ま

でに、 ガバナーノミニーがガバナーと協力して会長エレクト研修セミナーを開催する。 

・ 地区は、 地区大会の決議によって 「地区資金」 という基金を設けても差し支えない。 ひとり

当りの賦課金の額は、 地区協議会に出席した次期クラブ会長の4分の3の承認を要する。 

・会員身分に関する標準ロータリークラブ定款の定めを全面的に書き換えた。

1989年　シンガポール規定審議会
・クラブ理事会の裁量で、 1ロータリー年度に2回までクラブ例会を取りやめることができる。 

・ロータリーの存在しない国々を旅行するときは例会出席を免除する。 

・ロータリークラブの会員資格を男子のみに限定する規定を改め、 女性の入会を認める。 

・ 「Service above self 超我の奉仕」 の標語を、 ロータリーの第1モットーと定める。 

1992年　アナハイム規定審議会
・ クラブ会長エレクトが、 PETS （会長エレクト研修セミナー） と地区協議会に出席することを

義務付ける。 

・3回以上連続して例会を開催しないことを禁止する。 

・4日以上海外旅行している場合の他国での例会出席は、 メークアップ期間に拘束されない。 

・クラブの提出した立法案は、 まず地区大会で審議することを義務付けた。 

・社会奉仕に関する新声明を採択した。 （決議案） 

1995年　カラカス規定審議会
・メークアップ期間を延長し、 定例例会の前後14日とした。 

・RIの文献に、 性別を示す言葉を使わないようにする。 （決議案） 

・ 西暦2000年までにポリオを撲滅し、 2005年までに撲滅の証明をすることが国際ロータリー

の最優先目標であることを支持し是認する。 （決議案） 

1998年　ニューデリー規定審議会
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・クラブ理事会承認のクラブ奉仕プロジェクトヘの出席をメークアップと認める。 

・ガバナーを国際大会で1年早く選挙し、 ガバナーエレクトを1年間務めるようにする。 

・規定審議会をもってRIの唯一の立法機関とする。 

2001年　シカゴ規定審議会
・ クラブ理事会の裁量で1ロータリー年度に4回まで例会を取りやめることができるが、 4回以

上続けて例会を取りやめてはならない。 

・クラブ会員が死亡した場合に例会を取りやめることができる。 

・ 半期例会出席率が60%に達せず、 またはホームクラブ出席率が30%に達しない場合、 もしく

は連続4回例会欠席の場合も、 理事会の裁量で会員資格を終結させないことができる。 

・ 例会中に不意にその場を去らなければならなくなったために例会時間の60%に出席できな

かった場合、 理事会が妥当と認めれば出席扱いとする。 

・ クラブがスポンサーした地域杜会における行事や会合、 または理事会が承認し指定した奉仕

委員会会合への出席、 もしくはクラブ理事会への出席を例会出席と認める。 

・ クラブの指示がなくとも、 ローターアクト、 インターアクト、 ロータリー村落共同体、 仮ロー

ターアクト、 仮インターアクト、 仮村落共同体の例会に出席すればメークアップと認める。 

・会員の出席免除の条件をクラブ理事会が決定することができる。 

・ 会員の種類を正会員と名誉会員の2種類とし、 同一職業分類の正会員については5名以内、 会

員数が51名以上のクラブではその10%まで認める。 

・ 試験的プログラムとして、 RI定款ならびにRI細則および標準クラブ定款に合致しない定款を

有するニューモデル・クラブを、 全世界で5年間200クラブを限度として認める。 

・クラブが性別を一つに限定することを禁止する。 

・名誉会員の身分の存続期間を理事会で決定できる。 

・クラブの区域限界という概念を廃止し、 「所在地域」 とする。 

・サイバー・クラブを20クラブを限度として認める試験的プロジェクトを許可する。 

・ワールドワイド・ウエブにRIのサイトを開設し維持すること。 

・ガバナーの任務を改定し、 地区リーダーシップ・プラン （DLP） の参加を奨励する。 

・ RI会長および会長エレクトに対して、 毎年感謝の意の表明として理事会が定める一定額の金

銭の支払いを認め、 「事務総長が報酬を受ける唯一の役員である」 とする規定から 「唯一」 と

いう文言を削除した。 

2004年　シカゴ規定審議会
・相互参加型のウエブ会合に30分間参加した場合には例会出席と認める。 

・ロータリー親睦活動への出席を例会出席と認める。 

・ 転勤による長期欠席の場合、 所属クラブと転勤先の指定クラブとの合意があれば、 転勤先の
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指定クラブの例会への出席を所属クラブヘの例会出席と認める。 

・試験的プロジェクトの時間制限を5年間から6年間に延長する。 

・クラブの合併を認めることにした。 

・ 移籍会員または元クラブ会員は、 既にその職業分類が充填されている場合でも正会員に選出

できる。 

・ RIの第2標語の 「He profi ts most who serves best」 を 「They profi t most who serve 

best」 とする。 

・ロータリーにおいて歴史的に重要な声明や文書の原文の用語を保存することを考慮する。 

・クラブ提出の立法案は、 地区大会の票決または郵便投票による承認を要する。 

・ RI会長および会長エレクトに対する感謝の意の表明名目での金銭の支払を廃止し、 事務総長

を報酬を受ける 「唯一の」 役員と再確認した。 

2007年　シカゴ規定審議会
・一般に認められている祝日にクラブ例会を取りやめる権利をクラブ理事会に与える。 

・ロータリー年度の半期ごとに、 例会の50％に出席するように義務づける。 

・ ロータリー財団学友を正会員とする。 （ただし、 その職業分類は従事している事業または専

門職に関連するもの） 

・会員の資格条件に地域社会の活動に参加し、 綱領への献身を示すことを追加。 

・標準ロータリークラブ定款に四大奉仕部門を含める。 

・ガバナー補佐は出席規定を免除する。 （自クラブ30％） 

・会長として就任する前年度の7月1日より会長エレクトとなる。 

・地区監査委員会を置くことができる。 

・ガバナーノミニーはガバナー就任直前24～ 36ヶ月以内に選出する。 

・採択された決議の審議結果をRI理事会は発表する。 

・RI理事会の決定の公表を30日以内にウェブサイトで公表する。 

・ 「ゾーン研究会」 を 「ロータリー研究会」 に改称する。 

・立法案を地区あたり最多5件までとする。 

2010年　シカゴ規定審議会
・1地区にＥクラブを2つまで指定できる。 

・直前会長がクラブの役員ならびに理事会のメンバーとなる。 

・ 出席免除の会員の年齢が65歳以上の条件が加わる。 また当該会員が例会に出席した時、 その

出席はクラブの出席率の算出に使う会員数と出席者数に含まれる。 

・ 理事会の承認する条件と実情による欠席において、 出席規定適用の免除を最長12ヶ月とする。

・会員身分の終結に、 会員として持つべき高い倫理基準を追加。 
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・新世代を含めて五大奉仕部門とする。 （標準ＲＣ定款第5条“四大奉仕”が“五大奉仕”に） 

・ 人頭分担金が増額　半期人頭分担金　2010～ 11年度　米貨25ドル、 2011～ 12年度　米

貨25.5ドル、 2012～ 13年度　米貨26ドル、 2013～ 14年度　米貨26.5ドル。 

・RI理事指名のための委員数を34名から17名に減らす。 

・ 1地区のクラブ数が33、 あるいは会員数が1,200名未満の地区は地区の境界の廃止あるいは

変更。 （ただし2012まで凍結） 

・第2標語を 「One profi ts most who serves best」 に変更。 

・決議23－34の第一項を奉仕哲学の定義として使用する。 

・立法案の提案者は趣旨および効果に関する声明文を300語以内で提出。 

・審議会決定の一時保留に関する規定をクラブの有効投票の少なくとも5％とする。 

・ロータリアンは代表議員として規定審議会に3回を超えて出席できない。 

 （RI2680地区　安平和彦パストガバナーの調査委に基づく。 

2007年以降の主な採択案は編集委員会が追加）

2013年　RI規定審議会の主な改正点
 １． クラブ幹事を理事とする。

 ２． 副会長、会計は役員や理事であってもなくてもよい。（細則で理事にできる）

 ３． 同一クラブへの再入会の入会金を免除。

 ４． クラブの奉仕活動参加を出席要件に含む。（その他のイベント／活動も含む）

 ５． 出席規定の免除の規定を改正

 ・病気による欠席は理事会で12カ月以上認める

 ・出席免除の65歳以上の年齢制限を廃止

 ・理由のある欠席、病気による欠席は出席率の計算に含まない

 ６． 衛星クラブを認める。（拡大により独立するまでの間）

 ７． 仕事をしたことのない人、または仕事中断している人を正会員と認める。

 （主婦・主夫も可）

 ８． 移籍ロータリアンと元ロータリアンに関する規定改正

 ・ 本人がそのクラブの所在地域内またはその周辺地域でそのクラブにおいて本人が分類さ

れていた職業分類の下に現実に職業活動に従事しなくなったと言う条件を削除

 ・ 元会員や移籍会員は元のクラブより推薦を受けることが推奨

 ・ 元のクラブに金銭的債務を負っているかどうかを記した文書が30日以内に元クラブか

ら提出されない場合、負債がないと判断

 ９． 各地区におけるEクラブの制限数をなくす。（現在は各地区2クラブに限定）

10． 地区協議会を地区研修・協議会に修正

11． ガバナーの任務の変更
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 公式訪問時に、クラブの定款や細則がRI組織規定に準拠したものか確認

12． ガバナー・ノミニー・デジグネートの肩書き新設

13．  地区は副ガバナーを任命できる。副ガバナーの任務は、ガバナーが一時的あるいは恒久的

に任務遂行不能となった場合、ガバナー後任者として務める。

14． 地区の最低会員数を1200名から1100名に変更　（秋田・青森は合併回避）

15． 人頭分担金を増額する。ただし、人頭分担金の最低額は廃止。

 人頭分担金を今後３年間毎年、半年に0.5ドルずつ値上げ。

 　2014～ 15年度　半期 米貨27ドル

 　2015～ 16年度　半期 米貨27.5ドル

 　2016～ 17年度　半期 米貨28ドル

16． 新世代奉仕を青少年奉仕に変更

17． RLIを正式なプログラムとする決議案が可決。（理事会は何の決定もしないことで一致）

18．  全てのロータリアンが、ロータリー冊子（日本の場合はロータリの友）を印刷物かあるい

は、インターネットで受け取るかを選択できる。

19．  地区大会のほかに地区決議会を創設し、クラブ立法案の決議を行える。さらに、地区決議

会では、地区大会同様、その地区内の重要な事柄について勧告を採択することができる。

2016年　RI規定審議会クラブ関係の主な改正点
 １． クラブ理事会の議事録を60日以内に全会員に開示しなければならない。 

 ２． クラブ会計を理事会メンバーとする。

 ３． ＣＬＰに基づく５つの常任委員会を有するべきである。（クラブの裁量により任意） 

 （クラブ管理運営・会員増強・公共イメージ・R財団・奉仕P。必要に応じて追加可） 

 ４． 標準ＲＣ定款にロータリークラブの目的（Purposes）を新設する 。

 ５． クラブ入会金規定を削除（クラブの裁量により任意）

 ６．  五大奉仕部門の職業奉仕の定義に、「自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立て

るために、クラブが開発したプロジェ クトに応えることが含まれる」を追加。 

 ７．  クラブ例会頻度と出席に関する規定をクラブ細則で定めることができる。ただし、最低１

ケ月に２回は開催しなければならない。

 ８．  祝日のある週は、クラブ例会の取り消しが出来る。

 ９．  従来型のクラブでもインターネット例会が可能。同時にＥクラブも顔を合わす例会も可能。

10．  従来型クラブとＥクラブとの区別がなくなる。RI細則と標準RC定款からＥクラブ条項を

削除

11．  出席免除規定の緩和。子供の誕生等で12カ月以上の欠席を認める

12．  出席免除規定に20年以上のロータリー歴を加える。（クラブ細則で例外規定可）

13．  会員身分をクラブ独自で決定できる。正会員のサブカテゴリーに準会員、家族会員などが
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可能。

14．  会員身分の条件を簡潔化。 善良で、高潔性、リーダーシップを持ち、良い評判を受け奉

仕の意欲のある成人とする。その他の従来の条件はすべて削除。

15．  ローターアクターとロータリー学友を正会員と認める。ローターアクターとロータリー学

友にロータリークラブ会員となる資格を与える。これによって職業分類が一時的に制限を

超えてもよい。ローターアクターは2重会員が可能。

16．  移籍ロータリアンに関する規定に統一性を持たせる。 ただし、金銭的債務の有無は削除。

17．  同じ住所に住む2人のロータリアンが、ロータリーの地域雑誌を合同で購読できる。

18．  人頭分担金を増額。毎年４ドルずつの大幅な値上げが採択。

　　　　　　2017～ 18年度　米貨60ドル

　　　　　　2018～ 19年度　米貨64ドル

　　　　　　2019～ 20年度　米貨68ドル　

　　　　　　（参考：15-16年度は55ドル、16-17年度は56ドル）

19．  決議案について、決議審議会を毎年オンラインで開催する。
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　『手続要覧』の日本語版は、手島知健氏（戦後全国１区制の日本で最初のガバナーを務
め、また、日本から初めてRIの理事となられた方）の手により（途中から宮脇　冨氏が
引継がれた）「ロータリーの友」の紙面で、1955年２月号から18回連載され、それが
1956年10月に初めて冊子となった。なお、『手続要覧の日本語版』の冒頭には、『手続
要覧の意味、解釈について疑義が生じた場合、英文が正文となる』と、事務総長の名で
明記してある。従って、『四つのテスト』の日本語訳の問題は、あくまで、テーラーさん

の真意を日本語に翻訳する過程での論議である。

The Four-Way
Test of the things we think, say or do

1. Is it the TRUTH ? 
2. Is it FAIR to all concerned ?
3. Will it build GOOD WILL and BETTER FRIENDSHIP ?
4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ?

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

1．真実かどうか？
2．みんなに公平か？
3．好意と友情を深めるか？
4．みんなのためになるかどうか？

日本語訳の経緯

１．  ロータリーの文献の日本語訳は、戦前、ロータリーの日本化の手段として既に問題となっ
ており、戦後は、また、ロータリーの普及のため、強く要請されていた。しかし、RIでは「ロー
タリーの文献の、英語以外の国語への翻訳、印刷は、すべてRIの事務総長の直接の監督下
におかれるべきこと、ならびに、各クラブが独自に翻訳、修正することを奨めるものでは
なく、ロータリーの文献の配布も、RI理事会の承認を要する」と定められ、さらに、日本
語への翻訳については「定款、細則から諸パンフレットや手続要覧に至るまで、すべての
ロータリーの文献の邦訳の決定権は、手島知健氏に委譲する」と指定されていた。

2．  こうした動きを受けて、手島氏は『The Four-way Test』の日本語訳については、1954
年（Ｓ29）に「簡潔で分かり易いもの、疑問体のもの、反語を避けて誓言的でないもの、ロー

「四つのテスト」
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タリアン以外の人々、特に若い人にも難解でないもの」との条件の下に、全国のクラブに日
本語訳の応募を働きかけられた結果、当の手島氏の試案も含め70数件の応募が寄せられた。

３．  こうして応募された『The Four-way Test』の邦訳案については、前記のRIの指導方針
からその邦訳を一定にする必要が生じた。そこで、全国から集まった邦訳案を先ず60地区、
61地区（1952年＝Ｓ27から全国２地区制）の“50周年記念委員会”の委員が詮衡し、
その上で手島氏に最後の決定を頂いた結果、本田親男氏（東京クラブの所属で、毎日新聞
の社長＝最高顧問）の応募訳が“当選原案”として採択されたが、標題については、他の
応募案の中で１番多い用語である《四つのテスト》を手島氏が選ばれて現在の“標準邦訳”
になったと「ガバナー月信」はじめ「ロータリー日本50年史、60年史」は伝えている。

４．  このように『The Four-way Test』の定訳は、RI本部の作でもないし、日本支局の翻訳
担当委員によるものでもなく、当時の日本全国の、ロータリアンの応募作品の中から“標
準邦訳”が定められたところに特徴がある。

『The Four-way Test』の関連ニュース

１． 学校の教室に『The Four-way Test』のポスターを持ち込んだのは、門司ＲＣが世界で最初。

２．  雨傘に『The Four-way Test』を書き入れたのは、三重県の上野ＲＣが世界最初で、駅

に用意して俄雨で困っている人に、無料で貸し出して喜ばれた。

【参照文献】

全国のクラブから応募された『The Four-way Test』の日本語訳 《抜粋、順不同》

【当選原案】
◆東京ロータリークラブ《本田親男会員の案》
○四つの自省

―言行はこれに照らしてから―
 1．真実か、どうか
 1．みんなに公平か
 1．善意と友愛を深めるか
 1．みんなのためになるかどうか

◆室蘭ロータリークラブ
○四つのテスト
 1．これは真実でしょうか
 2．これはみんなに公正でしょうか
 3．これは好意と友情を深めるものでしょうか
 4．これはみんなのためになるものでしょうか

◆東京北ロータリークラブ
《懸賞一等＝乾　精末会員の案》

○事に当たりて先ず問はむ
 それが真実で正しいか
 公明正大明朗に
 好意と友誼を増進し
 凡ての者を益するか

◆横浜ロータリークラブ
○渡世四針
 1．真意ですか？
 2．一様に公平ですか？
 3．友愛と親善を深めますか？
 4．漏れなく潤ひますか？
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◆浜松ロータリークラブ《松尾会員の案》
○ 四つのテスト
 1． それは真実ですか
 2． それは誰にとっても公正ですか
 3．  それは善意（或いは好意）とよりよ

き友情を育むものでしょうか
 4． それは誰にとって有益なものですか

◆岡崎ロータリークラブ
○ 四つの道
 1． それは正しい事か
 2． 公明妥当か
 3． 好意と友情を深めるか
 4． 皆んなに有益か

◆ロータリー問答
 1． 正しいことか？
 2． 当事者全部に公正であるか？
 3． 好意とよりよき友情を産み出すか？
 4． 当事者全部を益するか？

手島試案《1950年６月５日付けのガバナー
ズレターに発表されたもの》
○ 四つのテスト
 1． 真実か、嘘はないか？
 2．  当事者の誰にも公正か、誰かに不公

平ではないか？
 3．  好意と友情を増すか、敵意と憎悪を

招かないか？
 4．  当事者全部のためになるか、誰かの

不利にはならないか？
◆東京ロータリークラブ
　《職業奉仕委員会の案＝東京教育大学飯島
名誉教授のご指導》
○四つの誓い
 1． 真実を語りあおう
 2． だれに対しても公平にしよう
 3． 誠意と友情とを盛り上げよう
 4． 社会全体の利益を図ろう

◆門司ロータリークラブ
　《会員を通じ、学校、駅、病院、工場に寄
贈したポスターに記載したもの》
　奉仕をモットーとする皆様に、次の事を実
行する様におすすめします
 1．  嘘を云わず真実であるように
 2．  誰にも公正で不公平のないように
 3．  人に対し好意と友情を増すようにつ

とめ、決して敵意と憎悪を招かない
ように

 4．  全体の為になるように働き、誰人の
不利にもならないように

ハーバート　Ｊ．テーラー著「我が自叙伝」（訳：菅野　多利雄）から抜粋
四つのテスト」特集号（1998．8．17　刈谷ＲＣ週報）

（寄稿：2640地区パストガバナー　成川守彦）
（出典：ロータリージャパンウェブ）
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四つのテスト解説

　職業人としてのロータリアンの心構えを、ロータリーの倫理基準から具体的に記述したもの

が ［ロータリー倫理訓］ だとすれば、それをロータリアンのみならず一般の職業人にも理解で

きるように、簡潔かつ的確にまとめたものが ［四つのテスト］ です。

　ハーバート・テーラー（Herbert J.Taylor）は、包装済食品の戸別訪問販売（packed 

groceries house-to-house sales）の職業分類を持つシカゴ・クラブの会員でしたが、やり

がいのある職業を捨てた彼は、折からの経済恐慌の煽りを受けて、40万ドルの負債を抱えて、

倒産に瀕していたクラブ・アルミニウム社（Club Aluminum）の社長に就任します。 

　景気は冷え込んでいるし、社員の勤労意欲も落ち込んでいます。もしその操業が止まれば、

250人の従業員が仕事を失うことは間違いありません。普通の人ならば狼狽したでしょうが、

ハーバートは、彼にとって論理的だと考える道を敢えて選択したのです。こんなときにこそ、

全員が倫理的なターゲットを掲げて、正しい営業活動を行えば、必ず会社が再建できるのだと

いうことを実証するために、画期的な経営管理の指針を考え出したのです。

　ハーバート・テーラーが「四つのテスト」を社員に提示した当日に、「世界で最も優れた調理

器具」と書かれた広告の校正刷りが、彼の机に届きました。彼は、そのことを証明することは

できないし、真実ではないかもしれないと言って、広告担当のマネージャーを呼び、すべての「最

高」とか「よりよい」とか「最もよい」とか「最も見事な」のような単語を使うことをやめて、

製品についての事実だけを述べることを命令しました。

　それから２ヶ月経って、会社が再び収益を上げ始めた頃、それぞれ宗教の違う四つの部署の

責任者を呼んで、四つのテストが信仰上の教義に反しないことを確認した上で、全社員にこれ

を全ての職場で適用することを了解させました。大向こうをうならせるような、派手な出発で

はありませんでしたが、従業員たちは印刷されたその文章を手にしながら、それぞれの職場で

それを実行し始めたのです。まさしくその単純さが効果的であり興味をそそったのであり、そ

れは普通の人が生活したり働く上での信条ともなったのです。

　この状況に立たされた我々が勝ちぬくための方法として、我々が道徳的、倫理的に強くな
ければならないことを説得した。私は、それがまさしく大きな力になることを知っていたし、
もしも、従業員に正しく考えさせることができれば、彼らは正しい行動をするに違いないと
思った。我々には、会社の誰もが憶えられて、我々が関わる他人に対して、我々が考えたり、
言ったり、行動したりするときに応用できる、ある種の道徳的な指標が必要であった。そこで、
ある朝、私は両手で頭をかかえながら、机の前で一生懸命に努力した。しばらく経って、私
は白紙に手を伸ばして、頭に思い浮かんだ24語の言葉を書き留めたのである。

ゴールデン・ストランドより
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　会社が印刷所に、低い入札価格によって大きな注文をするという事件が起こりました。印刷

所が品物を届けてしまった後に、見積価格を大幅に間違ったことに気付き、無理とは思いなが

らも、会社にその差額を払ってもらえないかと尋ねてきました。合法的にまた社会通念上からも、

会社はその訴えを無視することは可能でしたが、四つテストの２番目の ［関わりを持つすべて

の人に公正か？］ に当てはまるとして、全額が支払われました。

　クラブ・アルミニウム社の業務は改善を続け、５年後には、その借金は利子と共に完済し、

15年後には、株主に多額の配当を分配するまでになりました。四つのテストは理想主義をはる

かに越えて、極めて実用的なものだったのです。

　シカゴ・クラブがその四つのテストの存在を知ったのは、1939年になって、ハーバート・テー

ラーが商工会議所でその話をした時に、偶然、二人のロータリアンがゲストとして居合わせた

からです。ハーバート・テーラーが1939-1940年にクラブの会長になり、更に、国際ロータリー

の会長を歴任した際、［四つのテスト］ があまりにも素晴らしいので、全ロータリアンの職業奉

仕の指針にしたいという声があがり、彼がRI会長に就任した1954年に、その版権がロータリー

に寄付され、今日に至っています。 

　四つのテストは世界各国の言葉で翻訳され、広く活用されていますが、その位置付けに関し

ては、「いかなる意味においても規則として取り扱われてはならない」と規定されており、人間

関係における高度の道徳的水準の向上を図り、それを維持するために、書簡箋や印刷物に使用

することが奨励されているものの、販売や利益を増すための広告と結びつけることは禁じられ

ています。日本語の訳文については、原文の精神が適切に表現されていないとする指摘もあり、

幾つかの翻訳が試みられています。 （出典：ロータリーの源流　RI2680地区 田中毅PDG）
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四つのテストの解釈

◆ Four-way test　　四つのテスト
　「事業を繁栄に導くための四通りの基準」ならば、当然 Four-way testsと複数形になるはず
です。これが単数形であるのは、事業を繁栄に導くためには、四通りの基準を一つずつクリアー
すればいいのではなく、四つ纏めたものを一つの基準として、そのすべてをクリアーしなけれ
ばならないことを意味します。
　ロータリーの綱領が Object of Rotary と単数形であり、四つの項目が渾然一体となって、
一つの綱領を形作っているのと同様です。

◆ Is it the truth ?　　真実かどうか
　「嘘偽りがないかどうか」という意味です。商取引において、商品の品質、納期、契約条件な
どに嘘偽りがないかどうかは、非常に大切な基準です。
　真実というのは、「80%の真実」という言葉が示すように、人間の心を通じたアナログ的な
判定であるのに対して、事実とはその事実があったのか、無かったのかの二者択一を迫るデジ
タル的判定ですから、ここでは「事実」という言葉を用いるべきでしょう。

◆ Is it fair to all concerned ?　　みんなに公平か
　fair と all concerned という言葉の翻訳に問題があります。fair は公平ではなく公正と訳す
べきでしょう。公平とは平等分配を意味するので、例え贈収賄で得た unfair 不正なお金でも平
等に分ければ、それでよいことになります。
　all concerned は all だけが訳されており、肝心の concerned が省略されています。冒頭
に述べたように四つのテストは「商取引」の基準として定めた文章ですから、この concerned 
(関わりのある人、関係する人) は「取引先」のことを意味することは明白です。従ってこのフレー
ズは「すべての取引先に対して公正かどうか」ということを意味します。

◆ Will it build goodwill and better friendship ?　　好意と友情を深めるか
　goodwill は単なる好意とか善意を表す言葉ではなく、商売上の信用とか評判を表すと共に、
店ののれんや取引先を表します。すなわち、その商取引が店の信用を高めると同時に、よりよ
い人間関係を築き上げて、取引先を増やすかどうかを問うものです。

◆ Will it be benefi cial to all concerned ?　　みんなのためになるかどうか
　Benefi t は「儲け」そのものを表す言葉です。商取引において適正な利潤を追求することは
当然なことであり、決して恥ずべきことではありません。ただし、売り手だけが儲かった、ま
た買い手だけが儲かったのでは公正な取引とは言えません。その商取引によって、すべての取
引先が適正な利潤を得るかどうかが問題なのです。

（出典：ロータリーの源流　RI2680地区 田中毅PDG）
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◆◆◆　リンゴを売るときに　◆◆◆

　四つのテストは、原文を直訳するとわかるように、ハーバードテーラーによって初めは企業

再興の社是として1932年に創られたのですが、ロータリーに導入されて、職業奉仕の倫理規

範となり、更に、ロータリーに関する「物事の判断基準」としてもその尺度となっています。

　そして、今では、人間関係の和を良好に保つための指針としても、常に唱えられるようにな

りました。

　四つ辻（The Four Way）で、どちらに行けばよいのかを迷った時、進路を決めるための指

針とも言われています。

　四つのテストは、ばらばらにして、一つ一つ決めつけるように追及したり分析しないで、「四

つひとくるみにふんわりと考えればよい」と伝えられています。

　四つのテストには、綱領（ロータリーの目的）第2項の精神を見出すことができます。

この仕事は幸せを齎すだろうか

客も・仕入先も・下請けも・従業員にも・家族にも

周りのみんなに波紋ように笑顔の輪に輪が広がるだろうか。

Q:リンゴを売ろうとしています。

　黄色は極上品　1個　400円　利益率　50%

　赤色は並み　　1個　200円　利益率　40%

　但し、黄色いリンゴは賞味期限切れ寸前、何とかして売りたい、品質の素晴らしさを説明し

てもなかなか買ってくれない。さてどうするか？

　四つのテストに当てはめて考えてみます。
　黄色いリンゴはそれがどんなに良質でも、使う目的が違えば買われません。パイやジャムに

は適さないのです。まず、客のニーズを訊くことから。

　黄色いリンゴを値引きすることにしました。3個　1000円。

　値引きの訳を正直に「賞味期限が迫っているため」と客に言うことにしました。

　それは四つのテストに照らして、真実であり、公正であり、客の信頼を増し、利潤があるか

らです。 出典：“I Serve”　2630地区　服部芳樹PDG
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1905 ◇ 2月23日、ポール･ハリス他3名（シルベ
スター ･シール、ハイラム･ショーレー、
ガスターバス･ローア）がシカゴ･ロータ
リークラブを設立（ロータリーの創立）
（1業種1人の原則）初代会長シルベスター
･シール。ロータリーソングの習慣始まる
（ハリー ･ラグルス）

1906 ◇ シカゴ･クラブ定款制定（定款第2条「綱
領」に2項目「相互扶助と親睦の概念」
を導入。その後ドナルド･カーター直言に
より1項目「社会奉仕概念」を追加）

1907 ◇ ポール･ハリスがシカゴRCの三代目会長
に就任。公衆便所設置運動（1909年設
置）。（社会奉仕の実践）

1908 ◇ サンフランシスコに2番目のクラブ誕生。
ついでオークランド（1909）、シアトル、
ロサンゼルス、ニューヨークでRC設立。
シカゴRC最初の家族会を開催。シェルド
ン、ペリーが入会。

1910 ◇ 全米ロータリークラブ連合会が誕生し
（16RC、1,500人）、ポール･ハリスが初
代会長に就任（２ヵ年度）、後年これをRI
の創立と位置づけた。チェスリー･ペリー
が初代事務総長

 ◇ シカゴで第1回ロータリー大会開催。最初

◇ 日本海海戦（5.27～ 28）、

◇ 日露講和条約（ポーツマス条約）

調印（9.5）、

◇ 竹島を日本領に編入

◇ 鉄道国有化

◇ 日露戦争後恐慌（綿糸、生糸暴

落）、第3次日韓協約締結（内政

権握る）

◇ 赤旗事件

◇ 財閥の誕生（三井・三菱・住友

等）、伊藤博文がハルピンで暗

殺される

◇ 韓国併合条約締結

ロータリーの歴史年表

（M38）

西　暦 ロータリーの動き 社会の出来事
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西　暦 ロータリーの動き 社会の出来事

のロータリーの綱領制定（親睦が目的か
ら外れ物質的相互扶助からの脱却を図る）

 ◇ 大会演説でシェルドン（シカゴRC）が
"He profits most who serves his 
fellows best."を発表

 ◇ カナダでウィニペグRC誕生（米国以外で
初、翌年度加盟）

1911 ◇ 「The National Rotarian」発刊。
   （翌年 The Rotarian と改称）、ポール･

ハリス「Rational Rotarianism」を掲載
（「Toleration：寛容」の起源）

 ◇ ポートランドで第2回大会開催。シェ
ルドンの標語は"He profi ts most who 
serves best."（最もよく奉仕する者、
最も多く報いられる）となってロータリー
宣言の結語として採択。またコリンズ（ミ
ネアポリスRC）が小旅行企画の船上で、
"Service, not self "（超我の奉仕）を
発表したと伝えられ、その後 "Service 
above self "に変更され、シェルドン
の標語と共に広く使用されるようになる
（1921）

1912 ◇ 国際ロータリークラブ連合会に改称（ドゥ
ルース大会 50RC 6,000人 グレン･ミード
会長、ハリス名誉会長）名誉会員制度採択

 ◇ 連合会の綱領とクラブの綱領が分離され
た（親睦と相互扶助を一掃）

 ◇ クラブ綱領５ヵ条を含む模範定款･細則を
発表。クラブ綱領に"service"初出

 ◇ 歯車のロータリーマーク制定。管区（地区）
制制定

 ◇ シラキュースRCの身障者対策が、やがて
トレドRCやエリリアRCのエドガー ･ア
レン等によって、国際身体障害児協会の
設立につながる（社会奉仕活動の顕在化）

◇ 労働者保護法である工場法を制定

◇ 中華民国成立1月（清朝滅亡）、

第一次護憲運動が始まり大正デ

モクラシーへ

（T1）
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西　暦 ロータリーの動き 社会の出来事

1913 ◇ 水害援助拠金（オハイオ、インディアナ
両州救済合計$25,000）。身体障害児対
策開始（シラキュースRC）。ロータリー
年度の表現始まる（7月から6月と決定）

 ◇ 道徳律起草の提案（バッファロー大会）。
イギリスがBARC結成（後のRIBI）

1914 ◇ 第1次世界大戦（1914～ 1918）イギ
リスとアイルランドで戦争避難民救済活
動（国際奉仕のめばえ）

 ◇ ロータリー旗採用（ヒューストン大会）。
IM始まる（サンフランシスコRCとオー
クランドRC）

1915 ◇ サンフランシスコ大会でアイオワ州スー
･シティRCの労作である「ロータリー倫
理訓（The Code of Ethics：道徳律）」
を採択（職業奉仕基準の確立）

 ◇ 標準クラブ定款と模範クラブ細則を採用
（クラブ管理の標準化）

 ◇ 地区制度･ガバナー制度の制定。アディ
ショナル正会員制度の制定

 ◇ キワニス･クラブ結成
 ◇ 身体障害児対策を本格開始（トレドRC）
1916 ◇ ガイ･ガンディガー（フィラデルフィアRC）

が 道 徳 律 を 含 む「A Talking 
Knowledge of Rotary（ロータリー通
解）」を著し、連合会が出版（ロータリー
の一般奉仕概念の確立）。青少年活動委員
会設立。米国で出席率競争開始

1917 ◇ アーチ･クランフRI会長が財団の前身
となる「ロータリー基金」（Rotary 
Endowment）を提唱（アトランタ大会）
（ロ―タリー財団の始まり）。RI大会の6
月開催開始

 ◇ 7月、カンザスシティ RCがアーチ・ク
ランフRI直前会長への記念品代として

◇ 大正政変（第三次桂太郎内閣総

辞職）

◇ 第一次世界大戦開戦（7.28）（日

本はドイツに宣戦布告8.23）

◇ 日本が中国に「二十一カ条の要

求」（1.18）を出す

◇ ロシア二月革命（3月）、十月革

命（11月）



－ 620 －

歴
史
年
表

西　暦 ロータリーの動き 社会の出来事

◇ 日本、シベリア出兵を宣言（8

月）、第一次世界大戦終結（11

月）、米騒動

◇ パリ講和会議開催（1月）、朝鮮

で三・一独立運動、中国で五・

四運動、ヴェルサイユ条約調印

（6月）

◇ 戦後恐慌（東京株式市場の大暴

落）

◇ ワシントン海事軍縮条約

　（11.11～ 2012.2.6）

集めた残金$26.50を国際ロータリーク
ラブ連合会に送ってきたので、理事会
（1917.7.25-26）はクランフ会長が提唱
した画期的基金へ預託することを採決し
た（最初の寄付）。

 ◇ ライオンズ･クラブ国際協会発足　名誉会
員制度制定

 ◇ 身体障害児協会設立（トレドRC）
1918 ◇ カンザスシティ RCがカンザスシティ大

会の余剰金$26.50を基金に寄付（最初
の寄付）

 ◇ 連合会綱領に「ideal of SERVICE」初出
 ◇ 戦争避難民救済資金募集（アメリカの各

クラブ）
1919 ◇ 連合会とクラブの綱領が統一される（ソ

ルトレイク･シティ大会）
 ◇ 地区ガバナー国際会議開催（後の国際協

議会）
 ◇ エリリアRCのエドガー ･アレンが国際身

体障害児協会を開始
1920 ◇ 日本最初のクラブ誕生（東京RC：登録番

号855、米山梅吉･福島喜三次両氏の尽
力による）。少年週間開始（ニューヨーク
RC）。奨学金制度開始（アトランタRC）

1921 ◇ 米国外で初めて国際大会を開催（エジン
バラ）。これを記念して綱領の中に国際親
善と平和の項目を加えることを決定（国
際奉仕の綱領化）

 ◇ シェルドンが「ロータリー哲学」講演。
 ◇ ソロプチミスト創立
 ◇ "Service, not self "がこの頃 "Service 

above self "に変更される
1922 ◇ 国際ロータリー（RI）に改称（ロサンゼ

ルス大会 1,243RC、81,000人）
 ◇ ロータリーの綱領改正（現在の原型、６ヵ
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◇ 関東大震災（9.1）

◇ 第二次護憲運動

◇ 治安維持法（4月）納税額の制

限のない普通選挙法公布（5月）

◇ 金融恐慌、取付け騒ぎが続出、

支払猶予令（モラトリアム）発

令

◇ 世界恐慌（10月）始まる

条）。新しい標準RI定款･細則及びクラブ
定款･細則採択。メークアップ制度を含む
出席規定制定（クラブ管理の抜本的改正）

 ◇ 大阪にRCが誕生（登録番号1349）。イ
ギリスでRIBI地域運営が認められる

1923 ◇ セントルイス大会で決議23-34採択
（ウィル･メーニアJr.、ポール･ウエスト
バーグ）（ロータリー理念、原則の確立）

 ◇ 関東大震災に際しRIと各国RCから多額の
見舞金が贈られる（RI：$25,000、合計
$89,000）

1924 ◇ ロータリー徽章の正式規格制定。無地区
時代日本にスペシャル・コミッショナー
初代米山梅吉

1925

1926 ◇ 第1回太平洋地域大会（ホノルル）
 （S1）
1927 ◇ ベルギーのオステンド大会で四大奉

仕 部 門 を 承 認。（Aims and Objects 
Committee：目標策定委員会）（四大奉
仕への転換）。道徳律頒布中止。最初の青
少年交換

1928 ◇ 「ロータリー財団」設立。1931年信託
組織化、1983年イリノイ州法のもとで
非営利財団法人化（財団活動の確立）。ビ
ビアン･カーター著「The Meaning of 
Rotary（ロータリー解析）」出版。ポー
ル･ハリス著「The Founder of Rotary
（ロータリーの創設者）」をRIが出版

 ◇ 第2回太平洋地域大会（東京）
 ◇ 日本が満州、朝鮮を含む第70区に制定さ

れる。初代ガバナーに米山梅吉就任。大
連RC設立。大連RCの「ロータリー宣言」
発表（古沢丈作）
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◇ 昭和恐慌（金輸出解禁）

◇ 柳条湖事件（9月）、満州事変始

まる、北海道、東北地方が大凶

作、沖ノ鳥島を日本領に編入

◇ 満州国建国宣言（3月）、五・一

五事件

◇ 国際連盟脱退を通告（3月）

（1935年発効）

◇ 北海道、東北地方が大凶作、帝

人疑獄事件

◇ 二・二六事件

1929 ◇ モットー廃止提案（ダラス大会29-7）。
1930 ◇ ロータリー創立25周年。パスト･サービ

ス会員制度制定。青少年交換指針発表
 ◇ 日本スマイル箱の原型（ただし罰金徴収

式）が大阪RCで発足
 ◇ ロータリー財団が最初の補助金500ドル

を拠出（エドガー ･アレンの国際身体障
害児協会へ）。シェルドン退会

1931 ◇ ロータリー財団信託宣言
 ◇ 浄財拠出型スマイル開始（東京RC）。道

徳律頒布禁止。日本第1回地区協議会開
催（井坂孝ガバナー）

1932 ◇ 「四つのテスト」創案（ハーバート・テー
ラー）。「国の法律習慣に関する批判」発
表

1933 ◇ 「ロータリアン間の取引関係」を発表。
一都市一RC制廃止。

1934 ◇ 規 定 審 議 会 発 足。 シ カ ゴ 大 学 が
「Rotary?」出版

 ◇ 「国事に関する方針の声明」発表
1935 ◇ 現在の「ロータリーの綱領」ほぼ完成、

前文と四ヵ条の本文という解釈（目的の
明確化）

 ◇ ポール･ハリス夫妻来日。国家間訪問（ロー
タリー友情交換プログラム）設定

 ◇ ポール･ハリス著「This Rotarian Age
（ロータリーの理想と友愛）」をRIが出版

 ◇ 「奉仕の理想」「我等の生業」第70区京
都大会で発表。シェルドン没

 ◇ 弾圧により例会に日の丸･君が代導入（京
都RC）

1936 ◇ 「国家有事中のロータリー活動」発表。
大連宣言採択（区神戸大会）。ロータリー
の日本化運動

 ◇ 「ニコニコ箱」の名称開始（大阪RC）

（19（19（191919191999935年35年35年35年35年35年35年35年35年355年35年55 発効）発効）発効）発効）発効）発効）発効発効）発発効）発発発発

◇◇ 北◇ 北◇ 北◇ 北◇ 北◇ 北◇ 北◇ 北◇ 北◇ 北◇ 北◇ 北◇ 北◇ 北◇ 北北北海道、海道、海道、海道、海道、海道、海道、海道、海道、海道、海道、海道、道、海道、海道、、海道、、東北地東北地東北地東北地東北地東北地東北地東北地東北地東北地東北地東北地東北地東北地東北地東北地東北地東北地方が大方が大方が大方が大方が大方が大方が大方が大方が大方が大方が大方が大方が大方が大方が大方が大方が大方が大凶作、凶作、凶作、凶作、凶凶作凶作、凶作凶凶凶作、凶作、凶作、凶作、凶作、凶作、凶作、凶 帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝

人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄人疑獄事件事件事件事件事件事件事件事件事件事件事件事件事件事件事件事件事件事件
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◇ 盧溝橋事件（7月）、日中戦争始まる

 ◇ 国家総動員法公布（4月）

◇ 第二次世界大戦始まる（9.1）、

国民徴用令公布（7月）

◇ 日本軍北部仏印に進駐、日独伊

三国同盟締結（9.27）

◇ 日ソ中立条約締結、日本軍南部

仏印に進駐、太平洋戦争始まる

（12.8）

◇ 学徒勤労動員始まる。ミッド

ウェー海戦で日本軍大敗（6.5

～ 7）

◇ 学童集団疎開始まる,神風特別攻

撃隊編成（10月）

◇ 広島原爆投下（8.6）長崎原爆

投下（8.9）、ポツダム宣言受諾

（8.14）、日本無条件降伏（9.2）

◇ 五大改革指令（10.11）

 ◇ ドイツでクラブ解散。翌年イタリア･オー
ストリアで解散

1937
1938
1939 ◇ 第２次世界大戦（1939-1945）。日本、

第70、71、72区となる
 ◇ シニア会員制度制定。日満ロータリー連

合会結成（区別府大会）。国際身体障害者
協会設立（エドガー ･アレン）。シニア会
員制度実施

1940 ◇ 第１回日満ロータリー地区連合年次大会
（横浜、5月）。日本のRCがRI脱退（9月）、
名称を変えて各地で例会を続ける。「青少
年への奉仕の目標」発表

1941

1942 ◇ RI第13地区の大会が21カ国政府を代表
する関係者をロンドンに招待して教育文
化交流機構について協議する会議を開催、
これが後にユネスコとして成立

 ◇ チェスリー ･ペリー RI事務総長退任。シ
ニア会員をシニア･アクチブ会員に変更

 ◇ 「ロータリアンに対する事業上の援助と
助言」発表

1943 ◇ RI理事会は、1932年にハーバート･テー
ラー（シカゴRC）が考案した「四つのテ
スト」を正式採用。1954年、テーラー
はRI会長就任に先立ち版権をRIに寄贈

1944

1945 ◇ 49人のロータリアンが国連憲章起草に参
画。ロータリー財団の目標設定。グアム
RCがRI復帰（戦後第1号）
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◇ 昭和天皇が「人間宣言」（1.1）、

東京裁判開廷（5.3）、日本国憲

法公布（11.3）

◇ 日本国憲法施行（5.3）、トルー

マン=ドクトリンの発表（東西

冷戦の開始）

◇ 中華人民共和国が成立、ドイツ

の東西分裂、北大西洋条約機構

（NATO）発足、

◇ 湯川秀樹が日本人初のノーベル

賞を受賞

◇ 中ソ友好同盟相互援助条約、朝

鮮戦争（50～ '53年）

◇ 太平洋安全保障条約（ANZUS）、

（旧）日米安全保障条約締結

1946 ◇ 米山梅吉逝去（4月）。福島喜三次逝去（9
月）

1947 ◇ ポール･ハリス逝去（1月27日、享年78
歳）。日本第1回復帰協議会開催

 ◇ ポール･ハリスを記念してロータリー財団
奨学制度実施（18人）

1948 ◇ 職業奉仕解説書、パーシー ･ホジソン著
「Service is My Business（奉仕こそわ
がつとめ）」をRIが出版。ポール･ハリス
著「My Road to Rotary（わがロータリー
への道）」をRIが出版。職業奉仕（委）廃
止

1949 ◇ 日本のRCがRIに復帰（第60地区：東京、
京都、大阪、名古屋、神戸、福岡、札幌、
他広島含む13RC）。一都市一RC制を完
全廃止。ドイツも復帰。国際協議会がシ
カゴ中心からレーク･プラシッドに移り、
"Enter to Learn, Go Forth to Serve"
掲示開始（ケン･ガーンジイ1947-48 
RIP作）

1950 ◇ ２ つ の 標 語“He profi ts most who 
serves best”と“Service above self”
をロータリーモットーとして公式採用（デ
トロイト大会）

 ◇ 日本からの第1期財団親善奨学生送り出
し（清水長一米国へ。元国連難民高等弁
務官の緒方貞子氏は翌年の2期生）。中国
のRCが解散開始

1951 ◇ 「ロータリー倫理訓」本文を手続要覧から
削除。中国RC解散。RI加盟認証番号廃止

 ◇ ロ ー タリーの綱領の“Objects” を
"Object" に変更、一ヵ条の主文と四つの
付随項目という解釈（アトランティック
シティ大会）
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◇ サンフランシスコ平和条約発効

（4.28）、ヨーロッパ石炭鉄鋼共

同体（ECSC）設立

◇ 奄美群島が本土復帰

◇ 東南アジア条約機構結成

◇ ワルシャワ条約機構の発足、中

東条約機構

◇ ソビエト連邦と国交回復

◇ ヨーロッパ経済共同体（EEC）・

ヨ ー ロ ッ パ 原 子 力 共 同 体

（EURATOM）結成

◇ （新）日米安全保障条約発効、

安保反対闘争起こる

 ◇ 最初の財団奨学生来日（東大）
 ◇ 日本最初のICGF（現IM）開催
 ◇ Aims and Object 委員会廃止。RI加盟

承認番号を廃止
1952 ◇ 東京RCが米山記念奨学金制度立案（翌年

より実施）。「手に手つないで」発表（第
60地区大阪大会）

 ◇ 日本2地区に分割。ロータリー解説書
「Adventure in Service（奉仕の冒険）」
をRIが出版

 ◇日本で初めてのライオンズクラブ設立
1953 ◇ ロータリーの友創刊。第61地区神戸大会

で「手に手つないで」を唄い円陣を作るこ
とが始まる。「それでこそロータリー」発表

1954 ◇ 「四つのテスト」版権がRIに寄贈される。
「四つのテスト」邦訳決定（本田親男）。
エバンストンにRI中央事務局完成

1955 ◇ ロータリー創立50周年。ロータリー財団
の目標改正。日本4地区に分割

1956 ◇ ロータリー財団週間制定。RYLAがオー
ストラリアで発足

 ◇ 規定審議会の最初の隔年会合開催
1957 ◇ 全国規模の米山記念奨学委員会設立。財

団ポール･ハリス･フェロー開始。日本、
5地区に分割

1958 ◇ 世界理解週間制定

1959 ◇ 財団奨学生の目的を国際理解に変更。日
本6地区に分割

 ◇ 「Seven Paths to Peace（平和への七
つの道）」をRIが出版

1960 ◇ 日本、7地区に分割
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◇ キューバ危機の発生

◇ 東海道新幹線・名神高速道路・

首都高速道路相次ぎ開通、東京

オリンピック開催

◇ アメリカはベトナム戦争（第2

次インドシナ戦争）本格介入、

日韓基本条約調印

◇ ヨーロッパ共同体（EC）（6か国）

誕生

1961 ◇ RI第52回東京国際大会開催（参加国及び
地域74以上、23,366人、アジアで最初
の大会）天皇陛下来臨。日本8地区に分割

1962 ◇ 最初のインターアクトクラブがフロリダ
州メルボルンに設立され世界各国に拡大
（翌年、仙台に日本最初のインターアクト
クラブ設立）

 ◇ 世界社会奉仕プログラム（WCS）の導入
（国際奉仕活動の本格化）

1963 ◇ 「国際ロータリーの基本方針」「ロータリー
の基本的特色」「国際青少年計画への指針」
発表。世界社会奉仕委員会企画発表。

 ◇ ポール・ハリス夫人ジーン逝去
1964 ◇ シニア･アクチブ会員、アディショナル会

員制度一部改正
 ◇ マッチド地区とクラブ･プログラム実施

（1963年計画）
 ◇ RI文献日本語翻訳配布事務が東京文献事

務所へ移行
 ◇ 日本10地区に分割。キワニスクラブ日本

に渡来
1965 ◇ マッチンググラント開始などロータリー

財団プログラム改正（各種補助金）。日本
11地区に分割。分区代理制開始

1966 ◇ 研究グループ交換（GSE）発足。職業分
類指針発刊

 ◇ WCS財政援助制限撤廃（金銭的援助の緩
和）。最初のGSE来日

1967 ◇ ロータリー米山記念奨学会を財団法人化。
地区出席競争制定。日本13地区に分割
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◇ 小笠原諸島が本土復帰。このこ

ろベトナム戦争反戦運動・学生

運動非常に高まる

◇ 中ソ国境紛争

◇ 日本万国博覧会（大阪万博）開

催、よど号ハイジャック事件

◇ ドル=ショック

◇ 札幌オリンピック、あさま山荘

事件、沖縄返還、

◇ 中華人民共和国と国交正常化

（台湾断交）

◇ 第一次オイルショック（中東戦

争による）、金大中事件

◇ 沖縄海洋博開催

1968 ◇ 東ヶ崎潔氏RI会長に就任（1968-69）
 ◇ ローターアクト計画発表（同年、川越に

日本最初のローターアクトクラブ設立）
 ◇ 海外ロータリーボランティア制度発足。

世界親睦活動発足。居住地会員制度制定。
アーチ･クランフ賞設定。日本14地区に分割

1969 ◇ 青少年活動週間制定。地区幹事･地区会計
制度制定

1970 ◇ 規定審議会をRIの立法機関として決定（組
織の立法化）

 ◇ 日本ロータリー 50周年。「ロータリー資
料室（現ロータリー文庫）」設立

 ◇ シニア･アクチブ会員制度一部改正。日本
17地区に分割

1971 ◇ 1959年オーストラリアとニュージーラ
ンドで開発されたロータリー青少年指導
者養成プログラム（RYLA）を公式採用
（1976年、大阪と和歌山で、日本で初め
てRYLA実施）。世界社会奉仕推進強調

 ◇ 「公害防止の指針」発表。日本18地区に
分割

 ◇ 「ロータリー日本50年史」出版。ロータ
リー重要文献日本語訳改定実施

1972 ◇ 「環境の改善」発表。RIの立法機関とし
ての規定審議会が初開催（ヒューストン
大会）

 ◇ 第1回ロータリー研究会
1973 ◇ 日本20地区に分割

1974 ◇ 青少年交換プログラム始まる。環境保全
と資源問題の委員会設置。意義ある業績
賞復活。

1975 ◇ 「国法の遵守」発表。「ロータリーの友」
英語版創刊。規定審議会3年毎開催始ま
る。
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◇ ロッキード事件

◇ 第二次オイルショック（イラン

イスラム革命による）

◇ ソ連軍アフガニスタン侵攻（79

～ '88年）、東京サミット

◇ ソ連ペレストロイカ着手、筑波

万博開催。日本航空123便墜落

事故

◇ チェルノブイリ原発事故発生

◇ 国鉄分割民営化

 ◇ RI第366地区（大阪･和歌山）でRYLAを
日本で初開催

1976 ◇ ロータリーの目的（定義）発表
1977 ◇ 日本22地区に分割
1978 ◇ RI第69回東京国際大会開催（参加国及び

地域95以上、39,834人）
 ◇ 保健･飢餓追放･人間尊重（3-H）プログ

ラム発表（RI主導型奉仕活動）
 ◇ 米国カリフォルニア州デュアルテRCが女

性入会を認めたためRIが除名、その後裁
判となる。日本23地区に分割。ロータリー
の目的（定義）手続要覧に掲載

1979 ◇ 職業奉仕週間新設。フィリピンでポリオ
予防接種開始（3H補助金第1号）

1980 ◇ ロータリー創立75周年に合わせ3-Hプロ
グラム推進。「ロータリーの友」公式地域
誌に認定。日本24地区に分割

 ◇ 「道徳律」（RI細則第16条）を完全削除
1981 ◇ RI日本支局開設（現日本事務局）
1982 ◇ 向笠広次氏RI会長に就任（1982-83）。

日本26地区に分割。「日本ロータリー 60
年史」出版

1984 ◇ 「ロータリーの基本的特色」発表。「ロータ
リーの目的」を「ロータリーの定義」と改正。

 ◇ 決議23-34が手続要覧から削除
1985 ◇ ロータリー創立80周年。「ポリオ･プラス

計画」を発表（翌年より実施）（ポリオ撲
滅運動の推進）

 ◇ 日本27地区に分割
1986 ◇ ロータリアンが100万人を突破、日本で

は10万人を超える
 ◇ 決議23-34が手続要覧に復活
1987 ◇ RI職業奉仕委員会復活（40年ぶり）。職

業奉仕に関する声明発表（職業奉仕概念
の変更）。日本28地区に分割
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◇ 青函トンネル開通。瀬戸大橋開

通。リクルート事件

◇ 米ソ首脳会談（マルタ島沖）で

冷戦終結の共同宣言、東欧革命

（民主化）

◇ 消費税施行（3%）、大納会で日

経平均株価の終値最高値を付け

る

◇ 東西ドイツが統一、大阪府大阪

市で国際花と緑の博覧会（花博）

◇ ソ連崩壊、独立国家共同体（CIS）

の創設、湾岸戦争勃発

◇ 大手証券会社の巨額損失補填問

題

◇ 東京佐川急便の巨額不正融資事

件。PKO協力法成立し自衛隊が

カンボジアへ出動、

◇ 学校の週休2日制（第2土曜日休

日制）

◇ 欧州連合（EU）発足（15か国）、

ASEAN自由貿易地域（AFTA）

を設立

◇ 皇太子徳仁親王と小和田雅子の

結婚の儀を挙行

◇ 東京サミット、北海道南西沖地

震、非自民・非共産連立政権で

ある細川内閣が発足

◇ 北米自由貿易協定（NAFTA）

1988 ◇ 広島で第4回ロータリー平和会議開催
 ◇ 「他団体への協力」発表。ロータリー理

解推進月間･会員増強拡大月間新設
1989 ◇ 女性ロータリアンを認める（シンガポー

ル規定審議会）。日本最初の女性会員誕生
（第2500地区　清水RC）

 ◇ 「ロータリアンの職業宣言」採択。
"Service above self "（超我の奉仕）
が第1標語となる。「ロータリーの定義」
文言改正

 ◇ 綱領の和訳文変更。日本30地区に分割
1990 ◇ IGFをIMに呼称変更（日本）
 ◇ 「子供の権利」発表。ロータリー財団寄

付シェア･システムに改正。「われらの天
体、地球の保全プログラム」発表

1991 ◇ 日本ポリオ･プラスキャンペーン終了（募
金総額49億円）。その後、財団ベースで
継続

 ◇ シェアシステム採用。「国際ロータリーの
使命」発表（団体奉仕活動の提唱）。日本
31地区に分割

1992 ◇ 社会奉仕に関する声明（決議92-286）
採択（社会奉仕基準の改正）

 ◇ 環境保全（決議92-287）を発表。アディ
ショナル正会員制度一部改正。日本33地
区に分割

1993 ◇ 世界社会奉仕の目標発表

1994 ◇ 日本34地区に分割

（H1）
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1995 ◇ メークアップ期間の延長。パスト･サービ
ス会員資格改正。「家族」構想開始。家族
週間指定。「ロータリーの定義」改正

1996 ◇ 各地で新世代会議開催
 ◇ 「女性のニーズに応えるロータリー活動

声明」採択

1997 ◇ ニューリーダーシップ･プラン採用。「ロー
タリー家族」構想

1998 ◇ ロータリーセンターの設置（日本では
2002年、国際基督教大学に設立）。出席
規定適用免除改正。「国際ロータリーの使
命」改正

1999

2000 ◇ 日本35地区に分割。CAP（地域社会援
助プログラム、後の地区補助金）開始

2001 ◇ 正会員と名誉会員に統合、シニア、パスト、
アディショナル会員廃止。１業種１会員
制変更。サイバー RCテスト認可。メー
クアップ規定の変更。「国際ロータリーの
使命」改正

を発効、自社さ連立政権である

村山内閣発足、

◇ 大江健三郎がノーベル文学賞を

受賞

◇ 阪神・淡路大震災、東京で地下

鉄サリン事件

◇ 住専処理法が成立、在ペルー日

本大使公邸占拠事件

◇ アジア危機、消費税改定（5%）、

アイヌ文化振興法の成立、臓器

移植法が成立

◇ 日米安保条約の新ガイドライン合

意、北海道拓殖銀行が経営破綻

◇ 山一證券が自主廃業

◇ 長野県で長野オリンピックが開

催、北朝鮮が弾道ミサイルテポ

ドンを日本列島沖に発射、旧国

鉄債務処理法の成立により国鉄

清算事業団を廃止、金融再生関

連法（債権管理回収業に関する

特別措置法など5法）の成立

◇ 情報公開法、周辺事態法の成立、

国旗国歌法、通信傍受法の成立、

茨城県東海村で東海村JCO臨界

事故

◇ 九州・沖縄サミット、白川英樹

がノーベル化学賞を受賞

◇ 小泉内閣の発足、アメリカ同時

多発テロ事件（9.11）発生、対

テロ戦争に参加、皇太子夫妻の

長女・愛子内親王が誕生、野依

良治がノーベル化学賞を受賞
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2002 ◇ 1993年に試験的に実施され1996年に推
奨プランとなった地区リーダーシッププ
ラン（DLP）が義務的実施となる（ロー
タリー第２世紀への体制強化）。ロータ
リー世界平和フェロー第1期生入学。日
本34地区に再編成

 ◇ 創立100周年に向けて「ポリオ撲滅キャ
ンペーン」展開

2003 ◇ 「ロータリー家族」をRI会長強調事項と
した。家族月間設定

2004 ◇ "He profi ts most･･･" を "They profi t 
most･･･"に改正

 ◇ 2000年よりDLPに連動するクラブ管理
プランとして検討され2003年より試験
的推奨が始まっていたクラブリーダー
シッププラン（CLP）の推奨クラブ細則
が発表された

 ◇ 「ロータリーの基本的特色」削除、「ロー
タリーの定義」表示消去

 ◇ RI第95回大阪国際大会（参加国及び地域
112以上、45,595人）

2005 ◇ ロータリー創立100周年記念大会（シカ
ゴ、参加国及び地域161以上、39,460人）

 ◇ 日本に財団学友によるRC誕生（神奈川）、
2007年に大阪でも誕生。CLP推奨細則
一部改正

2006 ◇ 財団の「未来の夢計画」始動（財団の新
方針）

 ◇ 「国際ロータリーの使命」改訂

2007 ◇ 会員資格の変更（財団学友、ボランティ
アリーダーの入会可）

 ◇ 四大奉仕部門をロータリークラブ定款に
明記（2010年に五大奉仕となる）

 ◇ ポリオ撲滅へのビル･ゲイツ財団寄付に対

◇ ワールドカップ 日韓大会、小泉

純一郎首相が北朝鮮の平壌を訪

問、日朝首脳会談（1回目）、小

柴昌俊がノーベル物理学賞、田

中耕一がノーベル化学賞を受賞

◇ イラク戦争, 個人情報保護法が成

立、自衛隊イラク派遣が始まる

◇ イラク日本人人質事件、年金未

納問題、日朝首脳会談（2回目）、

新潟県中越地震、

◇ 拡大EU（東欧10か国が加わり

25か国）

◇ 愛知万博開催、兵庫県尼崎市で

JR福知山線脱線事故、

◇ 郵政解散による衆議院総選挙で

自民党大勝、郵政民営化の関連

法成立

◇ ライブドアショック、堀江メール

問題。北朝鮮が日本海に弾道ミサ

イルを発射。秋篠宮家の長男・悠

仁親王誕生、安倍内閣発足

◇ 平成19年能登半島地震発生、参

議院通常選挙で民主党大勝、新

潟県中越沖地震発生、福田康夫

内閣発足

大阪国際大会で
開会宣言をする千玄室氏
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応してロータリー 1億ドルチャレンジグ
ラント発表（翌年より2億ドルを目標と
して2012年6月末まで継続）

 ◇ RI長期計画（2007-10）発表。「国際ロー
タリーの使命」改正

 ◇ ロータリー財団の使命、標語（Doing 
good in the world）、優先事項など採択

2008 ◇ 決議23-34がロータリー章典から抹消
（手続要覧には記載）

2009 ◇ RI第100回バーミンガム国際大会（参加
国及び地域157以上、16,062人）。RI
職業奉仕委員会再復活。公式名簿巻末の
"Ideal of Service" 説明文削除･改変

2010 ◇ 新世代奉仕が加わり五大奉仕となる
 ◇ "They profit most･･･"を"One profits 

most･･･"に変更
 ◇ 4月の規定審議会で決議23-34第1項を

奉仕の哲学の定義として使用すること
を検討するようRI理事会に要請する件採
択。6月理事会で確定。決議23-34のロー
タリー章典、手続要覧両方への掲載決定
（ロータリー理念の再確認）

 ◇ RI新長期計画発表（2010-13）。Eクラブ
承認。地区の最小単位が1,200人となる。

 ◇ 「ロータリーの定義」的説明文削除。「国
際ロータリーのビジョン」「中核となる価
値観」発表

2011 ◇ 「ロータリアンの職業宣言」を「ロータリー

◇ 野島崎沖でイージス艦衝突事故

発生、長野市で北京オリンピッ

クの聖火リレー、秋葉原通り魔

事件発生。北海道・洞爺湖サミッ

ト開催、麻生内閣発足、南部陽

一郎・小林誠・益川敏英がノー

ベル物理学賞、下村脩がノーベ

ル化学賞を受賞

◇ 新型インフルエンザの感染が広

がる、裁判員制度が始まる、衆

議院総選挙で民主党大勝、鳩山

由紀夫内閣が発足、行政刷新会

議の事業仕分け

◇ 九州南部で口蹄疫の感染が広が

る。社会民主党が連立政権を離

脱、菅直人内閣発足、参議院通

常選挙で民主党が敗北、自由民

主党とみんなの党が躍進。尖閣

諸島中国漁船衝突事件、鈴木章・

根岸英一がノーベル化学賞を受

賞

◇ 東北地方太平洋沖地震、福島第
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の行動規範」と改正変更。WCS（世界社
会奉仕）が廃止され国際奉仕に一元化

 ◇ RI長期計画はRIの「ビジョン」を「本質」
と改正。10月には「長期計画」（和訳名）
を「戦略計画」と改称。One Rotary 構
想推進

 ◇ RI職業奉仕委員会をRI職業奉仕推進委員
会と改称

2012 ◇ 田中作次氏RI会長に就任（2012-13）
 ◇ ポリオ撲滅ロータリー 2億ドルチャレン

ジグラント達成

2013 ◇ "Object of Rotary"の日本語訳「ロータ
リーの綱領」が「ロータリーの目的」と
変更され内容の訳文も改正された

 ◇ 新世代奉仕を青少年奉仕と改称。Eクラ
ブ数制限撤廃。地区の最小単位が1,100
人となる。

 ◇ 子どもの世話や配偶者の仕事の手伝いの
ため仕事を中断した人や同じ理由で仕事
をしたことがない人も正会員になること
ができる。

 ◇ 世界3か所（ベルリン、ホノルル、広島）
でロータリー世界平和フォーラム開催

 ◇ ロータリー財団新補助金プログラム「未
来の夢計画」実施

2014 ◇ ロータリー地域雑誌「ロータリーの友」1
月号より電子版発行（ 地域雑誌の電子化）

 ◇ 新しく「ロータリーの行動規範」が5項
目に修正された。

 ◇ 新しく1月「ロータリーの行動規範」が5項
目に、その後10月には4項目に修正された。

一原子力発電所事故発生（東日

本大震災）、2011九州新幹線が

全線開業、2011FIFA女子ワー

ルドカップで日本代表が初優

勝、野田内閣発足、外国為替市

場で円相場が戦後最高値の75円

31銭を記録

◇ 東京スカイツリーが開業、尖閣

諸島国有化、山中伸弥がノーベ

ル医学賞受賞、笹子トンネル天

井板落下事故、衆院総選挙で自

民党が大勝、日本維新の会も躍

進、民主党が敗北し政権交代、

第2次安倍内閣発足

◇ アルジェリア人質拘束事件、富

士山が世界文化遺産に決定（富

士山-信仰の対象と芸術の源泉）、

東北楽天ゴールデンイーグルス

の田中将大投手が公式戦通算30

連勝の新記録、伊豆大島で土石

流災害

◇ ネット選挙解禁、ねじれ国会解

消

◇ TPP参加や国家戦略特区の設置

を決定

◇ ソチ冬期オリンピック・パラリ

ンピック開催

◇ マレーシア航空機墜落、韓国旅

客船セウォル号沈没事故・ソウ

ル地下鉄追突事故

◇ 富岡製糸場と絹産業遺産群が世
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 ◇ ロータリーの戦略計画の優先項目が4項
目となる。

2015 ◇ 「ロータリー特別月間」を大幅変更（7
月実施）

 ◇ 「ロータリーグローバルリワード」（会員
特典プログラム）が始まる。

2016 ◇ 規定審議会でロータリークラブの運営に
「大幅な柔軟性」が採択され、会員種類、
例会の回数（最低2回／月）、開催日時、
場所や出席免除規定などの柔軟性が認め
られ、クラブ細則で決定できることにな
る。

 ◇ 新たにRI会長の職務内容、RI理事の職務
内容、RI事務局スタッフの行動規範がロー
タリー章典に明記される。

 ◇ 日本ロータリー 100周年委員会が設立さ
れる。

 ◇ アメリカ／ファンドレイジング協会
（AFP）より「卓越した財団賞」を受賞

2017 ◇ 「ロータリー財団100周年」を迎え
2016－17年度は各クラブ、地区、また
地元の人々と共にイベント、特別なロー
タリーデーとして実施され、最後にアト
ランタ国際大会（6月10－14日）で祝う。

界遺産に登録された。

◇ 広島土砂災害、御嶽山が噴火、

小惑星探索機「はやぶさ２」打

ち上げ成功

◇ ネパール大地震発生、米・キュー

バ国交回復、中国天津倉庫大爆

発事故、欧州でシリアやアフガ

ニスタンなどからの難民急増、

パリ同時テロ事件発生

◇ 北海道新幹線開業、熊本地震、

米オバマ米大統領広島訪問、東

京都知事に小池百合子氏当選、

リオデジャネイロ夏季五輪（日

本はメダル41個獲得）、天皇陛

下退位のご意向示唆、米大統領

にトランプ氏当選、国連安保理

は新たに北朝鮮制裁決議、糸魚

川市街大火災

駐韓大使一時帰国、北朝鮮が弾

道ミサイルを発射、金正男暗殺、

韓国の朴槿恵大統領罷免、改正

道路交通法、サウジアラビアの

サルマン国王が46年ぶりに来日

「ロータリー年表」
　（RID2710 PDG諏訪 昭登著）を引用
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　米山梅吉にロータリーの存在を伝えたのは、三井物産の現地法人 Southern 
Products 社の支配人として、既にダラス・クラブの会員であった福島喜三次（き
そじ）です。福島は1915年にダラス・クラブのアディショナル正会員となった最初
の日本人ロータリアンであり、福島の帰国後に、「島」某が彼に代わって入会したと
いう記録が残っています。なお、RIに現存する記録には、彼より古い日本人ロータ
リアンの名前は見当たりません。
　1917年10月に目賀田種太郎男爵を団長とする政府派遣財政経済委員の一員とし
て渡米した米山梅吉（三井銀行役員）が、1918年の正月をダラスの福島宅で過ごし、
「メキシコの 境まで咲く 枯野花」「テキサスの 野の東や 初日の出」他一句を詠んで
います。更に福島のゲストとして、ダラス・クラブの例会に出席したことから、米
山にはロータリーに対する充分な予備知識がついていたと思われます。
　1920年１月に帰国した福島は、アルバート・アダムスAlbert Adams 国際ロー
タリークラブ連合会会長から、年度内に日本にロータリークラブを設立することを
条件に、特別代表の任命を受け、米山梅吉と共に奔走しますが、年度末までに、創
立に必要なチャーターメンバーの数を集めることができず、期限切れとなってしま
いました。

＜外国拡大委員会報告＞
　長年にわたりテキサス州ダラス・ロータリークラブの会員であった福島氏に、
日本の首都東京における組織化の権限が与えられた。同氏は、日本における最
大企業の一つである三井と親密な関係を持っている。

　In Japan authority to organize Rotary in Tokyo, its capital, has been 
given to Mr. Fukushima, who has been a member of Dallas, club for 
many years. He is intimately connected with the Mitsui Company, 
which is one of the largest business organization in Japan.
 1920年アトランティクシティ国際大会報告

　エスタス・スネデコル（Estes Snedecor）連合会新会長は、直ちにパシフィク
郵船横浜支店長ジョンストン（W.L.Johnston）を共同代表に任命して拡大の協力
を命じました。1920年９月１日に設立準備会が開かれ、同年10月20日、チャーター
メンバー 25名が集まって、銀行クラブで創立総会が開催され、東京クラブが誕生し
ました。なお、RIから正式に認証されたのは1921年４月１日になってからです。

日本のロータリー史
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＜東京・日本の加盟について＞
　東京ロータリークラブ加盟に関するすべての業務は完了し、1921年４月１日
を以って連合会の加盟クラブであることを宣言した。この数ヶ月の間に極東を
訪問したロータリアンからの報告によれば、このクラブは東京において影響力
をを及ぼす実業人によって構成され、会員の間にロータリーに対する情熱が育っ
ているとのことである。

　All work in connection with the affiliation of the Rotary Club of 
Tokyo has now been completed and club declared a member club of 
Association, as April 1st, 1921.　Report from Rotarians who have 
visited the Orient during the past few months, indicate that the club 
is composed of influential business men in Tokyo and that Rotary 
enthusiasm among the members is growing.
 事務総長書簡　　1921年３月25日

　初代会長には米山梅吉、幹事には福島喜三次、伊東米次郎、樺山愛輔、小野英次
朗が就任しましたが、福島は僅か二回例会に出席しただけで、1921年３月に大阪へ
転勤になり、大阪クラブの設立に関与した後、上海クラブ会員を経て、1932年10月、
日本最初のパスト・サービス会員として東京クラブに再入会しています。
　福島が最初の日本人ロータリアンとして米山梅吉にロータリーの存在を伝え、東
京、大阪クラブの設立に大きく係わったことから、日本のロータリーの創始者は米
山か福島かという問いを投げかける人もいますが、ロータリーの思想をより深く理
解し、実践し、日本のロータリー運動を実質的に指導した米山梅吉を、創始者とす
ることは極めて妥当な評価と言えましょう。

　　　　　　　　　　＜東京ロータリークラブ創立会員＞　　　　　　　　　　
 深井　英五　　　　日本銀行　　　理事　　　　銀行
 藤野　正年　　　　日本製麻　　　重役　　　　製麻
 福島喜三次　　　　三井物産　　　副支配人　　羊毛輸入
 藤田　　譲　　　　明治生命　　　重役　　　　生命保険
 藤原　俊雄　　　　内外興業　　　重役　　　　自動車販売
 堀越善重郎　　　　内外商会　　　会主　　　　生糸輸出
 星　　　一　　　　内外製薬　　　社長　　　　製薬
 井上敬次郎　　　　東京市電気局　局長　　　　電車
 磯村豊太郎　　　　北海道炭鉱　　重役　　　　石炭
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 伊東米治郎　　　　日本郵船　　　副社長　　　航海
 岩井重太郎　　　　日興證券　　　社長　　　　信託
 樺山　愛輔　　　　日本製鋼　　　社長　　　　製鋼
 梶原　仲吉　　　　正金銀行　　　副頭取　　　為替
 岸　敬次郎　　　　芝浦製作　　　重役　　　　電器製作
 北島　　亘　　　　北島商会　　　会主　　　　株式仲買
 倉地　誠夫　　　　三越　　　　　重役　　　　百貨店
 牧田　　環　　　　三井鉱山　　　重役　　　　鉱山
 長野宇平治　　　　建築技師　　　　　　　　　建築設計
 小野英次郎　　　　興業銀行　　　前総裁　　　産業銀行
 佐野　善作　　　　商科大学　　　学長　　　　教育
 清水　釘吉　　　　清水組　　　　組主　　　　建築
 対馬健之助　　　　東京日々　　　重役　　　　新聞
 和田　豊治　　　　富士紡　　　　社長　　　　紡績
 米山　梅吉　　　　三井銀行　　　重役　　　　商業銀行
 
　創立当初の東京クラブの特徴は、前記の会員名簿からも判るように会員のほとん
どが財界の大御所で占められていたことです。エリート中のエリートから選び抜か
れた大企業の社長や重役といった顔ぶれが並び、弁護士、医師等の自由業の会員は
見当たりません。この最初の人選が前例となって、戦前の日本のロータリーは功成
り名を遂げた財界人が入るクラブという錯覚を生みだし、更に、社会的地位とロー
タリアンの質とを混同する過ちを冒すことになります。
　会員が財界人であるがゆえ、金銭を介する［物質的相互扶助］の必要もなく、米
山梅吉の方針によってロータリーの奉仕哲学の探究に真摯な態度で取り組み、個人
奉仕の原則もよく理解されていた反面、クラブ組織としての管理運営はあまり省み
られませんでした。当初は例会も月一回であり、かつ、たびたび流会し、出席率も
悪く、また規約に対する関心も薄かったと言われています。

　1923年９月１日、関東大震災に対するRIと全世界のロータリアンの友情と援助
が、東京クラブのロータリアンに大きな影響を及ぼします。震災直後の９月４日に
はRI会長ガイ・ガンディカーからの励ましの電報が、更に、その翌日には、RIから
25,000$を、震災復興資金として贈る旨の通知が届きました。この義捐金は、国際
理解と親善のための基金として貯めていたアーチクランフ基金（現在のロータリー
財団基金の前身）を取り崩したものという説と、RIの災害基金から支出したという
説がありますが、何れが正しいかは不詳です。
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＜RI会長ガイ・ガンディカーよりの電文＞
　RIおよび全ロータリークラブは深い同情の意を表す。如何なる事であろうと、
遠慮なく申しつけられたし。
　Deepest sympathy Rotary international and all Rotary clubs. Is 
there any particular thing we can do.

　これが呼び水となって、世界各国の503クラブからの分を含めて、合計89,800$
の義捐金が寄せられました。東京クラブはこの義捐金で、東京と横浜の小学校188
校への備品寄贈、東京孤児院の新築、殉職警察官遺族の援助、木下正中会員の産科
病院再建事業を行いました。東京孤児院は翌年完成し「ロータリーの家」と呼ばれ
ていましたが、第二次世界大戦で焼失して現在は残っていません。
　東京クラブは、このロータリーの友情を契機にして、今までの月一回の例会を毎
週開催するよう改めたと言われています。

　福島喜三次の大阪転勤を機会に、関西財界人の間にロータリーに対する関心が高
まり、英米訪問実業団の一員として渡米した星野行則がシカゴへ赴き、直接、RI事
務総長チェスレー・ペリーと会談して、大阪クラブ設立の意向を伝えました。日本
におけるロータリーの拡大に積極的だったチェスレーは、拡大に関する直接の指導
を与えると共に、星野に大阪クラブ設立に関する全権を委嘱しました。帰国した星
野は、福島と協力して拡大の作業を進め、1922年11月17日、大阪クラブが設立さ
れます。初代会長は星野行則、副会長村田省蔵、幹事は福島でその任にあたりました。
　この年が、国際ロータリークラブ連合会が国際ロータリーに改組され、これに伴っ
て定款・細則の抜本的改正が行われた年であったことに加えて、チェスレー・ペリー
の強い影響を受けて設立された大阪クラブは、当初から管理運営面の充実を図り、
出席規定の遵守、例会の時間励行、クラブ歌の制定、親睦会、定款翻訳などが積極
的に実行されました。もっとも、1922年６月以降に設立されたクラブは、RIによっ
て定められた標準クラブ定款を採用し、それに従うことが義務づけられましたから、
これを以て大阪クラブの特徴とは言いきれないかも知れません。

　　　　　　　　　　＜大阪ロータリークラブ創立会員＞　　　　　　　　　　
　　　浅井　義周 　江崎　政忠 　藤沼　庄平 　福島喜三次 　長谷川畦五郎
　　　平生釟三郎 　星野　行則 　伊藤忠平衛 　片岡　　安 　片岡　直方
　　　木村　　清 　木間瀬策三 　北田内蔵司 　清瀬　一郎 　児玉　一造
　　　小林　一三　 前田　松苗 　村田　省蔵 　坂田　幹太 　関　　　一
　　　下村耕次郎 　進藤嘉三郎 　高原　　操 　高石真五郎 　八代　則彦
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　その後、大阪クラブをスポンサーとして神戸クラブが、東京クラブをスポンサー
として名古屋クラブが創立され、更に、京都、横浜と順次クラブが増えていきました。
　京都ロータリークラブが誕生したのは1925年10月。1921年４月、東京ロータ
リークラブが日本で最初のロータリークラブとして創立されたあと、大阪（1923年
２月）、神戸（1924年８月）、名古屋（1924年12月）についで、５番目でした。登
録番号は、2184。
　設立は京都商工会議所専務理事（のち会頭）で、生糸問屋の竹上藤次郎が友人た
ちに呼びかけて賛同を求めたのが発端でした。当時、日本のロータリー運動は東京、
大阪のロータリークラブ創設を端緒にして各地から設立希望が起こり、京都も例外
ではありませんでした。国際ロータリー（1922年、ロサンゼルス国際大会でロータ
リークラブ国際連合会を改称）は、まだ地区（District）制度がなかった日本の状況
のなかで、こうした動きに対応する機関の必要性から1924年７月に東京ロータリー
初代会長の米山梅吉をスペシャル・コミッショナーに任命。現在のロータリーの地
区ガバナーのような職務を委嘱していました。
　竹上は、京都ロータリー設立にあたって米山スペシャル・コミッショナーを訪ね、
ロータリー運動の理念に触れると同時に、東京ロータリークラブの井坂、犬丸らと
の会談を重ねて設立のための指導を受けました。
　1925年７月22日、竹上は京都ホテルに広岡伊兵衛ら18人を集めて設立のための
初の懇談会を開きました。座長をつとめた竹上はアメリカのロータリーの発祥の経
緯、世界のロータリー活動の現状などを報告、満場一致で創設に賛成するなど、以
下の申し合わせを行いました。
　　 ▽  例会は毎週１回、水曜日、午後０時半。
　　 ▽  禁酒主義、時間厳守、出席を奨励し、欠席は予告する。
　　 ▽  ３人の委員の選出（委員長　竹上藤次郎、後川文蔵、広岡伊兵衛）。
　９月５日には第２回協議会を開き、９月19日の第３回の創立相談会で職業分類に
伴う25人がチャーター会員となりました。

　　　　　　　　　　＜京都ロータリークラブ創立会員＞　　　　　　　　　　
武田五一（建築学者）、竹上藤次郎（生糸業）、広岡伊兵衛（友禅染業）、
藤本田蒔（広告業）、福田浅次郎（骨董品売買）、平井権七（ポンプ業）、
平野吉兵衛（鋳金工）、堀野久蔵（酒造業）、稲垣恒吉（火災保険業）、
井上武夫（ホテル経営）、川上清（弁護士）、錦光山宗兵衛（陶磁器製
造）、久保田庄左衛門（売薬業）、松尾喜七（鹿の子製造）、宮本儀助（半
襟問屋）、中西亀太郎（医学者）、大谷塋韶（社会事業）、六鹿清次（取
引所員）、島津常三郎（学術機械製造）、下村正太郎（百貨店）、塩見清
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（観光案内）、後川文蔵（新聞業）、田中博（電灯業）、田中利七（刺繍業）、
戸田徳治（石炭業）
注： 国際ロータリー第2650地区地区史編纂時ごろまでは創立会員

は35人と伝わっていましたが、その後、RI加盟申請書の写しに
より、創立会員は上記25人であることがわかりました

 
　初代会長には武田五一、副会長に竹上藤次郎、幹事に井上武夫が選出されました。
　10月17日に京都ホテルで開かれた発会式には、米山梅吉スペシャル・コミッショ
ナーをはじめ、東京ロータリークラブ井坂孝会長、大阪ロータリークラブから村田
省蔵前会長、名古屋から生駒重彦会長らが来賓として出席。京都の会員は紋付き羽
織袴姿で一同を迎えました。
　創立披露会が開かれたのは10月28日。シカゴ本部からのチャーターの伝達はな
かったが、チャーターナイトを彷彿させる雰囲気で、会場となった京都ホテルには
米山をはじめ東京、大阪、名古屋から会長、幹事や入洛中のハワイ・ロータリーク
ラブのアン・クーパー氏ら20人が来賓として集まりました。認証状の伝達式（チャー
ターナイト）は12月24日でありました。
　当初は、RIによる直轄クラブとして地区設定はされませんでしたが、1928年朝鮮、
満州を合わせて第70地区として、RIより正式承認を受けることになります。正式認
定とはいうものの、当時７クラブしかなかった地域を地区として承認することには
かなりの無理があり、日本の強引な提案にアジア各地のクラブからの反発もあり、
RIがしぶしぶ了解したというのが真相のようです。

　1930年にロータリー創立25周年を祝う国際大会がシカゴで開催されました。日
本を代表して出席した貴族院議長徳川家達公爵（東京クラブ名誉会員）が儀仗黒騎
隊による送迎をうけた上、大会のスピーカーとして「民族の勃興」と題する演説を
流暢な英語で行って、大きな感銘を与えたと言う記録が残っています。
　1922年にヨーロッパで最大のロータリークラブ数を擁する、イギリスとアイルラ
ンドがＲＩＢＩ（Rotary International British & Ireland）を結成したことから、
世界各地で、RIの管理から離れて、地域分権を求める気運が高まってきました。日
本も、これに倣って、日本、満州、朝鮮でＲＩＪＭ（Rotary International Japan 
& Manchuria）を結成しようとする［ロータリーの日本化］が真剣に論議され、
1936年に神戸で行われた地区大会で、大連クラブのロータリー宣言［大連宣言］を
採択する旨の動議が、直木太一郎によって提出されましたが、［ロータリーの綱領］
の改正を意図するものとして大激論となりました。
　これは1934年に神戸クラブから提案されたロータリー用語に外国語を廃止し、例
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会様式の外国模倣をやめて日本式に変え、ロータリー標語を解り易い日本語に変え
ようとする流れをくむものであり、国際大会で決定した［ロータリーの綱領］を勝
手に変更することはできないとする米山梅吉と、正しい日本語と東洋的思考からロー
タリー精神を説いた［大連宣言］を英訳することによって、逆に、［ロータリーの綱領］
を改正すべきだとする村田省蔵とが激しく対立しましたが、結局、この宣言は、ロー
タリーの綱領の内容を補足するものとして、大会宣言することで収拾されました。
　大連クラブ会員、古沢丈作の作であるこの［大連宣言］は、ロータリーの日本化
を図るものとしての批判がある一方で、［ロータリーの綱領］と［ロータリー倫理訓］
の精神を、格調高い日本語で適格に表現した最初のドキュメントとして、高い評価
を受けています。

　ロータリーソング、［奉仕の理想］と［我等の生業］は、この一連の［ロータリー
の日本化］の流れの中で、1935年に作られたものです。この頃から、日本のロータ
リー運動は受難の時代に入ります。ロータリーという名前やその本部がアメリカに
あることから、秘密結社やスパイと疑われ、果てには、フリーメイソン説まで飛び
出すありさまで、右翼団体や軍部から再三にわたる嫌がらせや干渉を受けることに
なります。クラブ旗の隣に国旗をかかげ、月初めに国歌を唱うという、現在では極
く普通の例会風景も、実は国家への忠誠心を示すために考えられた、この当時の歴
史的な名残なのです。
　1939年、日本は朝鮮、台湾、満州を含む三地区（70･71･72）に分割され、そ
の三地区の統轄機関として日満ロータリー連合会が結成されました。この連合会結
成は、軍部の矛先をかわすために考えた最後の手段であり、米山梅吉より全権を委
譲された芝染太郎が、密かに短刀を懐にしてチェス・ペリーとの交渉に臨んだと言
われています。1940年５月、連合会の最初の年次大会が横浜で開催され、ロータリー
綱領の改訳、皇軍への感謝、傷病兵慰問なとが決議されました。
　何とかロータリー運動を継続しようとした努力も功を奏せず、1940年８月８日の
静岡RCに引き続いて、８月19日岡山RC、８月21日京都RC、９月５日神戸・今治・
帯広、９月11日東京とクラブ解散の憂き目を見ながら、日本のロータリークラブは
その名前を、東京水曜クラブ、大阪金曜会、神戸木曜会、札幌職能クラブなどと変えて、
密かに非公式例会を続けることになります。米山梅吉は東京クラブ解散に当たって、
重い足を引きずるようにしながら壇上に立って、「奉仕の理想はあくまでも堅持した
い」と最後の挨拶をしました。
　ロータリーの組織が壊滅したにもかかわらず、その活動が継続されたことは驚異
に価する事実です。戦前の日本のロータリアンの心にロータリーの理念が完全に理
解されていたが故、組織がなくなっても、運動自体は何ら変ることなく継続されて
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いたのでしょう。

　各曜会の会合は、初めのうちは従来のロータリークラブ時代の例会と同じように
運営されていましたが、物資の欠乏と共に、弁当持参や、誕生祝いのケーキの代わ
りに水飴を贈った（東京クラブ）というエピソードが残っています。その後例会場
の軍接収、空襲による破壊などによって、集まる場所を転々と変えたり、例会を一
時中断しながら終戦を迎えます。
　終戦直後の1946年、日本ロータリーの創始者である米山梅吉と福島喜三次が相次
いでこの世を去り、翌1947年１月にはポール・ハリスも78才の天寿を全うします。

　1946年１月、東京水曜クラブの小松隆会長が、GHQのバラード大佐に託したRI
復帰に関する要望書が、同年５月に、ラブジョイ事務総長を経てRI理事会に提出さ
れましたが、現在の時点ではいかなる措置もとることができないとして否決され、
翌1947年１月の大阪金曜クラブ会長からの要望書も同様の措置がとられました。
1947年３月、RI復帰のための協議会が結成され、各地各曜会の有志が東京工業倶楽
部に集まって復帰準備が始まり、東京水曜クラブの会長が再度、RIに復帰要請書を
送ります。1947年７月の記録によると、当時各曜会と名称を変えて例会を続けてい
るクラブは18であり、その会員数は1,050となっています。ロータリーの名称こそ
使えなかったものの、各曜会の例会には、駐留軍として在日していた連合国のロー
タリアンが再三訪れ、盛会であったと言われています。
　再三にわたる日本のRI復帰要請に、二度にわたって日本の現状を視察した副事務
総長ジョージ・ミーンズからの報告を受けたRIは、理事会において協議を重ねた結果、
1949年３月23日に東京クラブのRI復帰を決定し、これに続いて京都、大阪、名古屋、
神戸、福岡、札幌の７クラブが順次RIに復帰し、第60地区として戦後の日本のロー
タリー運動が再開されることになります。

　東京クラブのチャーターナイトは同年４月27日に開催され、マニラ・クラブの会
員であったマッカーサー元帥（東京クラブ名誉会員）や吉田茂首相からの祝辞が披
露されたと言う記録が残っています。
　公職追放者を会員として認めるか否かが、大きな問題点でしたが、経済界におけ
る公職追放者を会員として認めないならば、クラブとしての体をなさないと言う日
本側の主張が受け入れられたため、日本のロータリーは戦前からの指導者を失うこ
となく再出発することができたのです。

　RI脱退中もロータリー例会はそのままの非公式例会を続けていたことが大きな評
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価を受け、クラブ歴、個人歴共に、この期間を含めることが認められることになり
ましたが、RI復帰に際して、戦前の日本のロータリーの強引な手法を牽制する意味
から、次の条件が付けられました。
（1）離脱中の各曜会、各曜クラブの解散
（2）RIの定款・細則の厳守
（3）RIへの義務の完全履行 
　更に、「各クラブはそれぞれRIに直結しているので、クラブが地区や国単位で固まっ
て行動を起こさない」ことを誓約して、戦後の日本のロータリーは歩み始めます。

　戦後の日本ロータリーは、地域限界割譲と共有による、急速な新クラブ拡大と、そ
れに伴う地区分割を繰り返してきました。復帰当初７クラブ１地区であったものが、
現在は2,281クラブ34地区という数は、世界に例を見ない増加率とも言えましょう。

（2014年２月末現在）
　米山奨学会の設立、三度にわたる国際大会招致、東ケ崎潔氏および向笠次氏のRI
会長就任等々の、日本のロータリーにとっての重大な出来事を重ねながら、今日に
至っています。

（出典：ロータリーの源流　RI2680地区 田中毅PDG）
（京都クラブの歴史についてはRI2650地区誌より抜粋）

国際ロータリー脱退の辞国際ロータリー脱退の辞

拝啓　時下各位益御清祥慶賀此事に奉存候
　陳者各位と共に終始其発展に努力致し來り候ロータリー運動も一旦廃止の己むを
得ざる事態に立到り候こと誠に今昔の感に堪へざる次第に候
　多年間断なき無数の會合に於て舊ロータリー倶楽部が重きを會員各自の職能に措
き往來親睦に手を握りて互に相勵まし陰に陽に奉仕の一念を以て事に従へる為過去
二十年ロータリーが清新にして而かも活溌なる社交機關として世の信認を博せるこ
と偶然にあらずと存候
　其発展に於ても日満四十八市を網羅し軅ては百倶楽部の陣容を整へ恰も東亜勃興
の新機運に参して大いに國際正義の達成に資するを得んことを庶幾し昨年既にク
リーブランドに於けるロータリー世界大會に向ひ吾が主張を聲明しロータリーの組
織を改め國家単位の機構に礎石を置かんとし益多望なる前途を豫期せる際不幸なる
影響を受け意外の蹉跌を見るに至れること此上なき恨事と申ぐべく御同様残念に堪
へざることに候
　何れにもせよ國際ロータリー離脱のことは豫て其組織關係に更改を企圖致居候こと
にも有之旁日満ロータリー倶楽部解散の決行は乍遺憾誠に己むを得ざりし次第に候
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　抑も奉仕の理想に基き各自の職能により國家社會に貢献し公益の増進にカめ外は
以て國際の諒解を正しくせんが為めに實業及び専門職業人たるロータリアンが努力
多年に亘り會員間に醸成したる特殊の熱情は一度ロータリアンたりしものの永く保
持して用を為さんとする處にして是即ちロータリーの後身として新社交倶楽部を創
設し従來の意義ある友交開係を継続致し度き希望に燃ゆる所以に候
　先般臨機に委員を擧げ協議の結果假定致候規約案は曩に御手許へ差上置候通りに
候右御準用の上今や適宜御発會被成候て然るべき時節と相成候やう存候
　大阪に於ては既に規約を設け金曜會を創立各地にも夫々類似の御催あり且又一二
直ちに倶楽部の組織に出てんとする處も有之ことに承知致候
　斯くて所在に新組織成立致候上軈て一定の名稱及び相互の連繋等に付き工夫を要
する時機不遠到來可致存候へ共従來の日満ロータリー聯合會は既に全く解體、月刊
機關誌も廃止のことに致し目下残務の整理に従事罷在候自然の成行は御承知被下候
通りに候
　凡そ忠良なる日本國民として臣道實践の方途は多々可有之支那事変以來舊ロータ
リーの対外活動に於ても之を見たることに候へ共今や純日本主義に創設さるべき吾
等の新組織は更に大に其主義精神を発揚して國家社會に貢献し殊に現下の非常時局
に即応する為め各自の職場に於て大政の翼賛に寄興致すべきこと必然と存上候以上
貴意を得るに當りロータリー過去の歴史を回顧し感慨無量文辭悉きず偏に各位の御
自重を所り候
　　　昭和十五年十一月十六日 敬　具 

米　山　梅　吉

国際ロータリー復帰関連RI 議事録抄

第270項　日本へのクラブ再導入の件（1946年５月―６月）
【報告】日本の旧東京ロータリークラブの元ロータリアンから受領した通信の件が理事会に報告
された。内容は「米国および他のロータリー世界の感情および状況が許ししだい、日本の旧ロー
タリークラブ（複数）の会員（複数）は、ロータリーフェローシップへの復帰許可を切望して
いる」ことが記載されている。またその手紙には、日本ではロータリークラブ解散後も多くの
旧ロータリークラブが、他の名称の下で会合を現在にいたるまで持ち続けていることも示され
ていた。
【決定事項】日本にロータリークラブを再導入する問題に関して、理事会としては残念ながら現
時点では如何なる措置も取ることはできない。
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第197項　日本へのロータリークラブ再導入の件（1947年１月）
【報告】日本の旧大阪ロータリークラブの元ロータリアンで、現在大阪金曜クラブの会長をして
いる人から受領した通信が理事会に報告された。内容は旧大阪ロータリークラブはあらゆる意
味で廃止されておらず、貴組織にはいることを熱望している。さらに早期に国際ロータリーに
よる公式な認証を獲得したいという希望を持っており、大阪ロータリークラブとして復帰する
方法に関するアドバイスあるいは指示を求めている。
【決定事項】理事会は、日本へのロータリークラブの再導入に関する1946年５月の決定事項を
再度肯定した。すなわち、日本にロータリークラブを再導入する問題に関して、理事会として
は残念ながら現時点では如何なる措置も取ることはできない。

第66項　日本へのロータリー再導入の件（1947年７月）
【報告】東京水曜会（旧ロータリークラブ）の会長から受領した最近の手紙（複数）に鑑みて、
理事会は日本へのロータリークラブの再導入に関して考慮を払い、下記を記録に残した。
【決定事項】日本へのロータリークラブの再導入に関する最近の通信を再吟味した後、日本ロー
タリークラブを再導入する問題に関して、理事会としては残念ながら現時点で如何なる措置も
取ることはできないことに合意した。

第68項　日本と韓国へのロータリー再導入の件（1948年７月）
【報告】日本へのロータリー再導入問題に関連し、現在までの入手情報を理事会は再吟味した。（そ
の結果）この件をさらに検討する前に、日本における諸条件等に関する直接的かつ客観的な情
報入手が必要であるとの感触を理事会は持った。副事務総長であるジョージ・ミーンズがイン
ドから近々帰国する予定なので、彼に日本を訪問させ、さらにインドからシカゴへの旅行にか
かわりを持つロータリアンやその他の人と協議させれば、上記情報が確実に入手できることに
理事会は思い至った。また、副事務総長のジョージ・ミーンズは、韓国に関する客観的な情報
を同時に確実に入手できるとの感触を理事会は持った。
以上により下記を記録に残した。
【決定事項】― 極秘、非公開でお願いします ―
　副事務総長のジョージ・ミーンズがインドからシカゴへの帰路、日本と韓国の諸条件に関し
て十分な調査ができるように手配することを理事会は事務総長に指示した。さらに中国、フィ
リピンのロータリアンやその他の人の対応が日本・韓国へのロータリー再導入に影響を及ぼす
可能性があるので、事実確認のためミーンズが彼らと協議できるように手配することを理事会
は事務総長に指示した。
　副事務総長のジョージ・ミーンズの報告があるまで、理事会は日本および韓国へのロータリー
の再導入の問題に関する行動を延期する。

第163項　日本へのロータリーの再導入の件（1949年１月）
【報告】理事会は1948年７月の会合において、副事務総長のジョージ・ミーンズがインドから
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シカゴへの帰路、日本の諸条件に関して十分な調査ができるよう、さらに中国、フィリピンのロー
タリアンやその他の人の対応が日本へのロータリー再導入に影響を及ぼす可能性があるので、
事実確認のためミーンズが彼らと協議できるよう手配することを事務総長に理事会は指示した。
副事務総長のジョージ・ミーンズの報告があるまで、理事会は日本へのロータリー再導入の問
題に関する行動を延期した。
　１月の会合において、理事会の指示に基づいて行われた副事務総長のジョージ・ミーンズに
よる日本における調査、および中国・フィリピンにおけるロータリアンとの協議に関する口頭
報告がなされた。
　副事務総長のジョージ・ミーンズの報告により示された事実、および日本へのロータリー再
導入に関する他の種々の問題に関して討論し検討した後、理事会は下記を記録に残した。
【決定事項】理事会は
（a） 最も早い適切な時期に日本へのロータリー再導入を承認する。
（b）  日本における仮ロータリークラブ（複数）結成を支援するため、理事会を代表して訪日

する国際ロータリー事務局員（単数）を指名する件を許可し、会長および事務総長に実
施を命じる。

（c）  上記の仮ロータリークラブの結成に付随する必要な支出をまかなうため、国際ロータ
リーの余剰資金から4,000ドルまたは必要に応じてその一部の支出を許可する。

　1948年７月に要請された任務を完璧に達成した副事務総長のジョージ・ミーンズに対して、
理事会は謝意を表明した。

日本語による初めてのロータリーソング 

　1935年（昭和10年）５月５日、第７回地区大会が京都朝
日会館において開催。祇園の歌舞練場で東久邇宮殿下御臨席
のもと、新作の日本語ロータリーソングが発表された。

◎旅は道づれ 作詞
作曲

杉 村 広 太 郎
吉 住 小 三 郎

（東京）
（東京）

◎奉仕の理想 作詞
作曲

前 田 和 一 郎
萩 原　 英 一

（京都）
（東京）

◎平和を人の世に 作詞
作曲

田 崎　 慎 治
早川弥左衛門

（神戸）
（名古屋）

◎我等の生業 作詞
作曲

高 野 辰 之
岡 野 貞 一

（東京音楽学校教授）
（東京音楽学校講師）

RI2650地区誌より
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　Rotaryという名称は、最初のクラブに於いて、その会合を会員の事業所で交互（in 
rotation）に開いた処から始まったのである。この言葉は国際ロータリー（Rotary 
International）という名称やロータリー全組織を示すのに使用されるほか、ロータ
リーの理想や原理を意味している場合もある。
　如何なるロータリークラブも、個々のクラブとしても、また集団としても、それ
が国際ロータリーの定款に従って設立されていることを示す処のロータリーという
名称以外の名前を付けてはならないし、またロータリーという名称以外の名前の下
に活動してはならない。もっとも、各地区は国際ロータリーの名称を用い、それによっ
てロータリーの理想、原理および目的の普遍性を示すこととなっている。

ロータリーの黎
れいめい

明
　1905年２月23日木曜日の夜は、とても寒い夜で、ミシガン湖から吹き付ける、
小雪まじりの身を切るような寒風が吹き荒んでいました。ポールと、彼の顧客でも
あった石炭商シルベスター・シール Silvester Schiele は、イリノイ街18にあった
マダム・ガリ Madame Galli の店で夕食を摂りながらに、兼ねてから話していたロー
タリークラブ結成の構想を具体的に説明しました。マダム・ガリの店は、テノール
歌手のカルーソーなどの有名人がよく利用する、ポールお気に入りの店でした。

　「私は実業家のクラブについて、ずっと考え続けてきました。それは、シカゴ
にある今までの社交団体とはまったく違った、新しい種類のものなのです。」
　「それは、どのように違って、どんな意味を持つクラブなのですか？」
シールは尋ねました。
　「そうですね。知己と友情を充分に強調したいですね。しかしそれだけではなく、
会員同士がお互いのビジネスを伸ばせたらいいと思います。それは難しいはずは
ないと思うのですが。」
　「例えば、二人の会員が同じ職業を持つことができないと決めればいいでしょ
う。そうすれば、クラブの中には競争相手がなくなります。もし会員の誰かが品
物やサービスが欲しい時には、クラブ内の人と取引する義務を持たせたらいいで
しょう。相互扶助の一種だけれど、どう思います？」

[Golden Strand ― Oren Arnold ―　田中毅訳] 

ロータリーの名称とエンブレム
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　シールはポールの構想に全面的に賛同しました。二人はシカゴ川にかかる橋を渡っ
て、シカゴ市ディアボーン街127 N．ユニティビル711号室にある鉱山技師ガスター
バス・ロア Gustavus Loehr の事務所に行きました。そして、既にその場で待機
していたロア、洋服生地商ハイラム・ショーレー Hiram Shorey と共に、ロータリー
クラブ設立のための最初の会合が開かれたのです。

　友人たちを見て微笑んでいたポールは、突然、緊張した面もちになって話し
始めました。
　「ハイラム君。君は我々の新しいクラブの中で、仕立て屋という職業を持って
います。私は弁護士です。それぞれのメンバーは自分自身の職業を持っている
のですから、我々はお互いに、自分の職業を活かした取り引きをしてはどうで
しょう。」  [Golden Strand ― Oren Arnold ―　田中毅訳] 

　この日の会合では、「一人一業種で親睦を深める会を作る」という設立の主旨が熱っ
ぽく語り合われ、クラブには実業人だけではなく法律家、医師、宗教家と、あらゆ
る職業の人を集めることになりました。
　なお、国際ライオンズの公式文書に、「当時19歳だったポール・ハリスの弟レギ
ナルド・ハリスがその場に居合わせていたので、この最初の会合は五人であった。」
と記載されていますが、その真偽の程はわかりません。

　レッグの兄ポールは、1905年にシカゴでロータリーを創立した人であり、当
時19歳の若者であったレッグは、ロータリーが誕生した事務所に居合わせた五
人のうちの一人でした。  [Lions International 資料 ―　田中毅訳] 

　シールはインディアナ州クレイ出身のドイツ系であり、地域社会や教会の活動で
中心的役割を果たしました。ポールとは終生の友人であり、現在も、ポールとシー
ルの墓は仲良く隣同士に並んでいます。
　ロアはイリノイ州カーリンビル生まれのドイツ系であり、情熱的な性格の持ち主
でした。経済的理由からロータリーを退会した後、不慮の事故で亡くなっています。
　メイン州リッチフィールド出身のショーレーも、やむを得ない事情で退会してい
ますので、最後まで会員身分を保持できたのは、ポールとシールだけということに
なります。
　1905年３月９日に、ウォルフビルにあるハリスの事務所で開かれた２回目の会合
では、再びクラブの主旨と今後の可能性について討議されました。
　出席者はポール・ハリス、シルベスター・シール、ガスターバス・ロア、ハイラム・
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ショーレーに加えて、印刷業ハリー・ラグルス Harry Ruggles、不動産業ウイリア
ム・ジェンセン William Jensen、楽器製造業アルバート・ホワイト Albert White 
が参加し、事業の経営者、共同経営者、または会社役員でなければ会員になれない
ことが決められ、更に、今後の会合の持ち方について、会員の事業所を持ち回りし
てはどうかという議論が戦わされました。

「個々の会員の事務所で代わる代わる例会をしたらどうだろう？」
　ハリスはそう提案しました。
「その方法なら、我々それぞれはすぐお互いの職業に対する詳しい知識がつくは
ずです。持ち回りという取り決め事はすばらしいことだと思います。」
　その考え方は貴重な意見だったので、満場一致で採用され、例会は楽観的な
雰囲気の中で終わりました。

[Golden Strand ― Oren Arnold ―　田中毅訳] 

　３回目の会合は、３月23日にステート通12にあるシルベスター・シールの事務
所の石炭置場で開催され、この会合の出席者は、ハリス、シール、ロア、ショー
レー、ラグルス、ジェンセンに加えて、保険業チャールズ・ニュートン Charles 
Newton、洗濯業アーサー・アーヴィン Arthur Irwin が含まれていました。
　シールの会社で会合を開いたことを記念して、ポールの指名によって初代会長に
シルベスター・シールが就任したことは、実質的な主宰者であるポールの謙虚な人
柄が忍ばれると共に、依頼されたことは、どんなことでも快く引き受けるというロー
タリーの伝統として、現在に引き継がれています。ショーレーは記録担当幹事に、ジェ
ンセンは連絡担当幹事に、ラグルスは会計の仕事が割り当てられました。すべての
役職は、満場の拍手をもって選ばれ、シール会長は激励と善意についての短いスピー
チをしました。
　この日の会合で、新クラブの名称が検討されましたが、ロータリークラブという
名前が決まったいきさつは次のようなものでした。

　彼らは、自身たちのことをブースター・クラブ Booster Club（推進者）と
呼ぶことを考えついた。
　「ブースター？ 電圧の上昇？」
　辞書はその意味を、前進を助けるために、下から持ち上げるか押し上げると
解説している。悪くない！ 現在のアメリカのはやり言葉だ。どんな都市にも、
どんな小さな町にも、大学や高校は、ブースター組織を持ち、その数は少なく
とも20以上はあるだろう。
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　しかし、思慮深い考えが、ハリスとシールに、その名前をクラブにつけるこ
とを思い留まらせた。我々はシカゴを押し上げることに関心があるのではない
し、いわんやこのクラブを押し上げることでもないことを指摘した。すでに、
そのような義務をもっている商工会議所という特別な組織ができていると、ポー
ルは説明した。クラブの会員の望みは、世間の注目をあびている彼ら自身を“押
し上げる”ことではないのか。彼らが望んでいるのは、相互取引によってより
多くの金を稼ぎ、毎週の例会でささやかな楽しみを持つことだった。
　ラウンド・テーブル・クラブ the Round Table Club はどうだろうと、誰か
が提案した。これもまた悪くはない。アーサー王の円卓会議は、重要な人が参
加することで有名であり、高貴でもあった。しかし、その名前には新鮮味がなかっ
たし、新しい国の生き生きした都市には、まったくふさわしくなかったし、皆
もそう思った。
　ポール・ハリス自身は、クラブに対する彼の考えを率直に言い出してくれた
ことに感謝の念をいだいた。
　「コンスピレーターズ・クラブ（共謀者）the Conspirators Clubと呼んだら
どうだろう？」
　長時間、誰も一言も発しなかった。彼らはその名前のことを考えて座っていた。
ついに、たまり兼ねた一人が尋ねた。
　「なぜ 共謀者なんだい？ 我々は何を共謀しようとしているのかい？ その言葉
は、普通、あまり良くない行為を意味すると思うんだが。」
　ポールは必ずしも、そういうふうには考えなかったけれども、言外の意味が、
本来の趣旨を混乱させるかもしれないと考え、その意見に賛成した。提案は却
下された。
　ザ・シカゴ・フェローシップ ………………the Chicago Fellowship 
　ザ・ブルー・ボーイズ ………………………the Blue Boys 
　シカゴ・サークル ……………………………Chicago Circle 
　ザ・レイク・クラブ …………………………the Lake Club 
　ＦＦＦクラブ 
　メン・ウイズ・フレンズ ……………………Men with Friends 
　フレンズ・イン・ビジネス …………………Friends in Business 
　トレード・アンド・トーク・クラブ ………Trade and Talk Club 
　ウインディ・シティ・ラウンドアップ ……Windy City Roundup 
等々の１ダースを超える候補名が卓上を賑わした。ビシッと決めるような発言
をする人は誰もいなかった。
　最後に誰かが言った。
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　「我々はお互いの事務所で、一種のローテーションを取り決めて、会合を開い
ている。ロータリークラブ Rotary Club と呼んだらどうだろう。」
　残念なことには、その言葉を誰が発したのか、幹事はそのことを記録してい
なかった。１年後には、そのこと自体を誰が覚えていたかすら疑わしくなった。
現在、そのことを知っている人がいないことだけは確かである。

 [Golden Strand ― Oren Arnold ―　田中毅訳] 

　この会合でロータリークラブという会の名称が決まり、会員身分や役職も一年限
りでローテーションすることが決められました。
　この３回の会合の何れの日をもってロータリークラブ設立とするかについては、
最初に会合が開かれた日であるとか、規約が定められた日とか、法的に幾つかの解
釈もありますが、RI理事会は1905年２月23日に開かれた会合を最初の会合と認め
て、この日をロータリー創立の日と定めています。
　４回目の例会はループにあるハイラム・ショーレーの洋服屋で開催されました。
　５回目の例会はワシントン通105のウイリアム・ジェンセン不動産会社の事務室
で開催されました。
　６回目はモンロー通142のハリー・ラグルスの印刷所に集まりました。
　７回目の会合からは、ホテルに変更され、最初はパーマー・ハウス、次はブリーボー
ト・ホテル、シャーマン・ハウスと続きます。

（出典：ロータリーの源流　RI2680地区 田中毅PDG）

徽　　章
　1905年かあるいはそれより少し後にシカゴ・ロータリークラブによって考案さ
れ採用されたロータリーの最初の徽章は車の輪の形を現していた。他のクラブが結
成されるに従い、この徽章も段々と修正され、時には歯車が使用された時もあった。
そして1912年の大会において、この歯車を現す徽章が採用されたのである。
　1919～ 20年度国際ロータリー理事会は、1912年に採用された徽章の説明が明
確を欠くという議論が多いのを認め、２名のロータリアンが提出した図案を受け入
れ、更にこの徽章を使用する場合には、そこに記された文字を変更してはならないし、
またその他一切の変更を加えてはならない旨を規定した。この理事会の決定は1921
年の大会において規定されている。
　この規定された徽章の採用に関して、国際ロータリー理事会（1923～ 24）は国
際ロータリーの公式徽章の記述を採択し、1929年の大会において確認された。

（大会決議29－12）
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ロータリーの歯車の歩み

　文明の産物を運ぶために思いついた車輪は、歴史以前のものである。しかし、そ
れがいつ、どこで発明されたものであるかは誰も知らない。多分、紀元前の末期、
小アジアかヨーロッパで発明されたのではないかといわれている。

ロータリー誕生の年に歯車も生まれた

　世界中のロータリーの組織を象徴するため考案された歯
車は、1905年（明治38年）ロータリー誕生の年に生まれ
ている。

　これは、ロータリー最初のクラブの彫刻家であったモン
ターギュー Ｍ. ベアが、シカゴの元気あふれる若い職業お
よび専門職業人の新しいグループの徽章として、簡単にし
て、かつ素朴な形の車輪を描いて、これをクラブに持参し
提供したことに始まるのだ。創設者ポール・ハリスは、モ
ンティーに対し幾つかの試案の提示を求めた結果、ポー
ルはじめ一同が一致して賛成したのが、この車輪である。
つまり、車輪は皆に親しまれた象徴であり、車輪は第一
Rotateするからであった。

　これが今日、襟章として、道標として、カフスボタンと
して、ネクタイとして、その他例会の襟章に、壁掛けに、
レターヘッドに、その他いわゆるロータリーを象徴する記
号として使われている歯車の始まりである。
　モンティーの考案のままの車輪は、そのままでは続かず、
その後幾多の改良が行われ、これではあまりに簡単すぎる
という見地から、モンティー・ベア自身、さらに車輪の下
の部分に、雲のようなデザインを加えた。しかし、その後、
幻燈のスライド製作者である“Long Tom”Philipは雲の
部分をさらに広げてその上にリボンをつけ、これにRotary 
Clubの文字を入れた。つまり車輪が現実に動いている体裁
を整えたデザインにしたのであった。

1905年

1906年

1906年

1910年
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独自の徽章を考案
　この間、サンフランシスコ、オークランド、シアトル、
その他のクラブでは、車輪を取り入れて独自の徽章を考案
して使っていた。1910年に16のクラブが連合して新しい
ナショナルアソシエーションを組織したのであるが、定款
その他の規定の作成に忙しく、徽章のことに触れる余裕が
なかった。
　本部はシカゴ・クラブの徽章を何とはなしに使っていた
が、1912年ドルースで連合大会を開催するに当たり、本部
としてもこのままにはできないので、全体に共通する徽章
のデザインを考案するよう、全クラブに呼びかけた。しかし、
もちろん車輪を基本的なものとすることに変わりはなかっ
た。
　かくして、ドルースの大会においてロータリーは名実と
もに国際的になったが、ロータリーは、ここに初めてロー
ヤル・ブルー（濃青色）と金色の歯車を正式の徽章として、
制定したのであった。
　しかし、その後専門家から、この歯車は技術的に不完全
であり、このままでは動かないとの注意が出たので、２人
の技術者（ドルースのOscar B.BjorgeとシカゴのCharles 
Henry Mackintosh）からなる委員会が任命され、技術的
に正確に動く歯車が検討された。

楔穴を付け加え完成
　この委員会が考案したデザインは1920年正式に採用公布
となり、これが今日われわれが親しんでいるロータリーマー
クであるが、ただ、ひとつだけ違いがある。それは、前記
２人の委員が楔穴（Key way）を見落としたことで、これ
がないと歯車は車軸からの（または車軸への）力を伝える
ことができなくて遊んでしまうわけである。かくして楔穴
も付け加えられて、歯車は休止することなく今日まで回転
し続けているのである。
　この歯車に国際ロータリーとしては、一般的な解釈以外
に何か特別の意義を持たせているのではないかと、よく問
題になるが、公式にいって何もない。しかし古来幾千のク

1912年

1920年
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ラブが歯車の６つの輻と24の歯に特別の意義を見いだして
いる。
　1924年、理事会が、1918年に採択された車輪に替わり、
新しく現代的なロータリーの徽章を採択。採択された徽章
はより写実的な車輪で楔穴が付いています。

　本文は、1969年６月１日にロータリーの友事務所から発行した小冊子 『ロータ
リーの徽章』 から転載しました。ここに「ロータリアン誌より要約」とありますが、
その原文の掲載号は、現在のところ不明です。
　なお、「ロータリーの徽章」については、『手続要覧』2004年・Ｐ153、174、225に、
その仕様ならびに使用方法などが、詳細に掲載されています。

 『ロータリーの友』 2002年８月号「新会員ノート」に掲載

初期ロータリーの徽章

1924年
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新しい視覚的イメージ（Visual Identity）2013年８月

　長年にわたり、ロータリーの「歯車」が資料や掲示板でロゴとして使われてきま
した。この歯車には「Rotary International」という文字が入っていますが、文字
が小さいために遠くからは読みづらいものとなっています。その結果、一般の多く
の人びとは、ロータリーの存在またはプロジェクトや活動におけるロータリーの貢
献に気づかないことがあります。
　ロータリーのロゴに「Rotary」という文字を入れたのは、このためです。これが
ロータリーの公式ロゴであり、可能な限り、このロゴを表示するようにしてください。
また、公式ロゴのほかに、ロータリーの歯車を大きく表示したのが「誇りのシンボル」
(Mark of Excellence)です。このような表示によって強いインパクトを与えること
ができます。ただし、「誇りのシンボル」は公式ロゴの近接位置に表示する必要があ
ります。
　詳しくは、2013年12月発行のビジュアルアイデンティティのガイドライン
(547A-JA～ 547E-JA)を参照ください。

Ⓡ

ロゴの周りには、ロゴ中の「R」の
文字の高さと同じ余白スペースを
入れる必要があります。

誇りのシンボル公式ロゴ

「Rotary｣ 文字のグラフィック 徽章
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　1905年、4人でロータリーの最初の会合が開かれてから、約 120万人の会員を
擁する今日に至るまで、ロータリーの成長の鍵となった多くの先駆者たちがいます。
それらの人々は枚挙にいとまがありませんが、その中でも特に大きな役割を担った
国内のロータリアンを紹介します。
　 

米山　梅吉（よねやま　うめきち）（1868～ 1946）

　日本のロータリーの創始者。よって、日本ロータリーの父
「Father of Rotary in Japan」と称されます。
　1868年 2月 4日、大和国高取藩の和田氏の三男として東
京に生まれ、父の死後、母の故郷の静岡県長泉（現米山梅吉
記念館の所在地）に移り、中学生まで、ここで過ごします。
1883年上京し、1887年、米山家に養子として入籍。同年
渡米し、学問を修め 1895年帰国後、三井銀行に入行しまし
た。
　その後 1918年の渡米中、ダラスロータリークラブ（RC）

のロータリアンになっていた福島喜三次の紹介により、彼はロータリークラブと出
合いました。そして帰国後の 1920年 10月、米山梅吉は東京RCを創立し会長に
就任しました。幹事は福島喜三次です。
　これが、日本のロータリークラブの第一歩となりました。その後、彼は 1924-26
年度国際ロータリー（RI）のスペシャル・コミッショナー、1926-27年度RI 理事（日
本人初）、1928-31年度第 70地区（当時）ガバナーなどを歴任しています。
　文筆に優れた彼には、ロータリー関係の主な翻訳書に、ポール・ハリスが著した
『ロータリーの創設者ポール・ハリス』、『ロータリーの理想と友愛』（原題は『This 
Rotarian Age』）があります。
　また 1952年、東京RCは彼の功績を記念し、日本で学ぶ外国人留学生に対して
支援を行う「米山奨学制度」を構想しました。現在の「ロータリー米山記念奨学会」
です。彼は 1946年 4月 28日、長泉にて逝去。お墓は記念館近くと横浜市の総持
寺の 2か所にあります。

ロータリーの先駆者

日 本 編
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芝　染太郎（しば　そめたろう）（1870～ 1949）

　日本ロータリー史上最悪の受難期とされる 1938～ 40（昭
和 13～ 15）年代に、日本のロータリークラブの「専任幹事」
を務めた人。愛媛県の吉田出身で、東京RC会員。
　「英語の達人」であり、昭和初期には『Japan Times』の
社長でもありました。
　1939年 6月には、全権を委任され、一人アメリカのクリー
ブランド国際大会に出席。得意の英語を駆使して、日本ロー
タリーの生き残りを賭け「日満ロータリー連合会」を誕生さ
せたことで知られます。

福島　喜三次（ふくしま　きそじ）（1881～ 1946）

　日本人第 1号のロータリアン。そして、ロータリークラブ
を米山梅吉に紹介し、彼とともに日本にロータリークラブを
創設した人。佐賀県の有田出身。
　三井物産に勤め、1905年渡米、1915年にダラスRCに
入会。1920年、帰国し東京RC創立会員になったものの、
大阪転勤により 1923年、大阪RC創立会員ともなりました。
この年に関東大震災が発生、彼はクラブ幹事として、世界の
各クラブからの救援物資を東京へ輸送するなど、大活躍しま
した。

　大変誠実な人として知られ、座右の銘は「利他即自利」。

＊ 現在、福島喜三次氏の読み方には二説あります。「きそじ」と「きさじ」です。
所属の東京RC会員名簿などの公式書類には常にローマ字で「Kisoji」とあ
るのですが、ご遺族によれば「きさじ」が正しいとのこと、また子どものこ
ろ福島氏は地元では「きそっしゃん」と呼ばれていたと言われ、今となって
はどちらが正しいのか、確定できません。よって本誌では今回、二説を提示
するにとどめます。
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手島　知健（てしま　ともたけ）（1885～ 1968）

　1952-54年度RI 理事（日本人で 3人目）。東京RC会員。
1949年、東京RCが戦後国際ロータリーに復帰したときの、
1949-51年度第 60区（当時は日本全土で 1地区を形成）
のガバナー。
　あふれる国際性と洗練された物腰をもつ彼は、戦後、日本
ロータリーが再出発したときの、大きなけん引役となりました。
　かつて、RI の日本語翻訳決定権は彼に委譲されており、「四
つのテスト（The Four-Way Test）」の翻訳をとりまとめ、
定訳をつけたことでも知られています。

東ヶ崎　潔（とうがさき　きよし）（1895～ 1992）

　日本から出た初のRI 会長（1968-69年度）。会長時のテー
マは「参加し敢行しよう！（PARTICIPATE！）」。
　1949年、東京RCに入会。1957-58年度第 355地区ガ
バナー、1963-64年度RI 理事。
　米国サンフランシスコ生まれの彼は、戦後、ロータリーの
先達者・芝染太郎氏と同じく、Japan Times 社長を務めま
した。国際基督教大学の創立者の一人でもあります。
　「ジョージ」という名で、世界中のロータリアンに親しま
れました。

向笠　廣次（むかさ　ひろじ）（1912～ 1992）

　日本から出た二人目のRI 会長（1982-83年度）。国際的
にも著名な精神科医でした。テーマは「人類はひとつ　世
界中に友情の橋をかけよう（MANKIND IS ONE Build 
Bridges of Friendship Throughout the World）」。
　1982年、ボカラトン国際協議会で「人類は疑いもなくひと
つの家族です。さあ、皆さん、左右にいるオジサンやイトコと
初対面のあいさつをしてください」と述べたのは有名。1967-
68年度第 370地区ガバナー、1978-80年度RI 理事などを
歴任。生まれは福岡県の久留米市。大分県・中津RC会員。
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田中　作次（たなか　さくじ）（2012～ 2013）

　日本から出た三人目の RI 会長 (2012-13年度 )。テーマ
は「奉仕を通じて平和を（Peace Trough Service）」とさ
れ、日々の積み重ねを通じた平和構築に向けて、ロータリア
ンや地域社会のリーダーの意欲を高めるために、ベルリン、
ホノルル、広島でロータリー世界平和フォーラム（Rotary 
Global　Peace Forum) を実施されました。
　田中作次氏は、株式会社ダイカ会長、全国家庭紙同業界連
合会会長、八潮市商工会副会長を務められました。1975年
に埼玉県の八潮（やしお）ロータリークラブの創立会員とし

て入会して以来、RI 理事、ロータリー財団管理委員のほか、2009年バーミンガム
国際大会委員長をはじめとする各種委員会の委員と委員長、ロータリー財団地域コー
ディネーター、地区ガバナー、研修リーダーを歴任されました。自身が所属する地
区では、バングラデシュに学校を建設する活動に献身されました。

海 外 編
　 
　1905年、4人でロータリーの最初の会合が開かれ
てから、約 120万人の会員を擁する今日に至るまで、
ロータリーの成長の鍵となった多くの先駆者たちがい
ます。それらの人々は枚挙にいとまがありませんが、
その中でも特に大きな役割を担ったロータリアンを紹介します。
　 

ポール P. ハリス（Paul P. Harris 1868～ 1947）

　「ロータリー創始者（Founder of Rotary）」は、1905年、
シカゴに最初のロータリークラブを創立したポール P. ハリス
を指します。
　1868年 4月 19日、アメリカ・ウィスコンシン州ラシー
ンに生まれました。3歳のときに、バーモント州ウォーリング
フォードにある、父方の祖父母に引き取られ､ そこで、祖父
母の豊かな愛情に包まれ育ちました。子ども時代はやんちゃ
だったようですが、バーモント陸軍士官学校では、成績も素
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行も優等生。1886年、バーモント大学に入学しましたが、18か月後、不祥事の濡
れ衣（ぬれぎぬ）を着せられ、退学処分となります。何年も後になって、大学側は彼
に非がなかったことを認め、謝罪しました。その後、プリンストン大学ならびにアイ
オワ州立大学デイモン校法学部も、卒業しました。
　学業を終えた彼は、旅行によって見聞を広めようと決意し、5年間、アメリカ国内
だけでなく、イギリス、ベルギー、イタリアなどへ渡り、いろいろな職業に従事しました。
帰国した彼は、1896年、シカゴに弁護士事務所を開設。仕事は順調に展開し始め、
1905年ころには、誠心誠意を尽くしてのビジネス関係を幾つか築き上げていました
が、周りに個人的な真の友がいないことに気が付きました。そこで彼は、シカゴで当
時多くみられた、人々が集うクラブ形式に倣い、多くの知友を求め友情を深めるため
に、1905年 2月 23日の木曜日、3人の友、石炭商シルベスター・シール（Silvester 
Schiele）、鉱山技師ガスターバス・ローア（Gustavus H. Loehr）、洋服商ハイラム・
ショーレー（Hiram E. Shorey）とともに、初めての集いをもちました。
　これが、ロータリークラブの第1回の会合です。場所はローアの事務所のあったディ
アボーン通り127番地のユニティ・ビル711号室。現在、ビルはなくなり空き地になっ
ていますが、記念のプレートが路面に埋め込まれています。
　彼は、1910-11年度 第 1回ロータリー大会で新設された、全米ロータリークラブ
連合会（後の国際ロータリー）の会長に選ばれます。1911-12年度も会長を務めて
います。1947年 1月 27日に亡くなりましたが、国際ロータリーは、創立者への敬
意を表したい個人やクラブは、ポール・ハリスの名で一人当たり 10米ドルを目安と
して、ロータリー財団へ寄付することを要請、財団は翌年 18件の奨学金を授与しま
した。
　今、ポールはエバンストン近郊マウントホープ墓地に眠っています。また、1935
年 2月、彼は来日しています。

チェスリー R. ペリー（Chesley R. Perry　1872～ 1960）

　国際ロータリーの初代事務総長。ロータリークラブ国際連
合会（国際ロータリーの前身）の時代から、事務総長を 32
年間（1910～ 42年）にわたり務めた人。
　シカゴ生まれの都会っ子で、1908年、シカゴRC入会。
1911 年１月に創刊の『THE NATIONAL ROTARIAN』
（『THE ROTARIAN』）の生みの親。
　彼は、職業は社会に対する機会である、として職業奉仕の
重要性を強調。また、初期のロータリーにおいてはその連合
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体の形成に大いに貢献し、ポール・ハリスをして「ロータリーの施工者」と称され
ました。

ハリー・ラグルス（Harry Raggles　1871～ 1959）

　ロータリーに「歌唱」を導入した人。ロータリアンをつな
ぐ結合剤、ロータリーソングの提供者です。
　アメリカ・ミシガン半島の農場出身で「一見、無愛想な」
印刷業者の彼は、ポール・ハリスの紹介で 1905年、シカゴ
RCに入会。最初の 4人に続く 5番目の会員としても著名。
　彼は歌うことが大好きでした。ロータリーが創立して、そ
れほど経ていないある日の例会で「どうだい、みんな歌おう
じゃないか」―彼のひと声、そして彼の指揮、1910年ころ
には歌曲集も作成しています。

アーサー Ｆ . シェルドン（Arthur Frederick Sheldon　1868～ 1935）

　初期ロータリーの指導的人物。アメリカ・ミシガン州ヴァー
ノン生まれで、1908年、シカゴRCに入会。
　1950年のデトロイト国際大会で承認された、ロータリー
の標語「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」という
標語の原型になる言葉を、1910年、ロータリー初の大会（シ
カゴ）で掲げた人です。
　彼の墓碑には、この標語が刻まれています。シェルドンは、
ビジネスはすべて社会に尽くす手段でなければならない、と
いう信念とともに生きました。

シェルドンの墓 ▼
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ベンジャミン・フランク・コリンズ（Benjamin Frank Collins　生没年不詳）

　初期ロータリーの指導的人物。アメリカ・ミネアポリス
RC会員。1911年のポートランド国際大会で、彼は、他人
のために尽くすことの意義と重要性を説き、ロータリークラ
ブは「Service， Not Self（無私の奉仕）」を根本精神として
結成されねばならない、と強調しました。
　この言葉は、その後修正されて、1950年のデトロイト
国際大会で、ロータリーの標語「超我の奉仕」（Service 
Above Self）として、結実しました。そして、2005-06年
度のRI のテーマにも採用されました。

アーチ・クランフ（Arch C. Klumph　1869～ 1951）

　ロータリー財団の創始者。1916-17年度ロータリークラ
ブ国際連合会（後の国際ロータリー）会長。アメリカ・クリー
ブランドRC会員。入会時の職業分類は「材木 ― 卸売なら
びに小売」。
　1917年、アトランタ国際大会で、「世界中で善いことを
する目的のために基金を設置することは極めて妥当なように
思われます」と述べ、この提案が「ロータリー基金」という
名前でスタート、1928年のミネアポリス国際大会で「ロー
タリー財団」として認証されました。よって彼は、「ロータリー

財団の父」とたたえられています。

ガイ・ガンディカー（Guy Gundaker　1873～ 1960）

　1923-24年度RI 会長。アメリカ・フィラデルフィアRC
会員です。ポール・ハリスの親しい友人でもありました。
　1923年 9月 1日、日本は関東大震災に見舞われましたが、
当時RI 会長だった彼は直ちに、励ましの電報と支援金 2万
5,000ドルを、被害に遭わなかった大阪RCを経由して送っ
ています。
　ロータリーの理想とその活動を初めて包括的に述べ
た『ロータリー通解』（原題“A Talking Knowledge of 
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Rotary”、1916年）の著者としても有名です。

ハーバート J. テーラー（Herbert J. Taylor　1893～ 1978）

　1954-55年度RI 会長、シカゴ RC会員。「四つのテスト
（THE 4－WAY TEST）」の創案者です。
　彼は 1932年、倒産寸前の会社再建を任されたとき、モラ
ル向上の方法として“言行はこれに照らしてから”の「四つ
のテスト」を作りました。以来、創案は改変され現在の「四
つのテスト」を、RI では職業奉仕にふさわしい職業倫理訓と
して認めています。
　1942年、彼は「四つのテスト」を使用する権利をRIに付与、
1954年のRI会長就任時には、著作権もRIに譲渡しています。

ジョージ R. ミーンズ（George R. Means　1907～ 2000）

　国際ロータリー 3代目事務総長（1953～ 72年）。アメ
リカ・エバンストンRC会員。のち、同じ事務総長を 2度に
わたり務めた後輩、ハーバート・ピグマンには「ロータリー
の航海士」と形容されました。
　彼は、戦後日本ロータリー発展の大恩人として記憶にとど
められています。早くも 1948年に来日し、ダグラス・マッ
カーサー元帥と面会するなど彼の尽力によって、第 2次世
界大戦中にRI から脱退していた日本のロータリークラブは、
1949年に再認証を受け、RI に復帰することができました。

　　参考文献… デイビッド C. フォワード／日本語訳監修 菅野多利雄『奉仕の一世紀　国

際ロータリー物語』2003年、クリフ・ダクターマン『ロータリーのいろ

は』1992年、『手続要覧 2004年』、『改訂ロータリアン必携』2004年、

など国際ロータリー発行の公式文献類、『ロータリーの友』、『The Rotar-

ian』の各誌など。『ロータリーの友』2005年 9月号「基本の樹」に掲載。
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ロータリアンの配偶者として

　ロータリーは、ポール・ハリスと3人の友人、すなわち4人の男性で始められました。
この組織に女性会員が加わるのはずっと後のことですが、創立当初は誰ひとり女性
会員の存在を考えなかったに違いありません。当時は、アメリカにおいても、女性
の社会進出がそれほど進んでいたわけではありません。
　しかし、ロータリアンの夫人として、女性が果たしてきた役割は大きいものでした。
1905年の創立当時、独身だったポール・ハリスは、1910年に結婚します。それ以
降、その夫人ジーン・トンプソン・ハリスの存在は、ロータリアンの夫人たちの中
でも特に大きいものとなりました。彼女は、ロータリアンとその夫人たちに自宅を
開放し、お互いに打ち解けるようにしました。そして、夫人たちの間で生まれた連
帯感と奉仕の精神によって、夫人たちも一緒に奉仕をするようになっていきました。　
また、ジーン夫人は、ロータリアンの夫人たちに「ご主人のロータリーの活動を奨
励してください。ご主人方は、例会から帰宅される度に、よりすばらしい男性に成
長しているはずです。ロータリーには、会員が向上しようとする高い理想があるの
です」と話していました。
｠

ロータリー女性会員の誕生

　全世界で、ロータリークラブへ女性の入会が認められた1989年規定審議会は、ロー
タリーの歴史上で重要な分岐点となりました。 
　「代表議員の皆さんに忘れないでいただきたいのは、1905年と1989年はまるで
別世界であるということです。従って、ロータリーは移り行く世界に足並みを揃え
るべきだと考えます」と訴えたのは、後の2000-01年度にRI会長に就任したフラン
ク J. デブリン氏です。 
　決定の背景には、ロータリー世界で男女を問わず多くの人々がロータリークラブ
で女性の入会を認めようと数十年に渡り活動してきたこと、また前回までの審議会
で着実に賛同者を集めてきたことがありました。 
　そしてこの決定は大きな反響を呼びました。翌1990年には女性のロータリアンの
数が2万人以上に跳ね上がったほどです。 
　その審議会から20年経った今、ロータリーには18万8千人近くの女性ロータリア
ンがいます。RI理事やロータリー財団管理委員といった高い指導役としても、女性

ロータリーの女性会員とその歩み



－ 665 －

女
性
会
員
の
歩
み

の活躍が見られるようになりました｠

ロータリーにおける女性会員の変遷 

1950年  1950年RI国際大会にて、インドのロータリークラブが、標準ロータ
リークラブ定款から「男性（male）」という言葉を削除するという審
議会への制定案を提案。 

1964年  規定審議会の議題に、セイロン（現在のスリランカ）のロータリーク
ラブから提案された、ロータリークラブへ女性の入会を認めるという
制定案が掲載される。代表議員はこれを否決。このほかに、女性に名
誉会員の資格を与えるという2つの提案も否決される。 

1972年  職場で高い地位に就く女性が増えるにつれ、女性会員を支持するクラ
ブの声が高まる。1972年規定審議会で、米国のロータリークラブが
ロータリーへの女性入会を提案。 

1977年  1977年RI国際大会で、女性会員を認める3つの立法案を規定審議会に
提出することとなる。ブラジルのクラブは、女性を名誉会員として認
める立法案を別途作成。 

  米国カリフォルニア州デュアルテ・ロータリークラブは、RI定款と標
準ロータリークラブ定款に反しながらも、女性の会員を入会させる。
この違反から、同クラブは、1978年3月に国際ロータリーへの加盟を
終結されるが、1986年9月に復帰加盟。 

1980年  RI理事会、インド、スウェーデン、スイス、米国のロータリークラ
ブが、RIとクラブの定款および細則から、会員を「男の人（male 
persons）」として言及する箇所をすべて削除する制定案を提案。 

1983-86年   1983年にデュアルテ・クラブが起こした訴訟で、カリフォルニア州
最高裁判所は国際ロータリーを支持する判決を下す。カリフォルニア
州のロータリークラブでは引き続き、性別が会員の資格要件となる。
1986年、控訴裁判所は下級裁判所の判決を覆し、カリフォルニア州
では男性のみを会員とする規定を施行できないとする。カリフォルニ
ア州最高裁はこの決定を退け、米国連邦最高裁判所に控訴。 

1987年  5月4日、米国連邦最高裁判所は、ロータリークラブが性別を理由に女
性を会員として拒否することはできないという判決を下す。ロータリー
は方針声明を発表し、米国のロータリークラブは、資格を満たす女性
を入会させることができるとする。理事会は「米国のクラブは、性別
に関係なく、会員候補者を公正に検討するよう奨励する」ようになる。 
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  5月28日に結成された、カリフォルニア州のマリン・サンライズ・ロー
タリークラブ（旧ラークスパー・ランディング・クラブ）が、連邦最
高裁の判決から初めて、女性の設立会員を含めたクラブとなる。初の
女性クラブ会長は、デュアルテ・ロータリークラブ（カリフォルニア州）
のシルビア・ウィットロック氏。 

1988年  11月理事会は、カナダでも米国最高裁判決と同様の法律があることを
根拠に、カナダのロータリークラブが女性会員を入会させる権利を認
めると方針声明を発表。 

1989年  米国最高裁の1987年判決から初めて開かれた規定審議会で、ロータ
リークラブの会員は男性に限られるとするRI定款の要件を削除するよ
う可決。女性は世界中のロータリークラブで入会が認められることと
なる。 日本最初の女性会員誕生（第2500 地区 清水RC　松田郁子氏）

1990年  6月、全世界の女性ロータリアンの数は20,200人を記録。「ザ・ロー
タリアン」誌の1990年6月号で、ロータリーにおける女性会員につい
て特集された。 

1995年  7月、8名の女性が選出され、地区ガバナーに就任。 
2005年  キャロライン E. ジョーンズ氏が女性として初めてロータリー財団管理

委員に任命され、2005年から2009年までの任期に就く。 
2007年  7月、63名の女性が地区ガバナーに就任。世界で25,227のクラブに

女性会員が在籍。女性のロータリアン数は177,859人に。 2630地区
の田中稔子氏（桑名北ＲＣ）が日本初の女性ガバナーに就任。

2008年  カトリーヌ・ノワイエ・リボー氏が女性で初めてRI理事に任命され、
任期を開始。リボー氏は2010年6月までの任期を務める。 

2009年  全世界で187,967人の女性ロータリアンが活動し、63人が地区ガバ
ナーに就任。 

2013年  2013-14年度、RI副会長にアン L. マシューズ（Columbia East ロー
タリークラブ所属　米国（サウスカロライナ州））が就任。

  さらに、2013-14年度は、アン L. マシューズ副会長のほか、3名の女
性理事が就任。ルイス・ジアイ元RI会長のルイス・ジアイ元会長の配
偶者セリア・エレナ・クルス・デ・ジアイ氏（2013-15年度の理事）
もその一人である。

2017年  539名中、103名の女性ガバナーが誕生。

  （記事：Susan Hanf、Donna Polydoros
国際ロータリー・ニュース：2009年10月5日より抜粋）

一部編集委員会追加。
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　国際ロータリー（RI）のテーマとは、RI 会長から、毎年発表されるロータリー・メッセー

ジのことです。このテーマは、ロータリー年度を通じて、奉仕の実践に最も重要なもの

です。テーマは、会長の抱負を端的に物語るとともに、そのロータリー年度の進路を示

すものでもあります。

　RI 会長は、在職年度中に国際ロータリーで順守する適切なテーマを選ぶことができま

すし、選ぶように奨励されています。

　先輩会員の中には、RI 会長のテーマとかターゲットといわれる方もいらっしゃると思

います。以前、そのような呼び方をしていたころがあったからです。

RI テーマはいつ発表されるのでしょうか
　国際ロータリーのテーマが発表されるのは、前年度中に開かれる、国際協議会（The 

International Assembly）においてです。国際協議会とは、一言でいえば、ガバナー

エレクトの研修会です。全世界のガバナーエレクトが一堂に会して、国際ロータリーに

関するいろいろなことを勉強したり、意見交換をしたりするのですが、この席上で、次

期RI 会長、すなわちRI 会長エレクトによって、RI の新プログラムの説明とともに、次

年度RI のテーマが、発表されます。国際協議会で一番関心が集まるのは、何といっても

このRI テーマの発表です。（国際協議会は、1998年の規定審議会により、1998-99年

度から 2月 15日より前に開催されることになっています）。

　かつて、ガバナーエレクトたちは、RI テーマの発表を受けて、地区内のクラブなどに

あてて、テーマとロゴの入った絵はがきを送りました。多くの会員がこのはがきを見て、

新年度のテーマを知ったものです。

　今でも、国際協議会の折にはガバナーエレクトにテーマとロゴの入ったはがきが配ら

れますが、そのはがきを利用する人は少なくなりました。テーマの発表からあまり時間

を経ないで、RI のホームページにテーマが掲載されるからです。また、コンピューター

を持参しているガバナーエレクトやその他の出席者によってＥメールでガバナーエレク

ト事務所や知り合いのロータリアンに通知され、そのメールが転送されてあっという間

に新しいテーマが会員の知るところとなります。

RI テーマが活用すべき唯一のテーマです
　「ガバナーが会長のプログラムもしくはテーマを採り上げ、あらゆる適切な方法によっ

て強調することは、その役職と切り離すことのできない任務である」と、『手続要覧』に

記載されています。

　RI のテーマやプログラムを強調するやり方として、『手続要覧』には、地区大会やそ

の他の地区の会合でのテーマに使用する、ガバナー月信、公式訪問、その他の地区内の

国際ロータリーのテーマとは…
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クラブや、ロータリアンと接触する場で紹介する、そういった方法を挙げています。

　また、「RI テーマは、活用すべき唯一のテーマであって、他のテーマの使用は控えな

ければならない、ということをRI 地区とクラブの全役員の注意を喚起する」とも記述さ

れています。

　このような適切な行為によって、テーマが個人個人に浸透するでしょうし、また、会

長のメッセージというものは、すべてのロータリアンに知らされ、理解してもらい、効

果的に実行されなければならない、とされているのです。

テーマの誕生を探ると…
　1949-50年度のパーシー・ホジソン（Percy Hodgson）会長のとき、初めて「テーマ」

として出されました。続いて 50-51年度のアーサー・レグー（Arthur Lagueux）会長

もテーマを示しましたが、続くその後の会長は、特にテーマとしては何も残していません。

　そして、公には、1953-54年度のホアキン・セラトサ・シビルス（Joaquin 

Serratosa Cibils）会長が、1952年のパリ国際大会において、自身が会長エレクトの

とき、一種のスローガンの形で、発表しました。

　それは「The more clubs we have, the more friends we have; and the more 

friends, the greater opportunities for service.」――「クラブがふえれば友人が増

す　友人がふえれば奉仕の機会が増す」というものです。

　さて、1952年・パリ国際大会のシビルス会長エレクトのアドレスには、確かに「ク

ラブがふえれば友人が…」の趣旨の英文がみられます。また、1952年 11月に来日さ

れた時にも「More clubs, More friends」――「もっとクラブを、もっと友を」といっ

たようです。

　しかし、上記のような、テーマとして明文化された英文・邦訳 注）は、RI の指定する

公式書類の形では、残っていません。そして、のちに彼が会長になったときには「Rotary 

is Hope in Action」というものがテーマに採用されており、『The Rotarian』1953

年 7月号の会長メッセージのページには、「Rotary is Hope in Action」の方が記載さ

れています。このテーマについては、公式な邦訳は存在しておりません。

　この辺りに、やや記録的な混乱がみられますが、結果として、1953-54年度以降、恒

常的にテーマは出され続けて、今に至っています。それに呼応し、翌 1954-55年度か

らテーマに対して、日本語の「公式訳文」がつけられるようになりました。

注）テーマの邦訳は、今年度までは国際ロータリー（RI）文献邦訳諮問委員会などで

行われていましたが、2003-04年度のマジィアベ会長の「手を貸そう」から、国

際ロータリー世界本部日本語課で行われています。

（ロータリーの友）2003年 6月号より）
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年 度 ク ラ ブ 名 ク ラ ブ 数 (会員数)

年 月 日 シカゴで初会合

ポール・ハリス
シルベスター・シール
ガスターバス・ローア
ハイラム・ショーレー

の 人

年 週間後
月 日

シカゴ 回目の会合
〃 回目の会合

ハリー・ラグルスが入会
初代会長は
シルベスター・シール

年 シカゴ
二代目会長は
アル・ホワイト

年 シカゴ
三代目会長に
ポール・ハリス

年 サンフランシスコ ( )

年

オークランド
シアトル
ロサンゼルス
ニューヨーク

( )

年 月
クラブで ｢全国ロータリークラブ連合会｣ を組織

会長にポール・ハリス ( 月に ｢全国｣ が ｢国際｣ に)

ロータリーの誕生
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回 Ｒ Ｉ 会 長 大 会 開 催 地 開 催 日 登録者数

シカゴ
(イリノイ州) . . -

クラブ数： 会員数： , 国数：

ポール P. ハリス
(Paul P. Harris)

－
米国・シカゴRC

ポートランド
(オレゴン州) . . -

クラブ数： 会員数： , 国数：

ポール P. ハリス
(Paul P. Harris)

－
米国・シカゴRC

ドゥルース
(ミネソタ州) . . -

クラブ数： 会員数： , 国数：

グレン C. ミード
(Glenn C. Mead)

－
米国・フィラデルフィアRC

バッファロー
(ニューヨーク州) . . -

クラブ数： 会員数： , 国数：

ラッセル F. グレイナー
(Russell F. Greiner)

－
米国・カンザスシティRC

ロローータタリリーー年年表表歴歴代代RRII会会長長ととテテーーママ
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回 Ｒ Ｉ 会 長 大 会 開 催 地 開 催 日 登録者数

ヒューストン
(テキサス州) . . - ,

クラブ数： 会員数： , 国数：

フランク L. マルホランド
(Frank L. Mulholland)

－
米国・トレドRC

サンフランシスコ
(カリフォルニア州) . . - ,

クラブ数： 会員数： , 国数：

アラン D. アルバート
(Allen D. Albert)

－
米国・ミネアポリスRC

シンシナティ
(オハイオ州) . . - ,

クラブ数： 会員数： , 国数：

アーチ C. クランフ
(Arch C. Klumph)

－
米国・クリーブランドRC

アトランタ
(ジョージア州) . . - ,

クラブ数： 会員数： , 国数：

アーチ C. クランフ
(Arch C. Klumph)

－
米国・クリーブランドRC
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回 Ｒ Ｉ 会 長 大 会 開 催 地 開 催 日 登録者数

カンザスシティー
(ミズーリ州) . . - ,

クラブ数： 会員数： , 国数：

E. レズリー・ピジョン
(E. Leslie Pidgeon)

－
カナダ・ウィニーピグRC

ソルトレーク・シティ
(ユタ州) . . - ,

クラブ数： 会員数： , 国数：

ジョン・プール
(John Poole)

－
米国・ワシントンD.C.RC

アトランティック・シティー
(ニュージャージー州) . . - ,

クラブ数： 会員数： , 国数：

アルバート S. アダムス
(Albert S. Adams)

－
米国・アトランタRC

エジンバラ
(スコットランド) . . - ,

クラブ数： 会員数： , 国数：

エステス・スネデコル
(Estes Snedecor)

－
米国・ポートランドRC
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回 Ｒ Ｉ 会 長 大 会 開 催 地 開 催 日 登録者数

ロサンゼルス
(カリフォルニア州) . . - ,

クラブ数： 会員数： , 国数：

クロフォード C. マックロー
(Crawford C. McCullough)

－
カナダ・フォートウィリアムRC

セントルイス
(ミズーリ州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

レイモンド M. ヘブンス
(Raymond M. Havens)

－
米国・カンザスシティRC

トロント
(カナダ・オンタリオ州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

ガイ・ガンディカー
(Guy Gundaker)

－
米国・フィラデルフィアRC

クリーブランド
(オハイオ州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

エベレット W. ヒル
(Everett W. Hill)

－
米国・ショーニーRC
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回 Ｒ Ｉ 会 長 大 会 開 催 地 開 催 日 登録者数

デンバー
(コロラド州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

ドナルド A. アダムス
(Donald A. Adams)

－
米国・ニューヘイブンRC

オステンド
(ベルギー) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

ハリー H. ロジャース
(Harry H. Rogers)

－
米国・サンアントニオRC

ミネアポリス
(ミネソタ州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

アーサー H. サップ
(Arther H. Sapp)

－
米国・ハンティングトンRC

ダラス
(テキサス州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

I. B. トム・サットン
(I. B. Tom Sutton)

－
メキシコ・タンピコRC
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回 Ｒ Ｉ 会 長 大 会 開 催 地 開 催 日 登録者数

シカゴ
(イリノイ州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

M. ユージン・ニューサム
(M. Eugene Newsom)

－
米国・ダーハムRC

ウィーン
(オーストリア) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

アルモン E. ロス
(Almon E. Roth)

－
米国・パロアルトRC

シアトル
(ワシントン州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

シドニー W. パスコール
(Sydney W. Pascall)

－
イングランド・ロンドンRC

ボストン
(マサチューセッツ州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

クリントン P. アンダーソン
(Clinton P. Anderson)

－
米国・アルバカークRC
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回 Ｒ Ｉ 会 長 大 会 開 催 地 開 催 日 登録者数

デトロイト
(ミシガン州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

ジョン・ネルソン
(John Nelson)

－
カナダ・モントリオールRC

メキシコ・シティー
(メキシコ) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

ロバート E. リー・ヒル
(Robert E. Lee Hill)

－
米国・コロンビアRC

アトランティック・シティー
(ニュージャージー) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

エド R. ジョンソン
(Ed R. Johnson)

－
米国・ロアノークRC

ニース
(フランス) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

ウィル R. メーニァ・ジュニア
(Will R. Manier Jr.)

－
米国・ナッシュビルRC
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回 Ｒ Ｉ 会 長 大 会 開 催 地 開 催 日 登録者数

サンフランシスコ
(カリフォルニア州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

モーリス・ジュペレー
(Maurice Duperrey)

－
フランス・パリRC

クリーブランド
(オハイオ州) . . － ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

ジョージ C. ヘイガー
(George C. Hager)

－
米国・シカゴRC

ハバナ
(キューバ) . . － ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

ウォルター D. ヘッド
(Walter D. Head)

－
米国・モントクレアRC

デンバー
(コロラド州) . . － ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

アーマンド・デ・アルーダ・ペレイラ
(Armando de Arruda Pareira)

－
ブラジル・サンパウロRC
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回 Ｒ Ｉ 会 長 大 会 開 催 地 開 催 日 登録者数

トロント
(カナダ・オンタリオ州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

トム J. デービス

(Tom J. Davis)

－

米国・ビュートRC

セントルイス
(ミズーリ州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

フェルナンド・カルバジャール

(Fernando Carbajal)

－

ペル－・リマRC

シカゴ
(イリノイ州) . . -

クラブ数： , 会員数： , 国数：

チャールズ L. ホィーラー

(Charles L. Wheeler)

－

米国・サンフランシスコRC

シカゴ
(イリノイ州)

. . ,
. , ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

リチャード H. ウェルズ

(Richard H. Wells)

－

米国・ポカテロRC
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回 Ｒ Ｉ 会 長 大 会 開 催 地 開 催 日 登録者数

アトランティック・シティー
(ニュージャージー州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

トーマス・Ａ・ウォレン
(Thomas A. Warren)

－
イングランド・ウルバーハンプトンRC

サンフランシスコ
(カリフォルニア州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

リチャード C. ヘドケ
(Richard C. Hedke)

－
米国・デトロイトRC

リオデジャネイロ
(ブラジル) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

S. ケンドリック・ガーンジー
(S. Kendrick Guernsey)

－
米国・ジャクソンビルRC

ニューヨーク
(ニューヨーク州) . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

アンガス S. ミッチェル
(Angus S. Mitchell)

－
オーストラリア・メルボルンRC
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回 Ｒ Ｉ 会 長 大 会 開 催 地 開 催 日 登録者数

パーシー・ホジソン

－
米国・ポータケットRC

デトロイト . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

①

② ｢奉仕こそわがつとめ｣ に定められた職
業奉仕の原則をより良く理解し､ 適用する
こと｡
③我々の国際奉仕プログラムの強化を通し
て､ 世界理解と平和に貢献すること｡
④すべての地区で､ 優れた地区大会を開催
すること｡

アーサー・レグー

－
カナダ・ケベックRC

アトランティック･シティ . . - ,

クラブ数： , 会員数： , 国数：

①In club service we must beget our heirs.
クラブ奉仕においては､ 後継者を輩出すること
②In vocational service honesty is still the
best policy.
職業奉仕においては､ 正直が今尚最善の方針である
③In community service we can plan for the
future.
社会奉仕においては､ 将来に備えること
④In international service we must reexamine
our world.
国際奉仕においては､ 今日の世界を再考察すること
⑤And finally we can extend the influence of
Rotary.
そして最後に､ ロータリーの影響を広げること

ロータリークラブへの入会が認められた
各新会員（適切にクラブに推薦された新
会員）には、入会の前に会員の任務と義
務を適切に伝え、第1年目にクラブの活動
に効果的に溶け込むことができるよう計
らうこと｡
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43

フランク　E．スペイン
（Frank E．Spain）

1951－1952
米国・バーミンガムRC

メキシコ・シティー
 （メキシコ） 1952.5.25-29 6,804

クラブ数：7,357　会員数：349,867　国数：83

44

Ｈ・Ｊ・ブルニエ
（H．J．Brunnier）

1952－1953
米国・サンフランシスコRC

パリ
 （フランス） 1953.5.24-28 10,107

クラブ数：7,574　会員数：361,641　国数：83

45

ホアキン・セラトサ・シビルス
（Joaquin Serratosa Cibils）

1953－1954
ウルグアイ・モンテビデオRC

シアトル
 （ワシントン州） 1954.6.6-10 8,015

クラブ数：7,841　会員数：374,855　国数：87
（テーマ）

The  more  clubs  we  have,  the  more  friends  we  have;
and  more  friends,  the  greater  our  opportunities  for  service

クラブが増えれば友人が増す。友人が増えれば奉
仕の機会が増す。

46

ハーバート J．テーラー
（Herbert J.Taylor）

1954－1955
米国・シカゴRC

シカゴ
 （イリノイ州） 1955.5.29-6.2 14,312

クラブ数：8,313　会員数：392,628　国数：89
（テーマ）

①Glean from the past and act. …過去に学んで行動せよ
②Share with others.…他人と分かち合え
③Build with the four-way test. …四つのテストで身を固めよ
④Serving youth. …青少年に対する奉仕
⑤International goodwill.… 国際親善
⑥Good Rotarians are good citizens. 

 ……良きロータリアンは良き市民である
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47

Ａ．Ｚ．ベーカー
（A. Z. Baker）

1955－1956
米国・クリーブランドRC

フィラデルフィア
 （ペンシルベニア州） 1956.6.3-7 10,003

クラブ数：8,780　会員数：418,933　国数：92
（テーマ）

　Develop our resources.

　われらの資源を開発しよう

48

ジャン・パオロ・ラング
（Gian Paolo Lang）

1956－1957
イタリア・リボルノRC

ルツェルン
 （スイス） 1957.5.19-23 9,702

クラブ数：9,140　会員数：433,798　国数：99
（テーマ）

①Keep Rotary simple. ………ロータリーは簡潔に
②More Rotary in Rotarians.
　　　………ロータリアンはもっとロータリーを
③Learn more about each other. 
　　　…………………お互いにもっと知り合おう

49

チャールズ G．テンネント
（Charles G.Tennent）

1957－1958
米国・アッシュビルRC

ダラス
 （テキサス州） 1958.6.1-5 14,035

クラブ数：9,507　会員数：449,758　国数：102
（テーマ）

Enlist, Extend, Explore, Serve

動員、 拡張、 探究、 奉仕

50

クリフォード A．ランドール
（Cliff ord A. Randall）

1958－1959
米国・ミルウォーキーRC

ニューヨーク
 （ニューヨーク州） 1959.6.7-11 15,475

クラブ数：9,878　会員数：464,245　国数：110
（テーマ）

①Dare to face the present. 現在に直面するに大胆であれ
②Share the object of Rotary. 
　　　…………………… ロータリーの綱領を分けあえ
③Find your personal path to peace. 
　　　……………… 平和に貴下の個人的進路を見出せ
④Strengthen our heritage. … 我々の世襲財産を強化せよ
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51

ハロルド T．トーマス
（Harold Ｔ. Thomas）

1959－1960
ニュージーランド・オークランドRC

マイアミ・ビーチ
 （フロリダ州） 1960.5.29-6.2 11,354

クラブ数：10,226　会員数：480,569　国数：113
（テーマ）

Vitalize!  Personalize! 
Build Bridges  of  Friendship!

生気を与えよ 身につけよ 友愛の橋をかけよ

52

J．エド・マックロウリン
（J.Edd  McLaughlin）

1960－1961
米国・ラルスRC

東京
 （日本） 1961.5.28-6.1 23,366

クラブ数：10,701　会員数：498,616　国数：116
（テーマ）

You  are  Rotary. 
Live  it.　Express  it.　Expand  it.

あなたはロータリーです
それを生かしましょう　それを表現してください

それを膨脹させましょう

53

ジョセフ A．アビー
（Joseph A.Abey）

1961－1962
米国・リーディングRC

ロサンゼルス
（カリフォルニア州） 1962.6.3-7 22,302

クラブ数：11,021　会員数：513,059　国数：123
（テーマ）

Act.　Aim  for  Action.
Communicate  for  Understanding.

Test  for  Leadership.

行動せよ　行動に努めよ　
理解に途を求めよ　指導力を高めよ

54

ニッティシ C．ラハリー
（Nitish C.Laharry）

1962－1963
インド・カルカッタRC

セントルイス
 （ミズーリ州） 1963.6.9-13 10,779

クラブ数：11,309　会員数：528,297　国数：128
（テーマ）

①Kindle the spark within. ………内部に火を燃やせ
②Discover yourself. ………………自身を発見せよ
③Develop your power. …………………力を伸ばせ
④Demonstrate your propose. ………目的を表示せよ
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55

カール  P．ミラー
（Carl P.Miller）

1963－1964
米国・ロサンザルスRC

トロント
（カナダ・オンタリオ州） 1964.6.7-11 14,661

クラブ数：11,566　会員数：542,432　国数：129
（テーマ）

Guidelines  for  Rotary  in  the  space  age.
Person  to  person,  club  to  club,  district  to  district. 

宇宙時代におけるロータリーの進路
個人対個人・クラブ対クラブ・地区対地区

56

チャールズ  W．ペッテンギル
（Charles W.Pettengill）

1964－1965
米国・グリーンウィッチRC

アトランティック・シティー
（ニュージャージー州） 1965.5.30-6.3 9,368

クラブ数：11,801　会員数：558,638　国数：125
（テーマ）

Live  Rotary.

ロータリーに生きよう

57

Ｃ.Ｐ.Ｈ.ティーンストラ 
（C.P.H.Teenstra）

1965－1966
オランダ・ヒルバースムRC

デンバー
（コロラド州） 1966.6.12-16 12,929

クラブ数：12,114　会員数：581,436　国数：128
（テーマ）

　Action,  consolidation  and  continuity.

　行動、 強化、 継続制

58

リチャード L．エバンス
（Richard L.Evans）

1966－1967
米国・ソルトレークシティRC

ニース
（フランス） 1967.5.21-25 19,362

クラブ数：12,460　会員数：599,945　国数：133
（テーマ）

A  better  world  through  Rotary. 

ロータリーでよりよい世界を
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59

ルーサー H．ホッジス
（Luther H.Hodges）

1967－1968
米国・チャペルヒルRC

メキシコ・シティー
（メキシコ） 1968.5.12-16 11,840

クラブ数：12,906　会員数：620,827　国数：134
（テーマ）

Make  your  Rotary  membership  effective.

ロータリアンとしてあなたの資格を効果的に

60

東ケ崎　潔
（Kiyoshi Togasaki）

1968－1969
日本・東京RC

ホノルル
（ハワイ州） 1969.5.25-29 14,453

クラブ数：13,324　会員数：639,140　国数：143
（テーマ）

Participate.

参加し敢行しよう

61

ジェームス F．コンウェイ
（James F.Conway）

1969－1970
米国・ロックビル・センターRC

アトランタ
 （ジョージア州） 1970.5.31-6.4 10,803

クラブ数：13,853　会員数：660,259　国数：146
（テーマ）

Review  and  renew.

再検討し刷新しよう

62

ウィリアム E．ウォーク Jr．
（William E.Walk Jr.）

1970－1971
米国・オンタリオRC

シドニー
 （オーストラリア） 1971.5.16-20 16,646

クラブ数：14,364　会員数：682,183　国数：148
（テーマ）

Bridge  the  gaps …… between  people,
between  nations,  between  man  and  his  environment.

隔りを取り除こう
人と人との間の、 諸国間の、 人とその生活環境の
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63

アンスト G．ブライトホルツ
（Ernst G.Breitholtz）

1971－1972
スウェーデン・カルマーRC

ヒューストン
（テキサス州） 1972.6.11-15 13,287

クラブ数：14,890　会員数：706,372　国数：149
（テーマ）

Goodwill  begins  with  you.

善意はまずあなたから

64

ローイ D．ヒックマン
（Roy D.Hickman）

1972－1973
米国・バーミンガムRC

ローザンヌ
（スイス） 1973.5.13-17 17,187

クラブ数：15,375　会員数：725,271　国数：149
（テーマ）

Let's  take  a  new  look  and  act. 

もう一度見直して行動しよう

65

ウィリアム C．カーター 
（William C.Carter）

1973－1974
米国・バターシーRC

ミネアポリス・サンポール
 （ミネソタ州） 1974.6.9-13 10,015

クラブ数：15,748　会員数：742,493　国数：150
（テーマ）

A  time  for  action.

今こそ行動のとき

66

ウィリアム R．ロビンズ
（William R.Robbins）

1974－1975
米国・フォート・ローダーデールRC

モントリオール
 （カナダ・ケベック州） 1975.6.8-12 12,975

クラブ数：16,087　会員数：761,074　国数：151
（テーマ）

Renew  the  spirit  of  Rotary. 

ロータリーの精神を振い起こせ
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67

エルネスト･インバッサイ･デ･メロ
（Ernesto Imbassahy de Mello）

1975－1976
ブラジル・ニテロイRC

ニューオリンズ
 （ルイジアナ州） 1976.6.13-17 13,935

クラブ数：16,520　会員数：779,373　国数：151
（テーマ）

To  dignify  the  human  being.

人間に威信を

68

ロバート A．マンチェスター 2世
（Robert A．Manchester Ⅱ）

1976－1977
米国・ヤングスタウンRC

サンフランシスコ
（カリフォルニア州） 1977.6.5-9 14,168

クラブ数：16,917　会員数：796,806　国数：151
（テーマ）

I  Believe  in  Rotary.

私はロータリーを信奉する

69

W．ジャック デービス
（W.Jack Davis）

1977－1978
バミューダ・ハミルトンRC

東京
（日本） 1978.5.14-18 39,834

クラブ数：17,364　会員数：813,704　国数：152
（テーマ）

Serve  to  unite  mankind.

全人類を結びつけるために奉仕せよ

70

クレム・レヌーフ
（Clem Renouf）

1978－1979
豪州・ナンボーRC

ローマ
（イタリア） 1979.6.10-13 14,429

クラブ数：17,814　会員数：834,092　国数：154
（テーマ）

Reach  out.

手をさし伸べよう
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71

ジェームス L．ボーマー，Jr．
（James L.Bomer，Jr．）

1979－1980
米国・シェルビービルRC

シカゴ
（イリノイ州） 1980.6.1-5 18,309

クラブ数：18,252　会員数：851,547　国数：152
（テーマ）

Let  service  light  the  way.

奉仕の灯で道を照らそう

72

ロルフ J．クラリッヒ
（Rolf J．Klarich）

1980－1981
フィンランド･ヘルシンキ  -  ヘルシンフォースRC

サンパウロ
（ブラジル） 1981.5.31-6.4 15,222

クラブ数：18,827　会員数：875,949　国数：154
（テーマ）

Take  time  to  serve.

時間を捧げよう　奉仕のために

73

スタンレー E．マッキャフリー
（Stanley E．McCaff rey）

1981－1982
米国・ストックトンRC

ダラス
（テキサス州） 1982.6.6-9 13,222

クラブ数：19,339　会員数：895,740　国数：156
（テーマ）

World  understanding  and  peace  through  Rotary.

ロータリーを通じて、 世界理解と平和を

74

向笠　廣次
（Hiroji Mukasa）

1982－1983
日本・中津RC

トロント
（カナダ・オンタリオ州) 1983.6.5-8 16,250

クラブ数：19,785　会員数：907,943　国数：157
（テーマ）

Mankind  is  one, build  bridges  of  friendship 
throughout  the  world. 

人類はひとつ、 世界中に友情の橋をかけよう
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75

ウィリアム E．スケルトン
（William E.Skelton）

1983－1984
米国・クリスチャンスバーグ  -  ブラックスバーグRC

バーミンガム
（英国） 1984.6.3-7 22,452

クラブ数：20,189　会員数：925,571　国数：157
（テーマ）

Share  Rotary,  serve  people.

みんなにロータリーを　みんなに奉仕を

76

カルロス・カンセコ
（Carlos Canseco）

1984－1985
メキシコ・モンテリーRC

カンザスシティ
（ミズーリ州） 1985.5.26-30 12,920

クラブ数：20,838　会員数：961,256　国数：159
（テーマ）

Discover  a  new  world  of  service.

見つけよう　奉仕の新生面

77

エドワード F．カドマン
（Edward F.Cadman）

1985－1986
米国・ウェナッチRC

ラスベガス
（ネバダ州） 1986.6.1-4 18,426

クラブ数：21,669　会員数：991,047　国数：159
（テーマ）

You  are  the  key.

あなたが鍵です

78

マット・カパラス
（M.A.T.Caparas）

1986－1987
フィリピン・マニラRC

ミュンヘン
（ドイツ） 1987.6.7-10 26,909

クラブ数：22,365　会員数：1,013,033　国数：160
（テーマ）

Rotary  brings  hope.

ロータリーは希望をもたらす
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79

チャールズ C．ケラー
（Charles C.Keller）

1987－1988
米国・フィラデルフィアRC

フィラデルフィア
 （ペンシルベニア州） 1988.5.22-25 16,316

クラブ数：23,095　会員数：1,038,747　国数：160
（テーマ）

Rotarians － united  in  service － dedicated  to  peace.

ロータリアン・奉仕に結束・平和に献身

80

ロイス・アビー
（Royce Abbey）

1988－1989
豪州・メルボルンRC

ソウル
（韓国） 1989.5.21-24 38,878

クラブ数：23,679　会員数：1,056,888　国数：162
（テーマ）

Put  life  into  Rotary － your  life.

ロータリーに活力を ― あなたの活力を

81

ヒュー M．アーチャー
（Hugh M.Archer）

1989－1990
米国・ディアボーンRC

ポートランド
（オレゴン州） 1990.6.24-27 21,053

クラブ数：24,419　会員数：1,091,056　国数：167
（テーマ）

Enjoy  Rotary.

ロータリーを楽しもう

82

パウロ V．C．コスタ
（Paulo V.C.Costa）

1990－1991
ブラジル・サントスRC

メキシコ・シティー
 （メキシコ） 1991.6.2-5 15,638

クラブ数：25,160　会員数：1,121,230　国数：172
（テーマ）

Honor  Rotary … with  faith  and  enthusiasm. 

ロータリーを高めよ…思いを尽くし熱意を尽くし
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83

ラジェンドラ K．サブー
（Rajendra K.Saboo）

1991－1992
インド・チャンディーガルRC

オーランド
（フロリダ州） 1992.6.14-17 19,111

クラブ数：25,583　会員数：1,143,333　国数：172
（テーマ）

Look  beyond  yourself.

自分を超えた眼を

84

クリフォード L．ダクターマン
（Cliff ord L．Dochterman）

1992－1993
米国・ノース･ストックトンRC

メルボルン
（オーストラリア、ビクトリア州） 1993.5.23-26 22,083

クラブ数：25,928　会員数：1,155,810　国数：184
（テーマ）

Real  happiness  is  helping  others.

まことの幸福は人助けから

85

ロバート R．バース
（Robert R．Barth）

1993－1994
スイス・アーラウRC

台北
（台湾） 1994.6.12-15 31,161

クラブ数：26,525　会員数：1,173,558　国数：187
（テーマ）

Believe  in  what  you  do.  Do  what  you  believe  in.

行動に信念を、 信念は行動に

86

ビル・ハントレー
（Bill Huntley）

1994－1995
英国・アルフォード＆マーブルソープRC

ニース
（フランス） 1995.6.11-14 34,077

クラブ数：27,026　会員数：1,190,102　国数：185
（テーマ）

Be  a  friend.

友達になろう
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87

ハーバート G．ブラウン
（Herbert G．Brown）

1995－1996
米国・クリアウォーターRC

カルガリ
（カナダ、アルバータ州） 1996.6.23-26 24,963

クラブ数：27,446　会員数：1,170,936　国数：186
（テーマ）

Act  with  integrity. Serve  with  love. Work  for  peace.

真心の行動　慈愛の奉仕　平和に挺身

88

ルイス・ビセンテ・ジアイ
（Luis Vicente.Giay）

1996－1997
アルゼンチン・アレシフェスRC

グラスゴー
（スコットランド．U.K） 1997.6.15-18 23,506

クラブ数：28,134　会員数：1,206,112　国数：189
（テーマ）

Build  the  future  with  action  and  vision.

築け未来を　行動力と先見の眼で

89

グレン W．キンロス
（Glen W．Kinross）

1997－1998
豪州・ハミルトンRC

インディアナポリス
（インディアナ州） 1998.6.14-17 19,002

クラブ数：28,736　会員数：1,213,748　国数：190
（テーマ）

Show  Rotary  cares.

ロータリーの心を

90

ジェームス L．レイシー
（James L．Lacy）

1998－1999
米国・クックヴィルRC

シンガポール
（シンガポール） 1999.6.13-16 17,903

クラブ数：29,113　会員数：1,201,595　国数：195
（テーマ）

Follow  your  Rotary  dream.

ロータリーの夢を追い続けよう
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91

カルロ・ラビッツア
（Carlo Ravizza）

1999－2000
イタリア・ミラノ南西RC

ブエノスアイレス
（アルゼンチン） 2000.6.4-7 14,301

クラブ数：29,728　会員数：1,193,461　国数：195
（テーマ）

Rotary  2000：
Act  with  Consistency ,  Credibility ,  Continuity.

ロータリー2000：
活動は ― 堅実、 信望、 持続

92

フランク J．デブリン
（Frank J．Devlyn）

2000－2001
メキシコ・アナウアクRC

サンアントニオ
 （テキサス州） 2001.6.24-27 21,428

クラブ数：29,626　会員数：1,180,550　国数：197
（テーマ）

Create  awareness  －  Take  action.

意識を喚起し、 進んで行動を

93

リチャード D．キング
（Richard D．King）

2001－2002
米国・ナイルズRC

バルセロナ
（スペイン） 2002.6.23-26 16,842

クラブ数：30,149　会員数：1,188,492　国数：197
（テーマ）

Mankind  is  our  business.

人類が私たちの仕事

94

ビチャイ・ラタクル
（Bhichai Rattakul）

2002－2003
タイ・トンブリRC

ブリスベーン
（オーストラリア） 2003.6.1-4 14,417

クラブ数：31,256　会員数：1,243,431　国と地域：200以上
（テーマ）

Sow  the  Seeds  of  Love.

慈愛の種を播きましょう
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ジョナサン B．マジィアベ
（Jonathan B．Majiagbe）

2003－2004
ナイジェリア・カノRC

大阪
（日本） 2004.5.23-26 45,381

クラブ数：31,561　会員数：1,227,545　国数：166
（テーマ）

Lend  a  Hand

手を貸そう

96

グレン E．エステス シニア
（Glenn E. Estess Sr.）

2004－2005
米国・シェイズバレーRC

シカゴ
（イリノイ州） 2005.6.18-22 39,460

クラブ数：32,507　会員数：1,224,297　国数：168
（テーマ）

Celebrate  Rotary

ロータリーを祝おう

97

カール ヴィルヘルム ステンハマー
（Carl Wilhelm Stenhammar）

2005－2006
スウェーデン・イェーテボリRC

コペンハーゲン （デンマーク）
および マルメ （スウェーデン） 2006.6.11-14 14,807
＊クラブ数：32,596　会員数：1,221,812　国と地域：200以上

（テーマ）

Sevvice  Above  self

超我の奉仕

98

ウィリアム B．ボイド
（William B．Boyd）

2006－2007
ニュージーランド・パクランガRC

ソルトレイクシティ
（ユタ州） 2007.6.17-20 15,439

クラブ数：32,943　会員数：1,224,168　国と地域：200以上
（テーマ）

Lead  the  Way

率先しよう
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ウィルフリッド J. ウィルキンソン
（Wilfrid J．Wilkinson）

2007－2008
カナダ・トレントンRC

ロサンゼルス
（カリフォルニア州） 2008.6.15-18 18,702

クラブ数：33,270　会員数：1,231,483　国と地域：200以上
（テーマ）

Rotary  Shares

ロータリーは分かちあいの心

100

李　東　建
（Dong Kurn Lee）

2008－2009
韓国・ソウルRC

バーミンガム
（英国） 2009.6.21-24 16,062

クラブ数：33,790　会員数：1,234,527　国と地域：200以上
（テーマ）

Make  Dreams  Real

夢をかたちに

101

ジョン・ケニー
（John Kenny）

2009－2010
スコットランド・グランジマスRC

モントリオール
（カナダ） 2010.6.20-23 17,909

クラブ数：34,103　会員数：1,227,563　国と地域 200以上
（テーマ）

The  Future  of  Rotary  is  in  Your  Hands

ロータリーの未来はあなたの手の中に

102

レイ・クリンギンスミス
（Ray Klinginsmith）

2010－2011
米国・カークスビルRC

ニューオリオンズ
（アメリカ） 2011.5.21-25 17,487

クラブ数：34,301　会員数：1,223,413　国と地域 200以上
（テーマ）

Building  Communities
Bridging  Continents　

地域を育み、大陸をつなぐ
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カルヤン・バネルジー
（Kalyan Banerjee）

2011－2012
インド・バピRC

バンコク
（タイ） 2012.5.6-9 33,104

クラブ数：34,533　会員数：1,227,189　国と地域 200以上
（テーマ）

Reach  Within  to  Embrace  Humanity

こころの中を見つめよう
博愛を広げるために

104

田中　作次
（Sakuji Tanaka）

2012－2013
日本・八潮RC

リスボン
（ポルトガル） 2013.6.23-26 19,717

クラブ数：34,558　会員数：1,220,115　国と地域 200以上
（テーマ）

Peace  through  Service

奉仕を通じて平和を

105

ロン Ｄ．バートン
（Ron D. Burton）

2013－2014
米国・ノーマンRC

シドニー
（オーストラリア） 2014.6.1-4 18,603

クラブ数：34,823　会員数：1,207,102　国と地域 200以上
（テーマ）

Engage  Rotary  Change  Lives

ロータリーを実践し、
みんなに豊かな人生を

106

ゲイリー C.K. ホァン（黄其光）
（Gary C.K. Huang）

2014－2015
台湾・台北RC

サンパウロ
（ブラジル） 2015.6.6-9 14,838

＊クラブ数：35,109　会員数：1,235,536　国と地域 200以上
（テーマ）

Light  Up  Rotary

ロータリーに輝きを
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K.R.ラビンドラン
（K.R.(Ravi)Ravindran）

2015－2016
スリランカ・コロンビアRC

ソウル
（韓国） 2016.5.28-6.1 44,607

＊＊クラブ数：35,114　会員数：1,209,491　国と地域 200以上
（テーマ）

Be  a  Gift  to  the  World

世界へのプレゼントになろう

108

ジョン F. ジャームス
（John F. Germ）

2016－2017
米国・チャタヌーガRC

アトランタ
（アメリカ） 2017.6.10-14 －

クラブ数：35,399　会員数：1,207,913　国と地域 200以上
（テーマ）

Rotary  Serving  Humanity

人類に奉仕するロータリー

109

イアン　ライズリー
（Ian Riseley）
2017－2018

オーストラリア・サンドリングガムRC

トロント
（カナダ） 2018.6.24-27 －

クラブ数： 　会員数：
（テーマ）

Rotary：Making  a  Differnce

ロータリー：変化をもたらす

110

サミュエル F. オオリ
（Samuel F.Owori）

2018－2019
ウガンダ・カンパラRC

ハンブルグ
（ドイツ） 2019.6.1-5 －

クラブ数： 　会員数：
（テーマ）

未定
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（注1）※　：  クラブ数、会員数は期末を表しているが、2005-2006年度、2014-2015
年度のデータは、それぞれ2006年、2015年の5月31日現在である。

（注2）※※：  2015-16年度以降のクラブ数、会員数は期首データである。

　今後の国際大会の予定：

年度 開催地 開催日
2019年 ハンブルグ（ドイツ） 2019.6.1-5
2020年 ホノルル（アメリカ） 2020.6.7-10
2021年 台北（台湾） 2021.6.13-16
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1905年
2月23日､シカゴの弁護士､ ポール
P. ハリスが､ ユニティ・ビル711号室
で初のロータリー会合を開きました｡

1908年
サンフランシスコ・ロータ
リークラブが2番目のロータ
リークラブとして加盟｡
創立会員で､ クラブ会長に
選出されたホーマー・ウッ
ドは ｢西海岸のロータリー
の父｣として知られています｡

1910年
8月15日～17日まで､ 全米ロータリークラ
ブ連合会が､ シカゴのコングレス・ホテルで
初のロータリー大会を開催｡ 全米に15の
クラブ､ 1,000人以上の会員を擁するよう
になりました｡

1911年
｢The National Rotarian｣

1912年
カナダ､ マニトバ州のウィニペグ･
ロータリークラブが､ 結成から
2年後の4月13日､米国外のクラ
ブとして初めて正式にロータリー
に加盟｡
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1922年
｢国際ロータリー｣ がロータリーの正式名
称に｡ この名称は､ 国際大会で採択された
新しい定款と細則の一部として承認された
ものです｡

1928年
カナダのロータリアン､ ジェームス W. デイビッ
ドソンが､ アジアと中東でクラブを結成するため､
航海に出発｡ 3年にわたる船旅で､ 西はトルコか
ら東はタイまで､ 12カ国に23のクラブを結成
しました｡

1916年
キューバのハバナ・ロータリークラブが非英語
圏の国で初めてのロータリークラブに｡

1918年
米国のロータリアン､ アンシル・ブラウンが
パリでフランス・ロータリークラブ連合会を
発足｡

1914年
グレートブリテンとアイルランドの
ロータリークラブが､ ロータリークラ
ブ・イギリス協会を結成｡

1930年
6月23日から27日まで開催された
シカゴ国際大会でロータリー創立
25周年を祝いました｡
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1940年
平和を願うロータリーにとって､ 第二次世界大
戦は試練のときとなりました｡ ロータリアンは
戦争の被害者を助けるためロータリー救済基金
を設立し､ ｢人権の尊重｣ を求める決議を草案
して､ 世界平和を推進する活動の土台を作りま
した｡

1943年
国際ロータリーが正式に ｢四つ
のテスト｣ を採択｡

1945年
49名のロータリアンが､ 国連
憲章の起草に貢献｡ 国際ロータ
リーは､ 国連憲章採択会議でア
ドバイザーの地位を認められ､
翻訳を提供したり､ 出席者間の
論争の解決に努めました｡

1947年
ロータリーの創設者､ ポール・
ハリスが1月27日に亡くなり､
30万人以上のロータリアンが
喪に服しました｡ ロータリー財
団には多くの寄付が寄せられ､
これをもってポール・ハリス記
念基金が設立されると､1947
～48年度に海外で高等教育を
受ける18名のフェローに資金
が授与されました｡ これが国際
親善奨学金の前身です｡

1950年
米国ミシガン州デトロイトで開
催されたRI国際大会で､ロータ
リーが2つの標語を正式に承認｡
｢超我の奉仕 (Service Above
Self)｣ と ｢最もよく奉仕する
者､ 最も多く報いられる (He
Profits Most Who Serves
Best)｣ がその標語です｡
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1957年
ロータリー財団が､ 財団プログラムの寄
付者に対し､ ポール・ハリス・フェロー
をはじめとする認証プログラムを設置｡

1962年
RI理事会が世界社会奉仕プログラムを採択｡
理事会はまた､ 高校生の年代の若者を対象に奉
仕と国際交流を目的とした青少年プログラム､
インターアクトを承認しました｡

1965年
ロータリー財団が､ 事業や専門職
務に携わる若い人々を対象に､ 文
化と職業に関連する交流プログラ

を開始｡

1968年
RI理事会が､ インターアクトの参加者よりも年上
の若者を対象とした､ 奉仕と親睦のためのプログラ

員が､ 大学内に木を植えました｡

1955年
89カ国に8,500クラブを擁するまでに成長
したロータリーは､ 創立50周年を迎えまし
た｡ シカゴで開催されたRI国際大会には､
リチャード・ニクソン米国副大統領がゲスト
講演者として出席｡
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1987年
女性が初めてロータリーに入会｡ 5月4日､
米国連邦最高裁判所 が､ 国際ロータリーは
性別を理由に女性の入会を拒否することはで
きないと判決を下したのを受け､ 全米で何百
人もの女性がロータリーに入会しました｡

1988年
ロータリアンが､ ポ
リオ･プラス募金キャ
ンペーンを通じ､
2億4,700万米ド
ルを集めました｡
ロータリアンからの
惜しみない支援がきっ
かけとなり､ 世界保
健機関が毎年招集す
る世界保健総会で､
2000年までにポ
リオを撲滅するとい
う決議が採択されま
す｡

1971年
RI理事会が､ オースト
ラリア､ シドニーで開か
れたRI国際大会で､ ロー
タリー青少年指導者養成
プログラム (RYLA) を
承認｡

1972年
クラブは国際的な青少
年交換を40年以上に
わたり続けてきました
が､この年､ロータリー
の青少年交換がRIの
公式プログラムとなり
ました｡

1979年
フィリピンの600万人の子供たちにポリオの予防接種
を行うというプロジェクトに対し､ ロータリー財団が､
初の保健､ 飢餓追放および人間性尊重 (3-H) 補助金を
支給｡ 当時のジェームスL. ボーマーRI会長が､ ポリオ
予防接種の開始に関するフィリピン政府との合意書に署
名し､ フィリピンで最初となる子供に自らワクチンを投
与しました｡
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1995年
女性が初の地区ガバナーに｡

2003年
2005年のロータリーの百
周年を記念して､ 5つの百周
年記念の鐘が世界各地のク
ラブからクラブへと受け渡
されました｡

2004年
ロータリーの歴史の中で最大規
模となる国際大会が､ 大阪で開
催されました｡ 113の国と地
域から45,381人の登録者が
出席し､ 1978年に開催され
た東京国際大会の出席者数の記
録を上回るものとなりました｡

2005年
ロータリーが､ シカゴ国際大会
で創立百周年記念を祝いました｡
百周年を記念し､ 世界中のクラ
ブが何百もの地域社会プロジェ
クトを開始し､ 何千時間もの時
間をボランティア活動に捧げま
した｡

2008年
ポリオ撲滅活動への支援に向け
て､ ビル・アンド・メリンダ・
ゲイツ財団から授与された1億
ドルの補助金に上乗せする1億
ドルを集めることを目指したロー
タリーのチャレンジが 正式に
開始されました｡
これに続き2009年には､ ゲ
イツ財団から2回目の補助金と
して2億5,500万ドルが授与
され､ これに上乗せする2億ド
ルを集めることを目指したロー
タリーの2億ドルのチャレンジ
が開始されました｡
これをきっかけにロータリーは､
｢End Polio Now (今こそポ
リオ撲滅のとき)｣ と掲げて､
撲滅活動をこれまで以上に強化
していくことになります｡

2009年
ロータリーが英国バーミンガム
で第100回RI国際大会を祝い
ました｡ この国際大会には､ デ
ズモンド・ツツ名誉大主教､ 国
連の潘基文国連事務総長､ 女優
でユニセフ親善大使のミア・ファ
ローさん､ 著名な霊長類学者で
人道活動家のジェーン・グドー
ル博士がゲストスピーカーとし
て講演しました｡

(出典：RIホームページ)
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東日本大震災発生
東日本東北地方の太平洋沿岸を中心
に、大地震が起こり、まさに三重苦
の災害となり、全国のロータリアン
はもとより全世界のロータリアンに
よる救援を得ました。

2011年３月
福島第一原発事故
福島はこの原発事故で苦難の道を歩む
ことになります。一日も早く元の福島
に戻ることを願います。

2011年
世界からポリオの脅威を救うのはあなたです!!
ビル・ゲイツ財団の支援を受け、「２億ドルの
チャレンジ」から「END POLIO」の達成に
近づきました。「あと少し」が我々の目標テー
マとなり、活動を続けています。

2011年12月4日
日本でＥクラブが本格始動
日本で初のＥクラブが発足しました。
異例の速さで、ロータリーも社会変
化の多様性に応え、ロータリーの理
念を学び、親睦と奉仕を踏まえて諸
策が執られています。現在11クラブ
に達しています。（2016年7月1日現在）

あと少し
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2013年７月
田中作次氏（埼玉・八潮RC）
　日本で３人目のRI会長に就任
日本から30年ぶりにRI会長が誕生しました。
田中作次会長が提案した目標は「奉仕を通じて平和を」
であり、私たちが後世に伝えるべき、平和について様々
な新たな道を考えていこうと語りかけています。

2012年3月
「鎮魂と希望の鐘」と「保存ロータリー大時計」

多くのロータリアンの祈りをのせて、岩手県
山田町「御蔵山」に世界社会奉仕資金の提供
を得て「ロータリーの大時計」、そしてその
周辺には新しく花壇もできました。

2013年5月17・18日
世界平和フォーラム・広島
　　会場：広島国際会議場
平和は、私たちの目標であり、特に日本
は多くの苦しい経験を経て、「平和」をテー
マにベルリン、ホノルル、そして広島で
行われ、未来を見据えてフォーラムを行
い、平和構築のためにどのように貢献で
きるかを一緒に考えました。
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ロータリー機関誌の電子版発行

2017年
ロータリー財団100周年

2015年
　ロータリーの会員特典プログラム
　（ロータリーグローバルリワード）

2016年
　ロータリー学友世界奉仕賞受賞

　（緒方貞子氏）

2016年４月
規定審議会　クラブに大幅な
柔軟性が与えられる
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マダム・ガリの店
(ロータリー設立を相談)

ハーバート・テーラー
4つのテスト

20世紀初頭 シカゴ

最初の会合 ユニティ・ビル 復元された711号室

シャーマン・ハウス
チャーターメンバーの

家族と
シカゴ大会
1910年

ロローータタリリーー初初期期資資料料ロローータタリリーー初初期期資資料料
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米山 梅吉 福島 喜三次

1920年(大正9)10月､ 米山梅吉は東京ＲＣを
創立し､ 会長に就任しました｡ 幹事は福島喜三次
です｡
● 新クラブ：
無地区時代…1920.10～1924.6 東京・大阪両ＲＣ
スペシャルコミッショナー時代…神戸・名古屋・京都3ＲＣ
ガバナー時代…大連・奉天・哈爾濱・台北4ＲＣ

■日満ロータリー連合会結成 (1939年7月～1940年6月､ 日本第12代ガバナー)

(1920～1940)

日本語定款細則第一号 1937.10
(1937.5 区大会にて邦訳を決議)

東京RC認証状 (日本最古)
1920.10創立

各 行 事 記 録
表紙 題字

■日本ロータリー初期の記録
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■遂にRI を脱会・解散 (1940年 7月～同年9月､日本第13代ガバナー )

戦前最終号：
6月21日創立の宇和島倶楽部は7月26日承認5272番

＊芝染太郎ロータリー迫害に答う＊解散すべし､ 存続すべ
しで大論争､ 岐路に立つジレンマ＊日満奉公会､ 東亜奉公
会と改名すべし＊8月8・12・14・15・16・19・20
日の各会議で日満ロータリー連合会は官憲の意向を打診し
ながら存続を決定してその都度全国に自重要請を伝達する
も､ 独自で解散して報告のない倶楽部が続出し ｢統制は無
視されたり｣ と大書｡ デマと情報不足で混迷深まる＊監督
3人は夫々存続を目途にした自負・明朗・拡大・卑見・勇
気等に関するアドレスを8月20日付で発表｡

最後の決断：｢ロータリー日本50年史｣ 参照
9月米山会長は､ 軍当局に呼び出されて日本帝国への反

逆と極言され､ 4日の会合で遂にＲＩ離脱と連合会解散を
決意した｡ 翌5日芝幹事は各倶楽部へ趣旨説明の書信を発
送｡ 新組織七曜倶楽部連合会を決議｡

平沼 亮三

横浜RC

岡崎 忠雄

神戸RC

篠田 治作

京城RC
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■戦前九州初・70区 最後の別府地区大会

会 場 風 景

栄冠燦たり

松本ガバナー告辞

大会本会議場別府公会堂前｡出席会員・夫人・関係者名簿､他写真資料等多数発見｡熊本 RC 創立直後
で故大久保圭一郎 PG は､日傘の女性が自分の母親に違いないと名言｡昼も夜も大盛会｡地方誌に曰く
｢美妓の膝を枕に血圧を亢進させる者数多し｣と｡ホストクラブは福岡・門司・長崎の九州内3RC｡

1939（昭和14）年４月29日～30日



－ 712 －

資
料
写
真

客人を迎える開門と旗(R旗・日章旗・満洲国旗) 麻生農園内麻生別荘山水園入口(別府市郊外)
当主麻生太賀吉氏は門司RC会員で大会登録委員長｡ガバナーは松本健次郎氏で安川第五郎氏
の実兄｡

RI 第 2720地区前岡志郎PG ( 別府北RC)
『日本戦前ガバナー列伝』より掲載 )
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ポポーールル・・ハハリリススポポーールル・・ハハリリスス

ポールの生家 生家跡 ラシーン銀行 ミシガン湖畔

バーモント陸軍士官学校時代1891年 アイオワ州立大学卒業1871年 3歳

1896年 弁護士事務所開設28歳

1935年 ジーン夫人と

1935年 東京で日本食を楽しむ

1936年 チリ・サンチャゴ

1935年 日本・神戸

1947年 逝去 享年78歳
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(ポール・ハリスが幼少時代および青年時代を過ごした祖父の家がある所)

カカムムリリーーババンンククカカムムリリーーババンンクク

(ポール・ハリスが奥さんのジーン・トンプソンと結婚してから晩年まで過ごした家)

カムリーバンク道標
友愛の庭

カムリーバンクの小径 日本ロータリアンより送られた石灯篭

祖父ハワードハリス邸 内部陳列資料 ポール手書き文書日本から贈られた胸像
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祖父 ハワード・ハリス 祖母 パメラ 父 ジョージ・ハリス

母 コーネリア 妻 ジーン・トンプソン ハワード・ハリスの墓標

ハリス家の墓地 ジーンの墓標 ポール・ハリスの墓標

左からガスターバス・ローア､ シルベスター・
シール､ハイラム・ショーレー､ ポール・ハリス ポール・ハリス シルベスター・シール

ロローータタリリーー初初期期会会員員ロローータタリリーー初初期期会会員員
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アル・ホワイト ハリー・ラグルス アーサー F. シェルドン チェスレー・ペリー

フランク・コリンズ アーチ・クランフ ウイル・メーニァ Jr ガイ・ガンディガー

グレン C. ミード ジェームス・ピンカム フレデリック・ツイード ハーバート・テーラー

ホーマー・ウッド ハロルド・トーマス パーシー・ホジソン ニッティシ・ラハリー

ガイ・ガンティカー
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アメリカ大統領

Woodrow Wilson

28代 ウイルソン

Warren G. Harding

29代 ハーディング

Herbert Hoover

31代 フーバー

Franklin D.
Roosevelt

32代 ルーズベルト

Harry S. Truman

33代 トルーマン

1913-21 1921-23 1929-33 1933-45 1945-53

Birmingham RC
Washington DC

RC
Bluff RC Albany RC Independence RC

Dwight D.
Eisenhower
34代 アイゼンハワー

John F.
Kennedy
35代 ケネディ

Richard Nixon

37代 ニクソン

Gerald R. Ford

38代 フオード

Jimmy Carter

39代 カーター

1953-61 1961-63 1969-74 1974-79 1977-81

Abilene RC,
Gettysburg RC,
Newport RC

Hyannis RC Whittier RC
Grand Rapids

RC
Americus RC

著著名名ロローータタリリアアンン著著名名ロローータタリリアアンン
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著 名 人

Ronald W. Reagan

40代 レーガン

George Bush

41代 ブッシュ

George W. Bush

43代 ブッシュ

King Baudouin
Belgium

Winston Charchill

1981-89 1989-93 2001- キング・ボードアン ウィンストン・チャーチル

Pacific Palisades
RC

Houseton RC
Washington DC

RC
Brussel RC London RC

Hassan Ⅱ King Albert Mac Arthur Marconi Alen Shephard

ハッサン二世 キング・アルバート マッカーサー マルコーニ アレン・シェパード

Morocco RC Belgium RC 東京RC Bologna RC Derry RC
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Prince Philip Rainier Thatcher Thomas Mann Thomas Edison

プリンス・フィリップ レニエ3世 マーガレット・サッチャー トーマス・マン トーマス・エジソン

Edinburgh RC Monaco RC
Westminster
East RC

Munich RC Orange RC

J.C. Penney Nail Armstrong 松下幸之助 平 澤 興 千 玄 室

Ｊ.Ｃ. ペニー ニール・アームストロング 京都大学元総長 国際ロータリー
2005栄誉賞受賞

New York RC Wapokoneta RC 大阪RC 京都東RC
RI365地区ＰＧ

京 都 RC
RI元理事・

財団元トラスティー

パナソニック創業者
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世界各国の高名なロータリアン

● アスゲイル・アスゲイルソン （レイキャビクRC）  アイスランド大統領

● エウセビオ・アヤラ （アスンスィオンRC）  パラグアイ大統領

● ボードゥアン1世 （ブリュッセルRC）  ベルギー国王

● フェルナンド・ベラウンデ・テリー （リマRC）  ペルー大統領

● ベルンハルト （アムステルダムRC）  オランダ王子

● クラレンス・バーズアイ （マサチューセッツ州、 グロスターRC） 

 米国、 スピード冷凍食品加工法の開発者

● ハリー A.ブラックマン （ミネソタ州、 ロチェスターRC）  米国最高裁判所長官

● フランク・ボーマン （テキサス州、 ヒューストン、 スペースセンターRC） 米国宇宙飛行士

● ノーマン・ブレアリー卿 （ウェスタン・オーストラリア州、 パースRC）  オーストラリア、 飛行の先駆者

● ジョン・ブリッグス （ビングレイRC）  イングランドのコンサート・ピアニスト

● ホセ・ルイス・バスタマンテ・イ・リベロ （アレキパRC）  ペルー大統領

● リチャード E.バード （バージニア州、 ウィンチェスターRC）  米国、 海軍の将官で北極探検家

● ジョセプ・マ一・ヴァイレダ・カナデル （ヘローナRC）  スペインの画家

● アルシノ・カルドソ （ポルト・ドウロRC）  ポルトガルの国防長官

● ロジェ・シャプレンヌ・ミディ （フランス、 パリRC）  フランスの画家

● マックス・コワトロー （パリRC）  フランス、 コアントロ社のオーナー

● ホーリー・コンプトン （ミズーリ州、 セントルイスRC）  米国、 1972年ノーベル物理学賞受賞者

● ウイリアム・ディーン卿 （ニューサウスウェールズ州、 シドニーRC）  オーストラリアの総知事

● ミシェル・ドゥブレー （アンボワーズRC）  フランス首相

● モーリス・ドゥニズィエ （ヴィトリ・スュド-エスト・ドゥ・パリRC）  フランスの作家

● ウォルト・ディズニー （カリフォルニア州、 パームスプリングRC）  米国のアニメ映画製作者

● ホルヘ・フィデル・デュロン （テグチガルパRC、 元RI理事）  ホンデュラスの外務大臣

● マルチェロ B. フェルナン （セブ・ウェストRC）  フィリピンの最高裁判所長官

● フレデリック （コペンハーゲンRC）  デンマーク王子
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● J. ウィリアム・フルブライト （アーカンソー州、 フェイエットビルRC）  米国上院議員

● ケネス・フォン・ピン-ファン卿 （ホンコンRC、 元RI地区ガバナー） 

 香港、 バンク・オブ・イースト・アジア取締役

● W. ハドソン・フィッシュ （シドニーRC）  オーストラリア、 カンタス航空創設者

● ハンス-ディートリッヒ・ゲンシャー （ボン・ズッド・バッド・ゴーデスバーグRC）

 ドイツの外務大臣

● エドガー A. ゲスト （ミシガン州、 デトロイトRC）  米国の詩人・ジャーナリスト

● カール16世グスタフ （ストックホルムRC）  スウェーデン国王

● ロレンゾ・ゲレッロ・グティエレーズ （グラナダRC）  ニカラグアの大統領

● ジョーエル・チャンドラー・ハリス （ジョージア州、 アトランタRC）  米国の作家

● 服部禮次郎 （東京銀座RC、 元RI理事）  日本、 セイコー㈱ 会長

● スティングリムール・ヘルマンソン （レイキャビークRC）  アイスランド首相

● トール・ヘイエルダール （ラルビクRC）  ノルウェーの探検家、 海洋学者

● エドモンド・ヒラリー卿 （オークランドRC）  ニュージーランドの探検家、 登山家

● アブドゥラ・ハリル （ハルトムRC）  スーダン首相

● チュン・ヨル・キム （ハンヤンRC）  韓国首相

 （注：同クラブ出身の首相には、 他にもトク・ウ一・ナム、 チューン・フン・パク、 チャン・スン・ユーなどがいる。）

● カール・コベル （サント・ガレンRC）  スイス連邦大統領

● チュクリ・クーワトリー （ダマスカスRC）  シリア大統領

● ハンス・キュング （ロートリンゲン-チュービンゲンRC）  ドイツの神学者

● ハリー・ローダー卿 （グラスゴーRC）  スコットランドの芸能人

● ジーン・レクラン （パリRC） フランスのエジプト学者

● フランツ・レハール （ウィーンRC）  オーストリアの作曲家

● ロベール・マニュエル （パリRC）  フランス、 劇場監督

● ジョージ・C・マーシャル （ジョージア州、 コロンバスRC；ジョージア州、 サバンナRC；

サウスカロライナ州、 チャールストンRC；ペンシルベニア州、 ユニオンタウンRC）

 米国陸軍元帥、 ノーベル平和賞受賞者
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● ヤン・マサリク （プラハRC）  チェコスロバキア外務大臣

● チャールス H. マヨ医師 （ミネソタ州ロチェスターRC） 

 米国のマヨ・クリニック共同創始者

● コルネリウス 「コ二一・マック」 マクギリカディー （ペンシルベニア州、 ペンシルベ

ニアRC；フロリダ州、 フォートマイヤーズRC）  米国の野球監督兼チーム・オーナー

● カール・メニンガー医師 （カンザス州、 トピーカRC） 

 米国の精神科医、 メニンガ一・クリニックの共同設立者

● チェザレ・メルザゴラ （ローマRC）  イタリアの上院議長

● 御木本豊彦 （東京RC）  日本、 ミキモト代表取締役社長

● レナート・ニルソン （ストックホルムRC）  スウェーデンの写真家

● ジョルジュ・オクトル （ブラバント州、 ブリュッセルRC）

 ベルギー、 オーケストラ指揮者

● ラウル・セぺナ・パストル （アスンスィオンRC、 元RI地区ガバナー）  パラグアイ大統領

● ノーマン・ヴィンセント・ピール （ニューヨーク州、 ニューヨークRC）  米国の作家兼聖職者

● レスター・ピアソン （オンタリオ州、 オタワRC） 

 カナダ首相、 国連総会議長、 ノーベル平和賞受賞者

● ジョン J. ハーシング （ブラック・ジャック）  （ミズーリ州、 セントルイスRC；ネブラス

カ州、 リンカーンRC；テキサス州、 サン・アントニオRC）  米国陸軍元帥

● アントワーヌ・ピネ （サンテティエンヌRC）  フランス首相

● レオポルド・ピレリ （ミラノRC）  イタリア、 ピレリ・タイヤ社長

● ジョアン・アベロ・プラット （バルセロナ・コンダルRC）  スペインの画家

● エミリオ・プッチ （フローレンスRC）  イタリアのヘアデザイナー

● ジェイムズ・ウィットコム・ライリー （インディアナ州、 インディアナポリスRC） 

 米国の詩人

● グムンド・ロンバーグ （ニューヨーク州、 ニューヨークRC）  米国の作曲家

● カルロス P. ロムロ （マニラRC、 元RI副会長）  フィリピン、 国連総会議長
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● ウルフギャング・シャレンベーグ （フランス、 パリ・ウェストRC；スペイン、 マドリッ

ドRC；ウィーンRC）  オーストリア、 外務省事務総長

● ヴァルター・シェール （ボンRC）  ドイツ大統領

● アルベルト・シュヴァイツァー （フランス、 コルマールRC；ドイツ、 パッサウRC） 

 ガボンの医師、 哲学者、 ノーベル平和賞受賞者

● 清家清 （東京目黒RC）  日本の建築家

● ドナ・シャララ （ウィスコンシン州、 マジソンRC；フロリダ州、 コーラル・ゲーブルズRC） 

 米国の厚生省長官

● 正田健次郎 （大阪RC）  日本、 大阪大学総長

● ジャン・シベリウス （ヘルシンキRC）  フィンランドの作曲家

● トリス・スピーカー （オハイオ州、 クリーブランドRC）  米国の野球選手

● シグムンド・スターンバーグ卿 （ロンドンRC）  イングランドの企業家兼慈善家

● アドレイ E. スティーブンソン （イリノイ州、 スプリングフィールドRC） 

 米国連大使、 イリノイ州知事

● 竹田恒徳 （東京北RC）  日本、 皇族

● クロード・ヴィトン （パリ-ノールRC）  フランス、 ルイヴィトン社のオーナー

● チャールズ R. ウォールグリーン・ジュニア （イリノイ州、 シカゴRC） 

 ウォールグリーン・ドラッグ・カンパニー会長

● アール・ウォーレン （カリフォルニア州、 サクラメントRC）  米国最高裁判所長官

● ジャック・ウィリアムソン （ニューメキシコ州、 ポルタレスRC） 米国のSF作家

● オービル・ライト （オハイオ州、 デイトンRC）  米国、 飛行の先駆者

● フィリップ・ワイリー （コネチカット州、 ミドルタウン）  米国の作家、 社会論評家

● 厳家淦 （C. K.）  （台北RC）  中国、 台湾省

● ウィリー・ズンブリック （トゥバラオRC）  ブラジルの画家・彫刻家

「奉仕の一世紀」 より抜粋
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国・地理的地域名
RC RAC IAC

クラブ数 会員数 女性会員数 クラブ数 クラブ数
アフガニスタン （Afghanistan） 3 65 18
オーランド諸島 （Aland Islands） 2 128 23
アルバニア （Albania） 10 228 31
アルジェリア （Algeria） 12 180 61 8 2
米領サモア （American Samoa） 1 21 6 1
アンドラ （Andorra） 1 50 6
アンゴラ （Angola） 3 70 18
アンギラ （Anguilla） 1 17 10 1
アンタークティカ （Antarctica） 2 14 1
アンティグア・バーブーダ （Antigua&Barbuda） 2 83 34 1 5
アルゼンチン （Argentina） 616 10,016 2,960 157 299
アルメニア （Armenia） 4 64 18 3
アルーバ （Aruba） 1 48 5
オーストラリア （Australia） 1,091 28,828 7,501 70 190
オーストリア （Austria） 147 7,706 764 24 10
アゼルバイジャン （Azerbaijan） 2 31 13 2
バハマ諸島 （Bahamas） 13 530 181 7 21
バーレーン （Bahrain） 3 150 25 1 1
バングラデシュ （Bangladesh） 322 9,122 1,023 273 60
バルバドス （Barbados） 3 165 34 2 4
ベラルーシ （Belarus） 3 35 12 3 1
ベルギー （Belgium） 260 9,785 890 46 4
ベリーズ （Belize） 10 201 82 5 5
ベニン （Benin） 24 593 125 14 3
バミューダ （Bermuda） 4 111 23
ブータン （Bhutan） 1 16 5
ボリビア （Bolivia） 48 1,140 381 20 15
ボネール （Bonaire） 1 28 5
ボスニア・ヘルツェゴビナ （Bosnia-Herzegovina） 12 239 73 6 3
ボツワナ （Botswana） 4 76 24 2
ブラジル （Brazil） 2,363 53,955 13,189 514 885
英領バージン諸島 （British Virgin Islands） 3 194 79 2
ブルネイ （Brunei Darussalam） 2 50 10 1

国際ロータリー　国・地理的地域別のクラブ数と会員数国際ロータリー　国・地理的地域別のクラブ数と会員数
※ RCのクラブ数・会員数・女性会員数は、 RIのデーターベース情報から2017年1月20日時点で、 
RI日本事務局によって抽出記録されたものを提供いただいた。 会員数は女性会員数を含む。 

　RACおよびIACのクラブ数は2014年3月31日時点の数字。
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国・地理的地域名
RC RAC IAC

クラブ数 会員数 女性会員数 クラブ数 クラブ数
ブルガリア （Bulgaria） 87 2,021 372 40 47
ブルキナファソ （Burkina Faso） 11 217 40 6 1
ブルンジ （Burundi） 7 157 27 2 2
カーボベルデ （Cape Verde） 4 93 18 1 1
カンボジア （Cambodia） 7 126 33 1 1
カメルーン （Cameroon） 19 291 59 5 5
カナダ （Canada） 721 23,845 7,580 76 293
ケイマン諸島 （Cayman Islands） 4 258 86 2
中央アフリカ共和国 （Central African Rep.） 1 11 2
チャド （Chad） 2 38 4
チリ （Chile） 216 4,065 846 19 49
中華人民共和国 （China,People's Republic of） 15 409 125 2 4
コロンビア （Colombia） 141 2,579 1,040 51 96
コモロ諸島 （Comoros） 1 11 3 1 3
コンゴ共和国 （Congo） 6 131 20 1
コンゴ民主共和国 （Congo,Dem.Rep.of） 30 482 52 9 3
クック諸島 （Cook Islands） 1 19 6 1
コスタリカ （Costa Rica） 15 285 105 11 2
コートジボワール （Cote d'Ivoire） 26 620 131 14 6
クロアチア （Croatia） 53 1,285 203 8 2
キュラソー （Curaçao） 2 129 26 1 1
キプロス （Cyprus） 20 640 136 10 10
チェコ共和国 （Czech Rep.） 46 885 115 8 1
デンマーク （Denmark） 271 10,180 1,385 12
ジブティ （Djibouti） 2 48 9 1
ドミニカ （Dominica） 2 68 35 1 1
ドミニカ共和国 （Dominican Rep.） 61 1,405 446 16 36
南太平洋諸島 （Eclub） 1 22 15
エクアドル （Ecuador） 60 1,271 385 30 19
エジプト （Egypt） 91 2,270 947 45 35
エルサルバドル （El Salvador） 13 271 62 6 7
イングランド （England） 1,386 37,772 6,003 52 206
赤道ギニア共和国 （Equatorial Guinea） 2 34 10 1
エリトレア （Eritrea） 1 32 5
エストニア （Estonia） 18 567 98
エチオピア （Ethiopia） 14 344 82 11 6
フェロー諸島 （Faroe Islands） 2 57 12
フィジー （Fiji） 9 160 53 2 6
フィンランド （Finland） 288 9,940 1,359 4 1
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国・地理的地域名
RC RAC IAC

クラブ数 会員数 女性会員数 クラブ数 クラブ数
フランス （France） 1,084 31,432 5,722 88 17
仏領ギアナ （French Guiana） 5 117 14 1
仏領ポリネシア （French Polynesia） 6 93 37
ガボン （Gabon） 11 216 46 3 3
ガンビア共和国 （Gambia） 3 78 15 1
グルジア共和国 （Georgia） 3 30 11 1
ドイツ （Germany） 1,061 54,856 5,693 181 23
ガーナ （Ghana） 42 1,299 414 23 11
ジブラルタル （Gibraltar） 1 38 19
ギリシャ （Greece） 91 1,847 467 25 5
グリーンランド （Greenland） 1 46 6
グレナダ （Grenada） 2 46 13 1 1
グアドループ （Guadeloupe） 8 168 35 1
グアム （Guam） 5 195 47 1 4
グアテマラ （Guatemala） 30 687 136 8 7
ガーンジーチャネル諸島 （Guernsey-Channel Islands） 3 116 37
ギニア （Guinea） 4 77 11 1
ギニア・ビッサウ （Guinea-Bissau） 1 23 8
ガイアナ （Guyana） 6 227 66 5 6
ハイチ （Haiti） 20 384 94 9 5
ホンジュラス （Honduras） 30 670 153 10 8
香港 （Hong Kong） 63 1,721 428 42 53
ハンガリー （Hungary） 50 1,142 146 8 5
アイスランド （Iceland） 31 1,134 294
インド （India） 3,592 142,032 14,541 1,239 4,805
インドネシア （Indonesia） 116 2,345 1,097 35 16
アイルランド （Ireland） 43 1,129 237 18
マン島 （Isle of Man） 5 190 11
イスラエル （Israel） 60 1,403 439 3 8
イタリア （Italy） 861 39,456 6,169 440 175
ジャマイカ （Jamaica） 26 640 232 23 49
日本 （Japan） 2,263 89,249 5,318 254 584
ジャージーチャネル諸島 （Jersey-Channel Islands） 2 100 13
ヨルダン （Jordan） 11 254 45 5 3
カザフスタン （Kazakhstan） 2 31 15 1
ケニア （Kenya） 76 1,629 676 35 61
キリバス共和国 （Kiribati） 1 14 7
韓国 （Korea,Republic of） 1,612 63,244 11,742 153 708
コソボ （Kosovo） 12 30 53 3 1
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国・地理的地域名
RC RAC IAC

クラブ数 会員数 女性会員数 クラブ数 クラブ数
キルギスタン （Kyrgyzstan） 1 27 7 1
ラオス人民民主共和国 （Lao People's Democratic Republic） 1 11 7
ラトビア （Latvia） 19 370 124 2
レバノン （Lebanon） 27 641 194 19 6
レソト （Lesotho） 2 60 31 2 5
リベリア （Liberia） 4 141 60 8
リヒテンシュタイン （Liechtenstein） 2 116 13
リトアニア （Lithuania） 52 1,575 241 5
ルクセンブルグ （Luxembourg） 14 852 89 1
マカオ （Macao） 7 161 53 5 2
マケドニア共和国 （Macedonia,The former Yugoslav Republic of） 18 456 84 4 1
マダガスカル （Madagascar） 19 389 88 12 4
マラウィ （Malawi） 5 187 49 4
マレーシア （Malaysia） 124 2,969 596 33 280
モルディブ （Maldives） 1 40 11
マリ （Mali） 13 260 45 7 2
マルタ （Malta） 3 158 32 1
マルティニーク （Martinque） 7 189 47 1
モーリタニア （Mauritania） 2 20 2 1
モーリシャス （Mauritius） 20 537 106 12 9
マイヨット （Mayotte） 2 68 18 1
メキシコ （Mexico） 590 10,063 2,543 187 112
ミクロネシア （Micronesia, Federated States of） 2 24 11
モルドバ共和国 （Moldova） 4 56 16 1 1
モナコ （Monaco） 1 56 0 1
モンゴル （Mongolia） 14 314 172 10 4
モンテネグロ （Montenegro） 6 128 24 2
モンテセトラ （Montserrat） 1 26 14 1 1
モロッコ （Morocco） 45 789 217 28 7
モザンビーク （Mozambique） 6 117 38 2 1
ミャンマー （Myanmar） 1 57 17
ナミビア （Namibia） 7 96 31 4
ナウル共和国 （Nauru） 1 5 4
ネパール （Nepal） 113 4,315 626 89 82
オランダ王国 （Netherlands） 493 17,532 4,172 46 2
ニューカレドニア （New Caledonia） 3 82 14
ニュージーランド （New Zealand） 240 7,989 1,841 11 40
ニカラグア （Nicaragua） 17 286 134 3 1
ニジェール （Niger） 4 89 10 1 1
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国・地理的地域名
RC RAC IAC

クラブ数 会員数 女性会員数 クラブ数 クラブ数
ナイジェリア （Nigeria） 333 7,305 1,818 244 313
ノーフォーク諸島 （Norfolk Island） 1 18 5
北アイルランド （Northern Ireland） 30 851 148 1 5
北マリアナ諸島 （Northern Mariana Islands） 1 48 8 1
ノルウェー （Norway） 289 10,668 1,945 14 1
パキスタン （Pakistan） 201 3,912 614 42 50
パラオ共和国 （Palau） 1 21 9
パレスチナ （Palestine） 4 63 9 1
パナマ （Panama） 14 429 103 6 9
パプアニューギニア （Papua New Guinea） 12 148 55 1 1
パラグアイ （Paraguay） 23 471 130 12 9
ペルー （Peru） 152 2,844 1,007 84 86
フィリピン （Philippines） 878 24,637 7,860 336 877
ポーランド （Poland） 82 1,810 373 18 9
ポルトガル （Portugal） 160 3,268 684 40 35
プエルトリコ （Puerto Rico） 31 1,016 391 7 26
レユニオン （Reunion） 24 630 155 4 1
ルーマニア （Romania） 119 3,202 670 48 35
ロシア連邦 （Russian Federation） 73 1,182 455 26 6
ルワンダ （Rwanda） 7 147 35 4 3
セントバルテルミー島 （Saint Barthelemy） 1 23 8
セントクリストファーネーヴィス （St.Kitts-Nevis） 2 74 27 1
セントルシア （St.Lucia） 2 61 19 2 2
セントマーチン （Sint Maarten） 1 26 8 1
セントピエール・ミクロン （St.Pierre&Miquelon） 1 17 4
セントピンセント・グレナディン （St.Vincent&the Grenadines） 2 34 8 1 2
サモア （Samoa） 1 17 8 1
サンマリノ （San Marino） 1 49 4 1
サントメ・プリンシペ （Sao Tome&Principe） 1 19 5
スコットランド （Scotland） 198 5,599 799 11 32
セネガル （Senegal） 11 218 46 3 2
セルビア （Serbia） 56 1,041 188 21 3
セーシェル （Seychelles） 2 49 11 1
シェラレオネ （Sierra Leone） 3 96 40 1 2
シンガポール （Singapore） 22 781 154 15 50
セント・マーチン （Sint Maarten） 3 91 39 1 5
スロバキア （Slovakia） 25 467 50 3 1
スロベニア （Slovenia） 48 1,034 179 14 4
ソロモン諸島 （Solomon Islands） 2 32 13 1
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国・地理的地域名
RC RAC IAC

クラブ数 会員数 女性会員数 クラブ数 クラブ数
南アフリカ （South Africa） 203 3,899 1,252 30 302
南スーダン共和国 （South Sudan） 4 65 12 1 1
スペイン （Spain） 211 4,021 811 23 10
スリランカ （Sri Lanka） 68 1,837 213 56 182
スーダン （Sudan） 1 24 5
スリナム （Suriname） 3 204 46 3 1
スワジランド （Swaziland） 5 104 37 4 6
スエーデン （Sweden） 506 23,660 6,136 17 2
スイス （Switzerland） 215 12,855 1,345 24
台湾 （Taiwan） 762 34,510 10,764 120 126
タンザニア （Tanzania, United Republic of） 36 624 187 11 18
タイ （Thailand） 332 8,534 3,244 47 157
東チモール民主共和国 （Timor-Leste） 2 58 24 1
トーゴ （Togo） 13 272 53 4 1
トンガ （Tonga） 1 15 7
トリニダード・トバゴ （Trinidad&Tobago） 20 490 142 15 30
チュニジア （Tunisia） 32 627 220 26 15
トルコ （Turkey） 222 5,720 1,345 138 78
タークス・カイコス諸島 （Turks&Caicos Islands） 2 45 23 2
ウガンダ （Uganda） 93 2,784 1,041 65 175
ウクライナ （Ukraine） 50 799 240 22 6
アラブ首長国連邦 （United Arab Emirates） 5 193 39 2 3
アメリカ合衆国 （USA） 7,652 324,446 95,141 543 4,317
米領バージン諸島 （US Virgin Islands） 10 268 116 2 11
ウルグアイ （Uruguay） 106 2,371 678 14 43
バヌアツ （Vanuatu） 3 56 22
ベネズェラ （Venezuela） 103 1,936 793 34 34
ウエールズ （Wales） 101 2,361 259 2 20
ザンビア （Zambia） 22 411 90 3 20
ジンバブエ （Zimbabwe） 26 537 243 13 96

Totals 35,390 1,222,944 258,475 6,881 16,738
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国内地区別クラブ数・会員数国内地区別クラブ数・会員数

2500
（北海道東部）

2510
（北海道西部）

2830
（青　森）

2540
（秋　田）

2520
（岩手・宮城）

2800
（山　形）

2530
（福　島）

2550
（栃　木）

2820
（茨　城）

2790
（千　葉）

2580
（東京・沖縄）

2570
（埼玉西北）

2770
（埼玉南東）

2560
（新　潟）

2840
（群　馬）2600

（長　野）

2620
（山梨・静岡）

2760
（愛　知） 2780

（神奈川）

2590
（神奈川）

2750
（東京・
  北マリアナ諸島・グアム・
  ミクロネシア・パラオ）

2630
（岐阜・三重）

2610
（富山・石川）

2680
（兵　庫）

地区
テリトリー

第1ゾーン

第2ゾーン

第3ゾーン

○○○○○○・
○○○○○○・

2690
（岡山・鳥取・島根）

2710
（広島・山口）

2660
（大阪北部）

2640
（大阪南部・和歌山）

2700
（福岡・佐賀・長崎）

2740
（長崎・佐賀）

2720
（熊本・大分）

2730
（鹿児島・宮崎）

2670
（香川・愛媛・徳島・高知）

2650
（福井・滋賀・京都・奈良）

2017年２月現在
日本ロータリー分布図日本ロータリー分布図

地区 ＲＣ数 会員数 地区 ＲＣ数 会員数
2500 67 2,323 2610 65 2,676
2510 69 2,620 2620 79 3,063
2520 79 2,330 2630 77 3,150
2530 66 2,434 2750 100 4,869
2540 42 1,135 2760 84 4,866
2550 51 1,747 2780 66 2,379
2560 56 2,131 2640 69 1,958
2570 51 1,655 2650 97 4,676
2770 73 2,616 2660 81 3,630
2790 83 2,829 2670 74 3,047
2800 50 1,640 2680 74 2,842
2820 56 1,999 2690 66 3,103
2830 40 1,177 2700 61 3,224
2840 46 2,109 2710 73 3,366
2580 70 3,083 2720 74 2,398
2590 57 2,079 2730 65 2,401
2600 55 2,004 2740 57 2,269

合　計 2,273 89,828
注１.  第2750地区のクラブ数・会員数は、PBグループ９RC290人を

含みます。（ロータリーの友より　2017年2月末現在）
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Special Observances

　2015-16年度より新たに理事会は奉仕の重要性を認識し、ロータリーの 6つの重
点分野の月間が取り入れられた。クラブだけでなく、ロータリアン一人ひとりが、ロー
タリーの活動に参加するよう強調するため、国際ロータリー理事会が指定した特別
月間・週間・日がある。 

特　別　行　事 月・週・日

会員増強・新クラブ結成推進月間
　（Membership and New Club Devellopment Month） 8月

重点目標：基本的教育と識字率の向上月間
　（Basic Education and Literacy Month）
※ロータリーの友月間（rotary-no-tomo Month）

９月

重点目標：経済と地域社会の発展月間
　（Economic and Community Development Month）
※米山月間（（Yoneyama Month） 

10月

ロータリー学友参加推進週間（Rotary Almni Reconect Week） 10月７日を含む週

世界インターアクト週間（World Interact Week） 11月5日を含む週

ロータリー財団月間（The Rotary Foundation Month） 11月

重点目標：疾病予防と治療月間
　（Disease Prevention and Treatment Month） 12月

職業奉仕月間（Vocational Service Month） １月

重点目標：平和と紛争予防／紛争解決月間
　（Peace and Confl ict Prevention/Resolution Month） 2月

ロータリー創立記念日（Rotary's Anniversary）：
　世界理解と平和の日（World Understanding and Peace Day） 2月23日

重点目標：水と衛生月間（Water and Sanitation Month） 3月

世界ローターアクト週間（World Rotaract Week） 3月13日を含む週

重点目標：母子の健康月間（Maternal and Child Health Month） 4月

青少年奉仕月間（Youth Services Month） 5月

ロータリー親睦活動月間（Rotary Fellowships Month） 6月

※日本独自の特別月間を示す。 （ロータリー章典8.020.）

ロータリーの特別行事
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　2015年 1月RI 理事会は、8月を重点分野：「会員増強・新クラブ結成推進月間」
とした。ロータリアン、クラブ、地区が新会員の勧誘とロータリーの新クラブ結成
に焦点を当てて活動する月間である。

基本的教育と識字率の向上月間
　　（Basic Education and Literacy Month）９月

　2014年 10月RI 理事会は、9月を重点分野：「基本的教育と識字率の向上月間」
とした。地域社会で基本的教育を普及し、識字能力を高めるためのプログラムを支
援し、地域社会の参加を促進、成人識字率の向上、教育における男女格差を減らす
ための活動、基本的教育と識字率向上に関連した仕事に従事することを目指す専門
職業人のための奨学金支援を強調する月間である。

ロータリーの友月間（rotary-no-tomo Month）

　雑誌月間の廃止に伴い 2015-16年度より日本独自に、9月を「ロータリーの友月
間」とした。ロータリー地域雑誌と呼ばれる「友」誌は、全世界に 31誌ある地域雑
誌でその目的は地域の特徴ある活動をその地域のロータリアンが共有することであ
る。また、『The Rotarian』の中からいくつかの記事をすべての地域雑誌にも掲載
しているのは、 全世界のロータリアンが共通して知っておかなければならないためで
ある。会員の義務でもある雑誌の購読や記事紹介を会員に強調する月間でもある。

経済と地域社会の発展月間
　　（Economic and Community Development Month）10月

　2014年10月RI理事会は、10月を重点分野：「経済と地域社会の発展月間」とした。
貧困地域の経済発展を目的とした、起業家、地域社会のリーダー、地元団体を含む
地域ネットワークの向上、雇用創出、支援が行き届いていない地域社会での貧困の
削減、経済と地域社会の発展に関連した仕事に従事することを目指す専門職業人の

会員増強・新クラブ結成推進月間
　　（Membership and New Club Development Month）８月
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ための奨学金支援を強調する月間である。

ロータリー学友参加推進週間（Rotary Alumni Reconnect Week）

　10月７日を含む 1週間（月～日曜日）は、ロータリー学友が地元のロータリーク
ラブと活動したり交流を深めることを強調する週間である。世界ではボランティア
活動や特別イベントを企画しているクラブが多くある。

「米山月間」（Yoneyama Month）

　10月の米山月間は、日本独自の特別月間である。クラブはこの月に特に米山奨学
事業の意義を深く認識し、寄付金を募る活動をする。そのために米山奨学生や地区
役員・委員の卓話を聞き、更に奨学会から提供される資料をもとにクラブフォーラ
ムを開催したりすることが推奨されている。

ロータリー財団月間
　　（The Rotary Foundation Month）11月

　RI 理事会と管理委員会は、毎年 11月を「ロータリー財団月間」に指定すること
に同意した。この月間中、クラブは少なくとも 1回の例会プログラムを、財団に関
する内容とすることが求められている。

世界インターアクト週間（World Interact Week）

　RI 理事会は、ロータリークラブとインターアクトクラブに、11月 5日を含む１
週間（月～日曜日）を「世界インターアクト週間」として順守するように奨励している。
それは、ロータリークラブとインターアクトクラブを「顕著であり、国際規模の活動」
に参加させるためである。

疾病予防と治療月間
　　（Disease Prevention and Treatment Month）12月

　2014年 10月RI 理事会は、12月を重点分野：「疾病予防と治療月間」とした。
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地域社会の医療従事者の能力向上、伝染病の伝播を食い止め、非伝染病とそれによ
る合併症を減らすための、疾病予防プログラム、地域社会の医療インフラの改善、
疾病の蔓延を防止することを目的とした、地域住民への教育と地域動員、疾病また
はケガによって引き起こされる身体障害の予防、疾病予防と治療に関連した仕事に
従事することを目指す専門職業人のための奨学金支援を強調する月間である。

職業奉仕月間（Vocational Service Month）1月

　2004年 11月の理事会決定 59号で決定され、10月を指定されていたが、2014
年 10月理事会で大幅な特別月間の変更があった。それに伴って 1月へ移行された
職業奉仕を強調する月間である。
　職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理念の実践をロータリーが培い、
支援する方法である。
　「ロータリーの目的」の第 2項は、職業奉仕が基本となるもので、特に以下のこと
を奨励し、育成する :
● 職業上の高い倫理基準を保つこと；
● 役立つ仕事はすべて価値あるものと認識すること；
● 社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

（ロータリー章典 8.030.1. 職業奉仕に関する声明より抜粋）

平和と紛争予防／紛争解決月間
　　（Peace and Confl ict Prevention/Resolution Month）２月

　2014年 10月RI 理事会は、２月を重点分野：「平和と紛争予防／紛争解決月間」
とした。紛争予防と仲裁に関する若者（将来にリーダーとなることが望まれる人）
を対象とした研修の実施、紛争地域における平和構築の支援、平和と紛争予防／紛
争解決に関連した仕事に従事することを目指す専門職業人のための奨学金支援を強
調する月間である。

ロータリー創立記念日（Rotary's Anniversary Day）と
世界理解と平和の日（World Understanding and Peace Day）
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　1905年 2月 23日は、ロータリーの創始者ポール・ハリスが、友人 3人と最初
に会合をもった日であり、この2月23日を祝う創立記念日は、「世界理解と平和の日」
として順守されている。この日、各クラブは、国際理解、友情、平和へのロータリー
の献身を特に認め、強調しなければならない。

水と衛生月間（Water and Sanitation Month）３月

　2014年 10月RI 理事会は、3月を重点分野：「水と衛生月間」とした。地域社会
における安全な水の公平な提供、衛生設備や衛生状況の改善、持続可能な水設備と
衛生設備の設置、資金調達、維持管理を地域住民が行っていくための能力向上、安
全な水と衛生の重要性について、地域住民の認識を高めるためのプログラム支援、
水と衛生に関連した仕事に従事することを目指す専門職業人のための奨学金支援を
強調する月間である。

世界ローターアクト週間（World Rotaract Week）

　1993年、RI 理事会はRAの創立 25周年を記念して、３月 13日を含む１週間（月
～日曜日）を「世界ローターアクト週間」として祝うことを、ロータリークラブとロー
ターアクトクラブに奨励している。
　ロータリークラブには、地元のローターアクトクラブとの共同プロジェクトや、
親睦活動に参加するよう、呼びかけを行っている。参加により、ロータリアンは、ロー
ターアクターから、若いエネルギーや、新しいアイデア、労力を得ることができるし、
ローターアクターは、ロータリアンから深い知識や経験を学ぶことができる。

母子の健康月間（Maternal and Child Health Month）４月

　2014年 10月RI 理事会は、４月を重点分野：「母子の健康月間」とした。5歳未
満の幼児の死亡率と罹患率の削減、妊婦の死亡率と罹患率の削減、より多くの母子
に対する基本的な医療サービスの提供、保健従事者を対象とした研修、保健ケアの
提供、母子の健康に関連した仕事に従事することを目指す専門職業人のための奨学
金の支援を強調する月間である。
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青少年奉仕月間（Youth Services Month）５月

　5月は、若い人々の育成を支援するすべてのロータリー活動に焦点を当てる「青
少年奉仕月間」である。ロータリークラブは、この月間中、クラブのニュースレター
やその他の広報資料に「各ロータリアンは青少年の模範」のスローガンを利用する
よう奨励されている。

ロータリー親睦活動月間（Rotary Fellowships Month）６月

　クラブと地区は、特にロータリー親睦活動月間である 6月中に、親睦活動を推進
するよう奨励されている。ガバナーは、月信で親睦活動を推進し、親睦活動の一年
の活動状況について地区研修・協議会または地区大会で報告するよう奨励されてい
る。親睦活動グループは、活動内容やロータリー一般について関心を高めるため親
睦活動の日を設けたり、会員に情報を伝え、活動を推進するためのウェブサイトを
運営するよう奨励されている。 （参照：ロータリー章典 42.020.9.）
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ロータリーの各種賞・表彰

 

　賞の授与は、クラブと地区が、奉仕活動に力を尽くしたロータリアンやその他の
人々を表彰、激励し、その意欲を高める機会となるものである。多種多様な賞があ
るため、ガバナーは、各賞についての周知や候補者の推薦を担当する委員会を任命
することができる。
　人びとの生活をもっと豊かにするために、クラブに活気をもたらすために、そし
て平和な世界を築くために、ロータリーで力を尽くす人たちに表彰というかたちで
感謝の気持ちを伝えることができる。
 

Ａ．ロータリアンの表彰（個人）
　・奉仕部門功労者賞（Avenues of Service Award）
　・クラブビルダー賞（Club Builder Award）
　・ロータリー財団功労表彰状（Rotary Foundation Citation for Meritorious Service）
　・ロータリー財団特別功労賞（Rotary Foundation Distinguished Service Award）
　・ロータリー財団地区奉仕賞（Rotary Foundation District Service Award）
　・RI 超我の奉仕賞（RI Service Above Self Award）
　・ポリオのない世界を目指す奉仕賞（Service Award for a Polio-Free World）
　・職業奉仕リーダーシップ賞（Vocational Service Leadership Award）

Ｂ．ロータリークラブ・地区の表彰
　・ロータリー会員増強賞（Rotary Membership Development Award）
　・会長賞（Rotary Citation）
　・意義ある業績賞（Signifi cant Service Award）

Ｃ．奉仕の「パートナー」を称える賞
　・インターアクトクラブのための会長賞（Presidential Citation for Interact Clubs）
　・ローターアクトクラブのための会長賞（Presidential Citation for Rotaract Clubs）
　・卓越したローターアクトプロジェクト賞（Rotaract Outstanding Project Award）
　・ロータリアン配偶者／パートナー奉仕功労賞（Rotarian Spouse/Partner Service Award）
　・ロータリー最優秀学友会賞（Rotary Alumni Association of the Year）
　・ロータリー人道奉仕功労賞（Rotary Award for Excellence in Service to Humanity）
　・ロータリー学友世界奉仕賞（Rotary Global Alumni Service Award）
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　・世界インターアクト週間の表彰（World Interact Week Recognition）
　・世界ローターアクト週間の表彰（World Rotaract Week Recognition）
　・RI 栄誉賞（RI Award of Honor）

Ａ．ロータリアンの表彰（個人）
奉仕部門功労者賞（Avenues of Service Award）
　ロータリーの五大奉仕部門において素晴らしい貢献をしたクラブ会員を表彰する。
奉仕部門は、「クラブ奉仕」「職業奉仕」「社会奉仕」「国際奉仕」「青少年奉仕」である。
推薦者：クラブ会長（推薦書式あり）
締切日：特になし

クラブ・ビルダー賞（Club Builder Award）
　「ロータリークラブのサポートと強化」のために尽力しているロータリアンを表彰
するものである。1地区につき 10名までを表彰できる。
推薦者：地区ガバナー（表彰状注文書式あり）
締切日：特になし

ロータリー財団功労表彰状（Rotary Foundation Citation for Meritorious Service）
　補助金プロジェクト、ロータリー平和フェローの支援、財団委員会での活躍など、
ロータリー財団と関連した活動に積極的に取り組んだロータリアンを称える賞であ
る。
推薦者：地区ガバナー（推薦書式あり）
締切日：特になし

ロータリー財団特別功労賞（Rotary Foundation Distinguished Service Award）
　ロータリー財団において模範的な奉仕を実践したロータリアンに与えられる財団
最高の賞である。ロータリアンは、功労表彰状を受賞後丸 4年が経過してから、財
団特別功労賞の候補者となる資格を得る。
推薦者：全ロータリアン（推薦書式あり）
締切日：6月 30日

ロータリー財団地区奉仕賞（Rotary Foundation District Service Award）
　財団プログラムを通じて優れた奉仕活動を実践した地区のロータリアンを表彰す
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るものである。1地区当たり最高 10名まで贈ることができる。
推薦者：地区ガバナー（表彰状注文書式あり）
締切日：特になし

RI 超我の奉仕賞（RI Service Above Self Award）
　ロータリーを通じて積極的なボランティア活動を行い、他の人びとを助け、模範
的な奉仕を実践した人に贈られるロータリー最高の賞である。毎年、全候補者の中
から、最高150名の受賞者が選ばれる。（受賞者が選ばれるのは1地区から1名まで）
推薦者：地区ガバナー、直前ガバナー、RI 理事、元RI 理事（推薦書式あり）
締切日：10月 1日

ポリオのない世界を目指す奉仕賞（Service Award for a Polio-Free World）
　ポリオ撲滅のために大きな貢献をしたロータリアンに贈られる賞である。WHO（世
界保健機関）が設定した地域に合わせ、毎年、1地域につき最高 10名に地域賞が贈
られる。また、ポリオ撲滅活動で国際的に活躍した人、最高10名に国際賞が贈られる。
推薦者：全ロータリアン（推薦書式・指針あり）
締切日：11月 1日

職業奉仕リーダーシップ賞（Vocational Service Leadership Award）
　自らの職業上の能力を生かして地域社会に貢献し、高潔性の模範となり、推薦書
式に記載されている受賞基準を満たしているロータリアンに贈られる賞である。
推薦者：地区ガバナー（推薦書式あり）
締切日：11月 1日
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Ｂ．ロータリークラブ・地区の表彰（Recognize a Rotary club and District）

ロータリー会員増強賞（Rotary Membership Development Award）
　会員増強賞は、地区ガバナー、コーディネーター／アドバイザー、またはクラブ
会長が、会員増強および維持において傑出した成果を上げたクラブ、地区、またはゾー
ンを表彰するためのものある。以下の 2種類の賞がある。
１）RI 会長および理事会による表彰 
　国際ロータリーに報告されている会員データに基づき、毎年度 7月 2日から翌年
度の 7月 1日までに以下のいずれかの項目を達成したクラブ、地区、ゾーンが自動
的に表彰される。表彰状は、9月30日までにPDF形式のファイルで送信されるので、
地元で印刷し、贈呈すること。
クラブ：以下のいずれかの項目を達成すると、そのクラブがある地区のガバナーと

会員増強委員長に表彰状が送付される。
・会員増加率が地区で最も高かったクラブ
・新会員の数が地区で最も多かったクラブ
・女性会員の増加率が地区で最も高かったクラブ
・ 40歳未満の会員の増加率が地区で最も高かったクラブ
・過去 3年間の会員の維持率が地区で最も高かったクラブ

地　区：以下のいずれかの項目を達成すると、その地区があるゾーンのRI 理事に表
彰状が送付される。 
・会員増加率がゾーンで最も高かった地区
・新会員の数がゾーンで最も多かった地区
・（ゴールドレベルの）新会員推薦者の数がゾーンで最も多かった地区
・女性会員の増加率がゾーンで最も高かった地区
・ 40歳未満の会員の増加率がゾーンで最も高かった地区
・ 過去 3年間に会員維持率 100パーセントを達成したクラブが最も多かっ
た地区

ゾーン *：以下のいずれかの項目を達成すると、そのゾーンのRI 理事が表彰され、
表彰状は、ゾーンのRCに送付される。
・会員増加率が最も高かったゾーン
・新会員の数が最も多かったゾーン
・（ゴールドレベルの）新会員推薦者の数が最も多かったゾーン
*A、Bなどの地域に分かれているゾーンでもゾーン全体として、集計される。

推薦者：推薦の必要はない
　（表彰状テンプレート /地区・ゾーンには要望によりクリスタルトロフィーがある）
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2）ゾーン／地区／クラブのリーダーによる表彰
　クラブ、地区、地域、ゾーンのリーダーが、会員増強のさまざまな成功例を表彰する。
クリエイティブな取り組み、または卓越した取り組みを行った個人、クラブ、地区
を、随時、何度でも表彰できる。新会員の勧誘、既存会員の維持、革新的な新クラ
ブのスポンサーとなるなど、会員増強と維持に関する成功例が、賞の対象となる（表
彰状のテンプレートはwww.rotary.org/ja/awards からダウンロードできる）。
推薦者：推薦の必要はない（表彰状テンプレートがある）
締切日：なし

会長賞（Rotary Citation）
　活気あるクラブづくり、効果的な奉仕活動、公共イメージの向上に関連するさま
ざまな活動を実施したクラブを表彰するための賞である。RI 会長が毎年定められる
受賞資格となる全項目の達成を目標とし、クラブがMy ROTARYで入力した情報
を使ってクラブの達成状況の照合確認を行う。このため、書式や報告書を提出する
必要はない。オンライン報告の期日を延長したり、報告要件に例外を認めることは
できないので、あらかじめ了承しておくこと。2015年度より、本賞に金、銀、銅
賞が設けられた。
報告：オンラインレポート
　　　（各ロータリークラブがクラブセントラルに入力することが必要である。）
対象期間：7月 1日～ 6月 30日
締切日：6月 30日

意義ある業績賞（Signifi cant Achievement Award）
　地域社会の重要なニーズに取り組むプロジェクトを実施したクラブを表彰するも
のである。（国際的なプロジェクトは受賞対象となりません）。地区は毎年 1クラブ
を推薦できる。
推薦者：地区ガバナー（推薦書式あり）
締切日：3月 15日



－ 742 －
付
録

Ｃ．奉仕の「パートナー」を称える賞（Recognize our partners in service）

インターアクトクラブのための会長賞（Presidential Citation for Interact Clubs）
　世界各地のインターアクトクラブは、学校や地域社会でのボランティア奉仕を通
じて地域社会に貢献している。会長賞は、インターアクターの日頃の活動を称え、
自信と誇りを培うものである。受賞に必要な全項目は、ロータリー年度内に達成／
完了する必要がある。
証明と報告：提唱ロータリークラブ会長または地区リーダーは、インターアクトク
ラブが会長賞の要件を満たしていることを、My ROTARYを通じて証明する必要が
ある。証明の方法については、6月にRI から提唱ロータリークラブに説明資料が送
られる。
対象期間：7月 1日～ 6月 30日
報告・確認：オンラインフォームより
締切日：8月 15日（提唱ロータリークラブの会長または地区リーダーが確認する）

ローターアクトクラブのための会長賞（Presidential Citation for Rotaract Clubs）
　世界各地のローターアクトクラブは、地元や海外でのボランティア奉仕を通じて
社会に貢献している。会長賞は、ローターアクターの日頃の活動を称え、自信と誇
りを培うものである。受賞に必要な全項目は、ロータリー年度内に達成／完了する
必要がある。
報告と確認：Rotary.org でのデータ入力と確認は、ローターアクトクラブ会長が、
スポンサーとなっているロータリークラブのリーダーと協力して行うことができる。
クラブが活動を完了しているかどうかの確認は、ウェブサイト（Rotary.org）で入
力されたデータを基に自動的に行われるため、報告書を別途ご提出する必要はない。
地区ガバナーは、地区内すべてのローターアクトクラブの活動状況をRotary.org で
確認できる。
対象期間：7月 1日～ 6月 30日
報告・確認：オンラインフォームより
　　　　　　（提唱ロータリークラブの会長または地区リーダーが確認する）
締切日：6月 30日

卓越したローターアクト・プロジェクト賞（Rotaract Outstanding Project Award）
　地元や海外の地域社会で大きな影響をもたらす奉仕プロジェクトを実施したロー
ターアクトクラブを称えるための賞である。
推薦者：ローターアクター（本賞の受賞歴のあるクラブも、応募資格がある。）
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対象期間：2月 1日～ 1月 31日
報告・確認：オンラインフォームより
締切日：2月 1日

ロータリアン配偶者／パートナー奉仕功労賞（Rotarian Spouse/Partner Service Award）
　ロータリーを通じて模範的な人道的奉仕を行ったロータリアンの配偶者／パート
ナーを称えるための賞である。
受賞者資格条件：瑕疵なき（会員の責務を果たしている）ロータリアンの配偶者で、
自身はロータリアンではなく、生存している方が候補者となることができる。ただし、
現職または直前の地区ガバナー、現職のRI 理事、現職の管理委員、RI 会長、その他
のRI 役員の配偶者は候補者となることができない。また、本賞を受賞できるのは、
1人につき一度限りである。１地区から候補者 1名のみを推薦することができるが、
推薦者の配偶者、直系卑属（子供または孫）、直系卑属の配偶者、あるいは尊属（両
親または祖父母）を推薦することはできない。
推薦者：地区ガバナー（推薦書式あり）
締切日：3月 1日

ロータリー最優秀学友会賞（Rotary Alumni Association of the Year）
　学友がロータリーで果たす重要な役割について認識を高めるため、ロータリーで
大きな影響をもたらした学友会を表彰する賞である。
推薦者：ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）（推薦書式あり）
締切日：6月 30日

ロータリー人道奉仕賞（Rotary Award for Excellence in Service to Humanity）
　ロータリーの理念と調和する模範的な人道奉仕を行ったロータリアン以外の人を
表彰する賞である。本賞は、ロータリアン以外の人のみが受賞対象となる。また、ロー
タリアンの配偶者（パートナー）、直系卑属（子、孫）とその配偶者（パートナー）、
直系尊属（親、祖父母）は受賞できない。 一人につき一回のみ本賞を受賞できる。
受賞者は、最近 5年間の地区ガバナーから成る委員会によって選ばれる必要があり、
各年度、地区につき 1名を選出できる。
推薦者：地区ガバナー（表彰状注文書式あり）
締切日：なし

ロータリー学友世界奉仕賞（Rotary Global Alumni Service Award）
　人道的奉仕の実践や職業での活躍を通じて、財団プログラムの影響を身をもって
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示した優れた財団学友に贈られる賞である。ロータリーの現・元シニアリーダーを
除いて、生存しているロータリー学友が受賞対象となる（ロータリアンである必要
はない）。一人につき受賞は一度のみとなる。また、ロータリー年度末に開催される
RI 国際大会での授賞式に本人が出席できることも受賞の条件である。RI 国際大会で
の授賞式に出席するための航空券とホテル代はRI が負担する。
推薦者：ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）（推薦書式あり）
締切日：6月 30日

世界インターアクト週間の表彰（World Interact Week Recognition）
　初のインターアクトクラブ創設を記念する「世界インターアクト週間」（11月 5
日を含む週）に、これを記念する特別な活動を実施したインターアクトクラブを表
彰する賞である。活動の一例として、ロータリークラブと協力したプロジェクト、
例会やイベントでの勧誘活動などがある。
推薦者：提唱ロータリークラブまたは地区インターアクト委員長（表彰状書式あり）
締切日：特になし

世界ローターアクト週間の表彰（World Rotaract Week Recognition）
　初のローターアクトクラブ創設を記念する「世界ローターアクト週間」（3 月 13
日を含む週）に、これを記念する特別な活動を実施したローターアクトクラブを表
彰する賞である。活動の一例として、ロータリークラブと協力したプロジェクト、
例会やイベントでの勧誘活動などがある。
推薦者：提唱ロータリークラブまたは地区ローターアクト委員長（表彰状書式あり）
締切日：特になし

RI 栄誉賞（RI Award of Honor）
　RI 理事会は、1970年 7月にRI 栄誉賞を創設した。毎年 5人まで、国家元首ま
たはそれに相当する人にこの賞を贈る。RI 会長が指名し、RI 理事会が授与する。
1996-'97年度にはジアイ会長から橋本龍太郎総理大臣に、2005年には千玄室元
RI 理事にこの賞が贈られた。 （ロータリー章典 43.050.）
　RI 栄誉賞は、国家元首を含め、表彰に値する個人に授与することができる。ロー
タリー年度ごとに、会長は 5名までに本賞を授与することができる。会長は、表彰
に先立つ少なくとも 14日前までに、本賞の受賞予定者の氏名を理事会へ報告する
ものとする。この報告から 7日以内に理事が異議申し立てを行った場合、その表彰
に関する審議は次の理事会会合まで保留されるものとする。
 （2005年 6月理事会会合、決定 300号）
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会員数の変遷
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（2016年７月１日現在）

ロータリーの友より
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順位 国　名 会員数 クラブ数 会員/クラブ
1 アメリカ 324,446 7,652 42.4
2 インド 142,032 3,592 39.5
3 日本 89,249 2,263 39.4
4 韓国 63,244 1,612 39.2
5 ドイツ 54,856 1,061 51.7
6 ブラジル 53,955 2,363 22.8
7 イタリア 39,456 861 45.8
8 イギリス 37,772 1,386 27.3
9 台湾 34,510 762 45.3
10 フランス 31,432 1,084 29.0

順位 国　名 女性会員数 女性会員の割合 会員数
1 インドネシア 1,097 46.78% 2,345
2 エジプト 947 41.72% 2,270
3 ケニア 676 41.50% 1,629
4 ベネズエラ 793 40.96% 1,936
5 コロンビア 1,040 40.33% 2,579
6 ロシア 455 38.49% 1,182
7 プエルトリコ 391 38.48% 1,016
8 タイ 3,244 38.01% 8,534
9 ウガンダ 1,041 37.39% 2,784
10 ペルー 1,007 35.41% 2,844

順位 国　名 女性会員数 女性会員の割合 会員数
1 フィリッピン 7,860 31.90% 24,637
2 カナダ 7,580 31.79% 23,845
3 台湾 10,764 31.19% 34,510
4 アルゼンチン 2,960 29.55% 10,016
5 アメリカ 95,141 29.32% 324,446
6 オーストラリア 7,501 26.02% 28,828
7 スエーデン 6,136 25.93% 23,660
8 メキシコ 2,543 25.27% 10,063
9 ブラジル 13,189 24.44% 53,955
10 韓国 11,742 18.57% 63,244

会員数の多い国ベスト10 （2017年１月20日現在）

女性会員割合ベスト10 （2017年１月20日現在）
①女性会員の割合が多い国／地域（会員数：1,000人以上～ 9,999人以下）

②女性会員の割合が多い国／地域（会員数：10,000人以上）
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世界のクラブ例会の開催曜日
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ロータリーの友　2014年１月号より
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超我の奉仕賞　国内受賞者
地 区 氏　　名 クラブ名 年　度

2500 笹 谷 芳 夫 中 標 津 1998-'99
道 下 俊 一 浜 中 2006-'07

2520 移 川 仁 郎 気仙沼南 2008-'09
田 口 絢 子 盛 岡 北 2012-'13

2530 田 中 善 六 福 島 2001-'02

2540

樋　口　喜四郎 青森中央 1993-'94
生 駒 親 雄 秋 田 東 1995-'96
佐 藤 清 圓 矢 島 1996-'97
竹 本 吉 夫 秋 田 1998-'99

2550

鈴 木 成 雄 鹿 沼 1995-'96
石 原 敬 士 鹿 沼 2001-'02
中 谷 研 一 足 利 東 2002-'03
鈴 木 基 一 西那須野 2002-'04
板 橋 敏 雄 足 利 東 2005-'06

2560 斎 藤 隆 景 雪国魚沼 1995-'96
小野里　光　明 前 橋 1997-'98

2570

田 中 一 郎 坂 戸 1991-'92
福 島 良 治 深 谷 1996-'97
渡 辺 栄 一 行 田 2001-'02
金 子 千 侍 秩 父 2004-'05
寺 山 栄 一 深 谷 東 2007-'08
梅 沢 定 彦 所 沢 2009-'10

2580 堀 越 惇 生 池 袋 西 1991-'92
2600 溝 口 幸 二 諏 訪 湖 2006-'07
2620 山 口 貴 司 浜 松 中 2011-'12

2640 瀧　　 成 和 富 田 林 2010-'11
米　田　眞理子 堺フェニックス 2012-'13

2650

杉 山 嘉 一 奈 良 1992-'93
増 田 房 二 京都山科 1995-'96
坂 部 慶 夫 京都洛中 1997-'98
山 田 三 郎 亀 岡 1999-'00
大日方　弘　明 京都洛西 2001-'02
西 村 二 郎 京 都 南 2004-'05
財 津    晃 長 浜 2005-'06
宮 﨑 茂 和 福 井 2006-'07
平 井 義 久 京都洛中 2009-'10
神 谷 保 男 敦 賀 2010-'11
橋 本 長 平 京 都 東 2011-'12

2660 松 本 一 夫 大阪曽根崎 1996-'97

2680

東    昭 二 宝塚武庫川 2005-'06
大 島 秀 夫 神戸垂水 2005-'06
田 中    毅 尼 崎 西 2006-'07
石 井 良 昌 尼 崎 西 2008-'09
森　田　道太郎 甲 子 園 2012-'13

2690

中 島    保 岡 山 南 1997-'98
佐 藤    博 倉 敷 南 1998-'99
村 江 正 名 鳥 取 2001-'02
渡 辺 好 政 児 島 2003-'04
橋 田    勤 松 江 南 2004-'05
酒 井    寿 笠 岡 2005-'06
橋 本    譲 倉 敷 2007-'08
延 原    正 岡 山 南 2011-'12

2700

庄 山    博 柳 川 1995-'96
廣 澤 正 久 八 幡 1995-'96
角 田 信 昭 飯 塚 2005-'06
林    啓 成 宗 像 2006-'07

地 区 氏　　名 クラブ名 年　度

2710

辻    守 康 広 島 1993-'94
加 藤 正 暢 光 　 1996-'97
山 田    宏 徳 山 東 2004-'05
伊 藤 剛 二 広島東南 2007-'08
土 屋 直 裕 小 野 田 2007-'08
松 本 卓 臣 福 山 2008-'09
筒 井 数 三 広 島 東 2011-'12

2720

後 藤 基 彰 竹 田 1994-'95
本 田 光 熊本城東 1996-'97
寿 崎    肇 熊 本 南 2001-'02
森 田 静 一 松 橋 2001-'02
田 上 安 徳 熊本西南 2011-'12

2730 岡 村 俊 一 鹿 児 島 1995-'96
友 利 優 一 姶 良 2006-'07

2740
富 永 雄 幸 佐世保南 1991-'92
三 原    茂 長 崎 北 2007-'08
三 宅 敏 彦 長 崎 西 2007-'08

2750

久 保 友 雄 東京城西 1993-'94
Andrew C . W. Wong 東 京 城西 1998-'99
幅 田    功 東 京荏原 2002-'03
Edmund Kalau Guam Sunrise 2012-'13

2760

浦 野 三 男 名古屋北 1998-'99
宮 岡 史 郎 犬 山 1999-'00
坂 本 康 信 名 古 屋 1999-'00
石 川    博 安 城 2012-'13
福 田 哲 三 名古屋和合 2015-'16

2770

秋 山    博 川 口 西 1992-'93
金 子 雅 英 岩 槻 1996-'97
田 中 作 次 八 潮 1998-'99
佐 野 康 博 大 宮 西 1998-'99
田　中　徳兵衛 川 口 1999-'00
石 井    治 春 日 部 2003-'04
半 田 昭 雄 浦 和 北 2004-'05
藤 田 亘 弘 吉 川 2006-'07
仙 﨑 昭 信 川口･鳩ケ谷武南 2007-'08
高 窪 昭 雄 浦 和 2008-'09
高 浜 彰 男 幸 手 2010-'11
吉 田 豊 治 越 谷 南 2011-'12
田 中 徹 夫 岩 槻 東 2012-'13
津 田 健 三 鴻巣水曜 2014-'15
関 口 博 正 杉 戸 2015-'16

2780 藏 並 定 男 鎌 倉 2006-'07

2790
金 子 研 一 船 橋 東 2006-'07
塩 田 敬 司 勝 浦 2006-'07
堀 江 恭 一 印 西 2015-'16

2810 菅　野　夛利雄 塩 釜 2000-'01

2820 大 森    庸 潮 来 2002-'03
坂 寄    恵 藤 代 2011-'12

2830 渡 部    忍 板 柳 2007-'08
関 場 慶 博 弘前アップル 2015-'16

RI「超我の奉仕賞」（地区別）より抜粋。漢字名は、地区、クラブホームページより検索。

◆ロータリー友（毎年8月号に掲載）
　2013-14年度　世界１２５人（日本１人）
　2014-15年度　世界１４５人（日本２人）
　2015-16年度　世界１３６人（日本４人）
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ロータリー標章の使用と保護

（Use and Protection of the Rotary Marks）
国際ロータリーによるロータリー標章の所有と保護

（Ownership and Protection of the Rotary Marks by Rotary International）

　国際ロータリーの細則は、RI 理事会がロータリーの知的所有権の使用を監督する
と明記している。RI 細則 19.010. は、次のように規定している。「RI の知的所有権
の保全。理事会はRI の徽章、バッジその他の記章をもっぱら全ロータリアンのみの
使用と、その利益のために確保し保全するものとする」。従って、RI 理事会はRI の
知的所有権である標章（ロータリー標章）の使用を確保、保全、保護する絶対的権
限をゆだねられている。「ロータリー標章」は「ロータリー」などの標章やロータリー
徽章のみならず、以下にアルファベット順に挙げられたようなその他多くの標章な
ど、国際ロータリーが所有する商標および奉仕の標章である。

（ロータリー章典 33.005.）

年次基金 恒久基金

ロータリー財団

ポール・ハリス・フェロー

ロータリー・ポリオ・プラスローターアクト

ロータリー友情交換
ロータリー親睦活動

米山記念奨学会

RCC
ロータリー地域社会共同体

RV
ロータリーボランティア

RYE
青少年交換

PPE
環境保全

インターアクト

ライラ

社会奉仕 職業奉仕 国際奉仕クラブ奉仕
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国際ロータリー日本事務局

　勤務時間 月～金　午前 9時 30分～午後 5時 30分

クラブ・地区支援室　　Tel：03－ 5439－ 5800（旧奉仕室）
  業務：米国本部と国内のクラブおよび地区の連絡事務、新クラブ、ローターアクト・

クラブ、インターアクト・クラブ等の結成の手続き

財団室 Tel：03－ 5439－ 5805　　Fax：03－ 5439－ 0405
  業務：ロータリー財団と国内のクラブおよび地区の連絡事務、財団プログラムの説明、

寄付に対する認証処理

経理室 Tel：03－ 5439－ 5803　　Fax：03－ 5439－ 0405
  業務：国際ロータリー、ロータリー財団、国際ロータリー事務局に関する入出金管理

資料室 Tel：03－ 5439－ 5802　　Fax：03－ 5439－ 0405
  業務：RI 出版物・資料の受注・発送・請求・在庫管理、ガバナー・地区役員・クラブ

会長・幹事方々への資料の送付
 注記：1．  電話による受注は致しませんのでファックスまたは郵送にて発注して下さい。

 　　　2．  速達便をご希望される時は、速達料と同額の切手を送付願います。

国際ロータリー日本事務局
所在地：〒108-0073　東京都港区三田１丁目4-28
　　　　　　　　　　　　　　（三田国際ビル 24F）
TEL　03－5439－5800　FAX　03-5439－0405
ホームページ　http://www.rotary.or.jp

公益財団法人ロータリー日本財団

ロータリー財団への送金先……

寄付送金明細書送付先…………

三井住友銀行 赤羽支店　普通預金　397801
公益財団法人  ロータリー日本財団
Email：kifu@rotary.org

〒108-0073　東京都港区三田1丁目4-28　三田国際ビル24階
TEL：03-5439-5806 （FAX） 03-5439-0405
Email：RotaryFoundation.Japan@rotary.org 
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ロータリーの友委員会と一般社団法人ロータリーの友事務所

一般社団法人ロータリーの友事務所
所在地：〒105-0011　東京都港区芝公園2－6－15
　　　　　　　　　　　　　　（黒龍芝公園ビル４階）
TEL　03－3436－6651　FAX　03-3436－5956
ホームページ　http://www.rotary-no-tomo.jp
E-mail : hensyu＠rotary-no-tomo.jp

　『ロータリーの友』は、一般社団法人ロータリーの友事務所によって発行、運営さ
れています。社員、理事会（代表理事、理事、監事、相談役）、職員により構成され
ています。「ロータリーの友委員会」は、ロータリー地域雑誌発行の不可欠な条件の
一つとして設けられている委員会で、正・副委員長、ＲＩ理事、ＲＩ理事エレクト、
特別顧問、顧問、相談役、地区代表委員、編集長により構成されています。

ロータリー文庫

ロータリー文庫
所在地：〒105-0011　東京都港区芝公園2－6－15
　　　　　　　　　　　　　　（黒龍芝公園ビル 3F）
TEL　03－3433－6456　FAX　03-3459－7506
ホームページ　http://www.rotary-bunko.gr.jp

　「ロータリー文庫」は日本ロータリー 50周年記念事業の一つとして昭和 45年に
創立された皆様の資料室です。ロータリー関係の貴重な文献や資料など、1万 9千
余点が収集・整備されております。ロータリーの研究や諸活動のご参考に、活用さ
れると大変便利です。

　開　　館 平日の午前 10時より午後 5時
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ガバナー会事務局

所在地：〒105-0011  東京都港区芝公園2-6-15（黒龍芝公園ビル 4F）
TEL　03－3433－6497　FAX　03-3433－7395
E-mail : govkai＠orange.ocn.ne.jp

　ガバナー会は、国際ロータリー・アジア第 1、第 2、第 3ゾーン及びＡセクション内の各地
区ガバナーを会員として組織し、地区ガバナー間の連絡を緊密にすることによって、各地区及
び各ロータリークラブの諸活動に便宜を提供し、ロータリーの発展に資することを目的として
おります。ガバナーが地区外にも目を向け、ロータリー活動の広域的・全国的展開を図る場合
にガバナー会が利用されます。
　ガバナー会は決議の場ではありませんが、決議が必要な場合は規約に従います。
　ガバナー会は東京に事務所を設け、ガバナー会事務局が諸事連絡を執り行っております。

　開　　館 平日の午前 10時より午後 5時

特定非営利活動法人国際ロータリー日本青少年交換委員会

R
ライ ジ ェ ッ ク

IJYEC（Rotary International Japan Youth Exchange Committee）

RIJYEC事務局
所在地：〒105-0011  東京都港区芝公園2-6-15（黒龍芝公園ビル 4F）
TEL　03－3433－6497　FAX　03-3433－7395
E-mail : govkai＠orange.ocn.ne.jp

　特定非営利活動法人国際ロータリー日本青少年交換委員会（RIJYEC）は日本 34地区青少
年交換委員会と共に手を携え、青少年の交換事業を行っている。

マルチ地区結成の経緯
　2014-15年度第１回全国青少年交換委員長会議におきまして、各地区の青少年交換プログ
ラムを「多地区合同奉仕活動（Rotary Youth Exchange Multidistrict 以下、RYEマルチ）」
の要請、決議を受け、RIJYECは日本 34地区のRI の窓口としての活動をしている。
　さらに 2016-17年度に国際ロータリー青少年交換担当部からもこの活動を公式な手順（ロー
タリー章典 21.010.）を経た多地区合同活動組織体とするように要請を受け、日本の全 34地
区はRIJYECを「RYEマルチ」の窓口とすることを承認した。
RIJYECの活動
　RIJYECは「RYEマルチ」の主体となり、各地区の青少年交換プログラムを支援するいわゆ
る「リソース＆サポート」が、その大きな目的である。当面下記の６つの問題分野に重点をお
いて活動をする。
　地区認定申請、日本統一旅行保険、危機管理、身許引受書、全国レベルの会議開催および地
区ホームページの維持管理・広報。



－ 754 －
付
録

（1935年）
作詞：前田和一郎（元京都RC） 
作曲：萩原　英一（元東京RC） 

奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の 業

なりわい

望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー　ロータリー

奉仕の理想

（1935年）
作詞：高野辰之
作曲：岡野貞一

1.  我等の生
なりわい

業さまざまなれど
 集

つど

いて図る心は一つ
 求むるところは平

やわらぎ

和親
む つ び

睦
 力

つと

むるところは向上奉仕
 おゝロータリアン
 我等の集い

２. 奉仕に集
つど

える我等は望む
 正しき道に果

このみ

をとるを
 人の世挙

こぞ

りて光りを浴
あ

みつ
 力を協

あわ

せて 争
あらそい

忌
い

むを
 おゝロータリアン
 我等の集い

我等の生業

ロータリーソングロータリーソング
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（1953年）
作詞・作曲：矢野一郎（東京RC） 
編曲：野田精一（東京RC）

1. どこで会っても　やあと言おうよ
 見つけた時にゃ　おいと呼ぼうよ
 遠い時には　手を振り合おうよ
 それでこそ　ローローロータリー

２. 笑顔笑顔で　語り合おうよ
 心心で　結び合おうよ
 みんな世の為　働き合おうよ
 それでこそ　ローローロータリー

３. どこの国にも　友が居るよ
 みんな一つの　輪になろうよ
 同じ心で　親しみ合おうよ
 それでこそ　ローローロータリー

それでこそロータリー
（1951年）

作詞・作曲：矢野一郎（東京RC）
編曲：藤山一郎（東京西RC）

1. 手に手つないで　つくる友の輪
 輪に輪つないで　つくる友垣
 手に手　輪に輪
 ひろがれ　まわれ　一つ心に
 おゝロータリアン　
 おゝロータリアン

２. 手に手つないで　つくる友の輪
 輪に輪つないで　つくる友垣
 手に手　輪に輪
 ひろがれ　まわれ　世界と共に
 おゝロータリアン　
 おゝロータリアン

手に手つないで

（1969年）
作詞・作曲：矢野一郎（東京RC）

世界は広し　われらは若し
いのちの限り　誇りに生きん
熱き血潮を　誠と愛に
そそぎつくして　悔あるべきや
ローターアクト　ローターアクト
われら若人
ローターアクト　ローターアクト
若さ燃ゆるよ

ローターアクトの歌

（1965年）
作詞・作曲：藤山一郎（東京西RC）

ここに集いしわれらは
誇りも高しインターアクト
地域社会に奉仕の理想
示せいまこそそのまこと
ほほえみをもて
さしのべよ手を
世界を結ぼう
インターアクトわれら

インターアクトの歌

（1966年）
作詞：平澤　興（京都東RC） 
作曲：藤山一郎（東京西RC）

1.  奉仕の理想　胸にひめ
 友情花と　咲かせつつ
 生きよう　今日も　ニコニコと
 ひとすじの道　ロータリー
 限りなき道　ロータリー

２. 心をあわせ　手をつなぎ
 平和と　幸

さち

をいのりつつ
 生きよう　今日も　ニコニコと
 ひとすじの道　ロータリー
 限りなき道　ロータリー

限りなき道ロータリー
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（1973年）
作詞：若林　巌（加須RC）

1.  われら日本のロータリアン
 一つの仕事をする時も
 真心こめて考える
 これは誠か真実か

２. われら日本のロータリアン
 一つの奉仕をする時も
 深くみつめて考える
 これはみんなに公平か

われら日本ロータリアンの歌

（1974年）
作詞：北尾誠二郎（京都RC） 
作曲：森　嘉彦　　編曲：高橋　一男

1.  週に一度の　例会に
 友情の肩　たたき合い
 親しき中に　厳しさを
 学びて嬉

うれ

し　ロータリー
 おゝ　ロータリー　おゝ　ロータリー

２. 世界の涯
はて

の　どこまでも
 延びよ広まれ　ロータリー
 奉仕の理想の　旗高く
 世界の平和に　尽くそうよ
 おゝ　ロータリー　おゝ　ロータリー

週に一度の

（1978年）
作詞：増田房二（京都山科RC） 
作曲：大栗　裕

1. 春うららかに風かおる
 世に正しきをきづかんと
 友ら集いて　いざ語らん
 真実の道　ロータリー

５. 四季おりおりの花を愛で
 世に和らぎを満たさんと
 友ら集いて　いざ語らん
 親睦の道　ロータリー

友ら集いて
（1975年）

作詞：麻生利勝（東京西北RC） 
作曲：立川澄人（東京西北RC

1. すばらしき　ふたりの
 とわのしあわせを
 なかまのみんなで
 いのります

２. うつくしき　ふたりの
 なかよき人生を
 なかまのみんなで
 たたえます

結婚記念日のうた

（1973年）
作詞：楠本憲吉（東京世田谷RC） 
作曲：古関裕而（東京世田谷RC） 

1.  さわやかな朝だ
 われらはロータリアン
 いつもほほえみ　いつも元気で
 さあ　出掛けよう
 日も風も星も　ラララ光るよ

２. ほがらかな昼だ
 われらはロータリアン
 みんな楽しく　みんな胸張り
 さあ　語りあおう
 日も風も星も　ラララ光るよ

３. みちたりた夜だ
 われらはロータリアン
 今日は奉仕を　明日も奉仕を
 さあ　夢見よう
 日も風も星も　ラララ光るよ

日も風も星も

（1973年）
作曲：水谷暢宏（相模原南RC）

真実か　どうか
みんなに　公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

四つのテスト
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（1994年）
作詞・作曲：Paul Bordeleau
訳詞　佐藤千壽（東京東RC）

1.  友達になろう　みんなと誰とでも
 心のひろい友達になろう
 われらは　ROTARY
 いつも心あたたかく
 希望乗せて　ROTARY
２. 友達になろう　苦楽を共にして
 春 夏 秋 冬
 変わらぬちぎりを
 われらは　ROTARY

友達になろう（BE A FRIEND） 

（1991年）
作詞：堀　昭良（岩見沢東RC） 
作曲：小西欣一（大阪南RC）

1.  あなたに出会ったその日から
 夢と希望が　湧いてきた
 弾む心に　広がる笑顔
 奉仕の理想に　結ばれた
 こんな素敵な  仲間たち  仲間たち
 ありがとうは  ありがとうは  私から

２. あなたに出会ったその日から
 自身と勇気が　湧いてきた
 ふれあう友垣　仲睦まじく
 平和な世界へ　手をつなぐ
 こんな素敵な  仲間たち  仲間たち
 ありがとうは  ありがとうは  私から 
 ありがとうは  ありがとうは  私から

ありがとうは私から

（1981年）
作詞：牟田悌三（東京世田谷南RC） 
作曲：佐藤菊夫（東京世田谷南RC）

1. あなたも私もロータリアン
 心も裸でさあ握手
２. あなたも私もロータリアン
 心も一つでさあ握手　さあ握手

歓迎の歌

（1989年）
作詞：吉原大四郎（浮羽RC） 
作曲：三浦　広彦
編曲：三浦　國彦（福岡RC）

1.  ロータリーって何だろう
 みんな知らない道だから
 真実かどうか探してる
 奉仕の為に集まれる
 不思議な集いロータリー
３. ロータリーって何だろう
 みんな知らない道だから
 みんなの為に探してる
 理想を求めて集まれる
 不思議な集いロータリー

ロータリーって何だろう

（1986年）
作詞：星野　哲郎（東京小金井RC） 
作曲：芥川也寸志（東京RC）

1.  おお　ロータリー　ロータリー
 我らが一つ　手に持つ鍵が
 奉仕の扉を　開ける
 街のどこかで　生まれるほほえみを
 心の糧に　貫く愛を
 互いに支えゆかん　いざ友よ

２. おお　ロータリー　ロータリー
 夫々の手で　夫々の場で
 奉仕の灯りを　かざし
 共に汗して　分かちあう喜び
 廻そう友よ　拡げよう友よ
 地球は共に生きる　星なれば

いざ友よ
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（1998年）
作詞：能仲ヤツヲ（東京世田谷RC） 
作曲：坂本　博士（東京世田谷RC）

1. 肩をくみ　うたう友がいる
 真

ま こ と

実をみつめ　語る友がいる
 青い空のように　広がる世界の輪
 それはロータリアン
 それはロータリアン

３. 信じあい　生きる友がいる
 世界の平和　求める友がいる
 太陽の恵みのように
 広がる友情の輪
 それはロータリアン
 それはロータリアン
 （くり返し）

友

（1996年）
作詞 田沼次郎（東京目黒RC） 
作曲 甲斐正人

奉仕の機会　求めつつ　
出席しよう　我らの集い
奉仕の理想　掲げつつ　
今日も楽しい　皆出席
あゝロータリアン　
皆出席　おめでとう

おめでとう皆出席
（1997年）

作詞：小林聰一郎（甲府城北RC） 
作曲：平吉　毅州

1.  いくつもの時を越えて
 今　ここに私はいる
 踏み締めるこの地に
 光集めて
 明るく大きな花を咲かそう
 I serve to the people
 喜びの種を手渡そう

２. たくさんの命つないで
 今　ここに私はいる
 この地から世界の空へ
 光集めて
 高くはばたく鳥になろう
 we serve to the world
 平和の種を手渡そう

花になろう　鳥になろう

（2000年）
作詞・作曲 中本義弘（古川RC）

ロータリー　ロータリー
理想にもえて
ロータリー　ロータリー
心　ひとつに　虹のように
美しくひろがるロータリー
ロータリー　ロータリー
ともに　あゆもう

理想にもえて

（2001年）
作詞・作曲：片山康雄

（岡山後楽園RC）

1.  奉仕の理想　かかげつつ
 明るい笑顔に　支えられ
 飢えに苦しむ　人々に
 優しい愛の手　さしのべて
 築こう幸せ　世界の平和
 ああ 我がロータリー栄えあれ

２. 若葉なびく　そよ風に
 なごむ心も　夢いっぱい
 地域社会の　幸せに
 愛と奉仕は　我が使命
 チャレンジ精神　どこまでも
 ああ 我がロータリー栄えあれ

我がロータリーに栄えあれ
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英訳：佐藤千壽（東京東RC） 

Let's link hand with hand，make a wheel of friends
Let's link wheel with wheel，expand the circle of friends
hand with hand，wheel with wheel
turn round and round banded together
Oh Rotarian　Oh Rotarian

Let's link hand with hand，make a wheel of friends
Let's link wheel with wheel，expand the circle of friends
hand with hand，wheel with wheel
turn round and round all over the world
Oh Rotarian　Oh Rotarian

手に手つないで

Norris C. Morgan

R-O-T-A-R-Y
　That spells Rotary;
R-O-T-A-R-Y
　Is known on land and sea;
From North to South，

from East to West; 
He profi ts most who serves

 the best; 
R-O-T-A-R-Y
　That spells Rotary．

R-O-T-A-R-Y

新しき時代を生きるロータリー
国際ロータリー第2650地区
ロータリー 100周年記念

「ロータリーソング」

（2005年）
作詞：小林哲夫（京都南ＲＣ） 
作曲：大奈

七
な ぬ か め

日目ごとの　交わりが
心を育て　友つくる
なすべきつとめ　見つければ
クラブみんなが　動き出す
世紀を超えて　新しき
時代を生きる　ロータリー

世界の友と　手をつなぎ
平和な地球を　つくり出す
真実　公平　友情に
根ざした　奉仕　四つのテスト
世紀を超えて　新しき
時代を生きる　ロータリー
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（抜 粋）～ 過ぎし時に敬意を表して ～

進　　歩

　たとえ、よりよいことのためでも退けることができない、といったような聖域が
ロータリーに一つもないのは幸いです。現代は、移り変わる世界の実験的時代です。
価値があり進歩するものはすべて試行錯誤の積み重ねなのです。 （旅行記、第3巻）

人 生 観

　貧しいため、自分の健康を心配できず、健康だという幸福な人もいます。いちど
きに二つのことを心配するのは難しいものですし、二つを公平に心配するのも難し
いものです。 （This Rotarian Age）

平　　和

　国家がもつことのできる最大の資産は、平和という資産です。それは、耕地よりも、
豊かな鉱山よりも確かなものです。
 （ベルギー、オステンド1927年RI国際大会でのメッセージ）

目的達成

　幸福とはどんなに一所懸命に追及しても得られないのに、来る時は求めずして、
しかも思いもかけなかった場所で得られる人間のさがの一つです。王宮の中に幸福
を探し求めても得られないのに、愛のあふれる貧しい晒屋の中で幸福が見つかるか
もしれません。 カナダ、マニトバ州、ウイニペグ第4回善意大会でのメッセージ）

職業奉仕

　社会に役立つ人間になる方法はいろいろありますが、最も身近で、しばしば最も
効果的な方法は、間違いなく自分の職業の中にあります。
 （ナショナル・ロータリアン、1912年1月号）

社会奉仕

　公共事業を数々実施しているにせよ、ほとんど実施していないにせよ、ロータリー
が役に立つことのできる大きな独自の分野があるのは明らかです。私たちの血管に
赤い血が流れているように、地元地域社会の幸福に無関心ではいられないし、活動
領域内にいる人々のために力を貸すのをいとわない、というのは至極もっともなこ
とです。 （ロータリアン誌、1912年9月号）

ポール・ハリス語録ポール・ハリス語録
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価値について

　秩序立った精神は、無限の富より貴重な財産です。 （旅行記、第2巻）

　贅を尽くした宮殿で安らぎのないより、質素な家で心豊かであるほうが、はるか
に望ましいものです。 （ロータリアン誌、1914年2月号）

友愛と世界理解

　ロータリーは単にあるがままを受け入れるのではなく、つくりださなければなり
ません。「人類の友愛」という言葉を実際的なものにする新しい方法と手段を見つけ
るという任務に、大事業家の才能を向けなければなりません。
 （My Road to Rotary）

倫　　理

　ロータリーの水準と理想を高く掲げ続けることの重要性は、いくら強調しても強
調しすぎることはありません。ロータリーの倫理の大空に希望の星が高らかに輝か
なければなりません。希望の星が高すぎるということは、まずありえないでしょ
う。どこからでも目指して努力できるくらいの高さであることを私は願っています。
 （ロータリアン誌、1912年9月号）

成　　功

　成功、本当の成功、あなたの成功、私の成功、世界の成功にいたる道はこれです。
あなたの成功、私の成功、世界の成功の基礎、実際的、科学的、安全、活力あふれる、
理想的な成功の基盤はこれです。これとはロータリーの知り合い、活力、調和のこ
とです。 （ナショナル・ロータリアン、1912年8月号）

不　　屈

　立派な目的に全身全霊を打ち込めば、幾分なりとも、そのよさが必ず分かるもの
です。 （My Road to Rotary）

奉仕の理想

　草木が緑なす限り、川が流れる限り、ロータリーはその理想、奉仕の理想を崇拝
し続けるでしょう。 （米国、ミシガン州、デトロイト1934年RI国際大会でのメッセージ）

　同胞愛を証明できる唯一の方法は、同胞に奉仕することです。
 （ロータリアン誌、1921年2月号）
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勇気づけられる言葉

　私の知る限りでは、ロータリーには「できない」と「できる」との葛藤で、「できない」
が永遠の勝利を収めたことは一度もありません。広大なビジョン、崇高な目的は必
ず勝利を収めます。 （米国、イリノイ州、シカゴ1930年RI国際大会でのメッセージ）

　励ましとは炎のようなものです。奉仕の薪をくべなければ、まもなく消えてしま
います。 （アトランティック・シティ―1920年RI国際大会でのメッセージ）

寛　　容

　寛容という一般性の高い精神が、努力の末得られる唯一不変の成果である、と証
明されるとしたら、それだけでもロータリーの存在意義があるでしょう。
 （This Rotarian Age）

ロータリーにおけるポール・ハリスの役割

　ロータリーは、私の少年時代のニューイングランドの人々の特性であった寛容と
善意と奉仕の精神から生まれたものであり、私は、その精神のうち、自分の中にあ
るものを、すべて、自分なりに他の人々に伝えようとしてきました。
 （My Road to Rotary）

ロータリーの歴史

　ロータリアンの活動が広がるよりむしろ狭まるとしたら、時代の傾向に沿ってい
ると思います。川が狭まれば、その流れは深く、急になり、河道がはっきりするでしょ
う。現代は専門化の時代です。多分、ロータリーは、クラブという部門の専門化の
模範であることが証明されるでしょう。

（オハイオ州、シンシナティ―1916年RI国際大会でのメッセージ）

ロータリーの未来

　ロータリーの未来は、期待の神秘に包まれています。ロータリーの運命を展開す
るのは、新ロータリアンの皆さま方です。
 （米国、テキサス州、ヒューストン1914年RI国際大会でのメッセージ）

ロータリーの管理

　国際ロータリーは、いろいろな点で大変幸運に恵まれてきましたが、選出された
会長に特に恵まれました。会長たちのこの運動への貢献、その誠意、献身、犠牲的
精神、さらにこの運動において発揮した指導力を書き記そうとすれば何冊もの書物
になってしまいます。 （My Road to Rotary）
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ロータリーについて

　ロータリーが他のいかなる団体より立派に遂行できるようなことを一つ見い出す
べきである、と私は、思います。次いで、その業績に抵触するようなことは何一つ
認めてはなりません。（ミズーリ州、カンザスシティ―1918年RI国際大会でのメッセージ）

　ロータリーが何の責務も負わず、単なる気休めまたは余暇を過ごす場になったら、
ロータリーの有益さは消えてなくなります。
 （テキサス州、ヒューストン1914年RI国際大会でのメッセージ）

　地域社会に溶け込んでいくのに、一番の早道はロータリークラブに人会すること
だと思います。 （My Road to Rotary）

職業分類

　各会員がロータリーにおいて一つの任務をもっていることを忘れないようにして
ほしいと思います。それは、野球チームのショートストップの任務と同じくらい個
人が際立つ任務です。それは、会員が自分の商売や専門職務を代表しているという
任務です。私は、ロータリークラブにおける私の専門職務のただ1人の代表者です。
それは、恐ろしいような責務であると同時に誇るべき責務です。この任務は必ず効
果を上げることにつながります。 （ロータリアン誌、1913年2月号）

　職業分類によって会員を選ぶという方式により、ロータリー運動は、会員という枠
を越えて、社会に奉仕するあらゆる職業に、その倫理的な理想を投げかける機会に恵
まれました。従って、ロータリアンのひとりひとりが、ロータリーの理想主義と自分
の職業とを結ぶ輪の役をするわけです。また、自分と同じ職業に従事する他の人々に
対して、その職業の最高の規準をつくり上げる仕事に協力してもらうという特別の責
任も負うことになります。 （My Road to Rotary）

機関雑誌

　ロータリアン誌がいつか一般の人々の関心を引くと大胆にも希望するなら、実務
的でない楽観主義と非難されるでしょうか? （ロータリアン誌、1918年2月号）

国際関係

　ロータリーが国際化に向かって尽力しているとき、著者はスコットランドで生ま
れ育った女性と結婚し、家庭も国際化しました。そのために国際結婚したのではあ
りませんが、理論の素晴らしい実践となりました。うまくいくこともあれば、うま
くいかないこともあるのが実証されたことは言うまでもありません。
 （This Rotarian Age）
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ロータリーの拡大

　ロータリーは、適切な方式が考え出されたという事実だけで、大きくなっていっ
たのではないのです。拡大しようという、たゆみない努力があったからこそ、ロー
タリーは世界的な影響力をもつようになったのです。 （My Road to Rotary）

ロータリアンへの助言

　「あなたは、ロータリーに経験豊かな年長の人間として、機会があれば、新ロータ
リアンに何を話したいですか？」。これは、セントルイス大学の学長でミズーリ州セ
ントルイス・ロータリークラブ会員のエドウィンJ．ブラウン氏が多くのロータリア
ンに投げかけた質問です。では、あなたが、第一段階として会員ひとりひとりと親
しくなるよう新会員に助言したと仮定しましょう。新会員に、同僚ロータリアンが
何を考えているか、同僚ロータリアンの問題は何か、どのようにしてその問題を解
決しようとしているかについて観察するよう提言します。ロータリーは基本的には
教育課程だと新会員は分かるに違いありません。ロータリーは、地に足をつけるよ
う手助けをします。ロータリーは、物事には「内面」と「外面」のあることを教え
てくれます。 （ロータリアン誌、1946年2月号）

ロータリー精神

ロータリアン精神とは?
　この質問には既に6,000以上の回答があります。これから、もっともっと増えるで
しょう。私からどう言えばよいでしょうか? 世界には6,000人以上のロータリアンが
いて、これから、もっと増えるでしょう。その言葉の簡潔明快な一つの定義が一般的
に受け入れられたとしても、それぞれが自分なりのロータリアン精神の概念をもって
いるし、今後も持ち続けるでしょう。ブッシェル用のかごに友愛の心を注ぐことので
きないように、言葉では、いくら長々と説明してもロータリアン精神をつかむことは
できません。 （ナショナル・ロータリアン、1912年7月号）

　ロータリアン精神は、人が考えることのできるくらいの場所があれば、人の心が
他者を思いやることができるくらいの広さの場所があれば、栄えます。ロータリア
ン誌、1912年9月号ロータリアン精神は、過去でなく、未来において壮大なものと
なるのです。これは、ロータリーの夕べの祈りでなく、夜明けの祈りです。ロータ
リアン精神の芽生え以来、現在ほど、洞察力のある、良心に根ざす思想を待ち望む
声が高いときはありません。人は、その声に立ち上がり、来る時代の指導者は、ロー
タリーの倫理と哲学に深く関心を抱く人々から得られるでしょう。
 （ロータリアン誌、1912年9月号）
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知　　識

　個人と国家の公正に害をなすものと闘うために神から人類の手に置かれた最も強
力な武器が、教育です。
 （ミズーリ州カンザスシティー 1918年Rl 国際大会でのメッセージ）

友　　情

　他者の中によい点を見つけようとする人は、自分も報われます。というのは、今
度は自分の中のよい点を他者が必ず見つけてくれるからです。地上の寂しく孤独な
生物の中で最も希望のないのは同胞を愛さない人です。
 （ロータリアン誌、1923年2月号）

旅　　行

　偏見を捨てることができれば、旅行は、精神上の近視をいやすのに格好のものです。
人々は醜かろうと美しかろうと、自分の求めるものを見るでしょう。非難すべきも
のを求めれば、そういったものを沢山見つけるでしょう。そして、より偏見をもって、
より尊大になって家路に着くでしょう。 （ロータリアン誌、1946年1月号）

新 世 代

　山には霊感を求めに行く人もいれば、休息に行く人もいます。学者は山を論じ、
詩人は歌い、画家は描きます。そして、子供は苦もなく山に登ります。子供が山に登っ
てはいけないでしょうか？ 山は子供が元気な足で登るためにあるのでしょうか？ 山
が高くても、子供は意気揚々としていました。山は子供が征服するものです。
 （My Road to Rotary の序文より）

結　　語

　ロータリアンは私によく尋ねます。「あなたがロータリーを創始したとき、この
ようなものになると思いましたか？」。いいえ、1905年には、6,000のクラブと
300,000人の会員を擁する世界的運動になろうとは予想していませんでした。早春
のころ、あまり大きくなりそうにない若木を植えるとき、人はいつの日かそれが、亭々
たる大木に育つであろうと確信できるでしょうか。それは雨と太陽、神の摂理の微
笑を待たなければならないのではないでしょうか。若葉が初めてもえいでるのを見
るとき、そのときこそ、人は大いなる木陰で夢見ることができるのです。
 （ロータリアン誌、1947年2月号）
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第 1条　定義
　本条の語句は、国際ロータリー定款細則で使わ
れる場合、他に明確に規定されない限り、次の意
味を持つものとする。
1. 理事会： 国際ロータリー理事会
2. クラブ：  ロータリークラブ
3. 会員： 名誉会員以外のロータリークラブ会員
4. 年度： 7月 1日に始まる 12カ月間
5. RI： 国際ロータリー
6. ガバナー： ロータリー地区ガバナー
第 2条　名称および性格
　本組織体の名称は国際ロータリーとする。RI は
全世界のロータリークラブの連合体である。
第 3条　RI の目的
　RI の目的は次の通りである。
(a)  ロータリーの目的を推進するようなプログラ

ムや活動を追求している RI 加盟クラブと RI
地区を支援すること。 

(b)  全世界にわたって、ロータリーを奨励し、助
長し、拡大し、管理すること。 

(c)  RI の活動を調整し、全般的にこれを指導する
こと。 

第 4条　ロータリーの目的 
　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎とし
て奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある： 
第 1   知り合いを広めることによって奉仕の機会と

すること； 
第 2   職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は

すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕す
る機会としてロータリアン各自の職業を高潔
なものにすること； 

第 3   ロータリアン一人一人が、個人として、また
事業および社会生活において、日々、奉仕の
理念を実践すること； 

第 4   奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネッ
トワークを通じて、国際理解、親善、平和を
推進すること。 

第 5条　会員 
第 1節 ― 構成。RI の会員は、本定款および細
則に定められた義務をたゆまず遂行するクラブを
もって構成されるものとする。 

第 2節 ― クラブの構成。
(a)  クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップ

を身をもって示し、職業上および（または）
地域社会でよい評判を受けており、地域社会
および（または）世界において奉仕する意欲
のある成人によって構成されるものとする。 

  上記に加え、以上いずれの場合も、その事業場、
またはその住居がそのクラブの所在地域内、も
しくはその周辺地域にあること。クラブの所在
地域外、もしくはその周辺地域外へ移転する会
員は、理事会が承認し、さらに同会員がクラブ
会員身分のすべての条件を引き続き満たしてい
る場合、その会員身分を保持できる。 

(b)  各クラブは、一事業、一専門職務、または一
種類の社会奉仕に偏らないバランスの取れた
会員構成を有しなければならない。5名または
それ以上の正会員がいる職業分類からは、正
会員を選出してはならない。ただし、会員数
が 51名以上のクラブの場合は、同一職業分類
に属する正会員がクラブ正会員の 10パーセン
トを超えない限り、その職業分類の下に正会
員を選出することができる。引退した会員は、
その職業分類に属する会員総数に含めないも
のとする。選出によってクラブ会員数が職業
分類の制限を一時的に超えることになっても、
クラブの移籍会員または元クラブ会員、また
は理事会によって定義されたローターアク
ターまたはロータリー学友の職業分類は、正
会員として選ばれることを妨げるものであっ
てはならない。会員が職業分類を変更した場
合、クラブは、これらの制限にかかわらず、
同会員の会員身分を新しい職業分類の下で継
続することができる。 

(c)  RI 細則は、ロータリークラブの会員種類を正
会員および名誉会員と呼ぶと規定し、その各々
に対する資格条件を定めるものとする。 

(d)  「クラブ」という語が不穏当な意味を持つ国々
のクラブは、RI 理事会の承認を得れば、名称
にクラブという語を使う義務はない。 

第 3節 ― 定款および細則の承認。RI 加盟認証状
を与えられ、これを受理したクラブは、すべて、
それによって本定款とRI 細則ならびにその改正規
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定を受諾し、承認し、法律に反しない限り、万事
これによって拘束され、それらの規定を忠実に順
守することを承諾するものとする。 
第 4節 ― 例外。本定款もしくはRI 細則の諸規定
または標準クラブ定款にかかわらず、理事会は、
試験的プロジェクトとして、クラブの定款の諸規
定がRI 定款または細則に合致しないクラブの加盟
を承認し、または再編成を許可することができる。
この種のクラブは、1,000クラブまでとする。こ
のような試験的プロジェクトの実施期間は、6年
を上限とする。このような試験的プロジェクトが
完了した後、RI に加盟または再編成の許可を得た
すべてのクラブの定款は、その時点で有効な標準
クラブ定款としなければならない。 
第 6条　理事会 
第 1節 ― 構成。理事会の定員は 19名とする。RI
会長は理事会のメンバーであり、その議長となる
ものとする。RI 会長エレクトは、理事会のメンバー
とする。17名の理事は細則の規定に従って指名さ
れ、選挙されるものとする。 
第 2節 ― 権限。本定款および細則、1986年イ
リノイ州非営利財団法およびその後の改正に従っ
て、RI の業務ならびに資金は理事会の指示と管理
の下に置かれるものとする。RI の資金に関する指
示と管理を執行するに当たり、理事会は、細則の
規定によって定められた予算に従って、１会計年
度中にその経常収入と一般剰余金から、RI の目的
達成のために必要な額を支出することができる。
理事会は、剰余金からの支出を必要とした特別な
事情について次の国際大会に報告しなければなら
ない。理事会は、いかなる場合にも、その時点に
おけるRI の純資産を超える負債を生じさせてはな
らない。 
第 3節 ― 幹事。RI の事務総長は理事会の幹事を
務めるが、理事会の議事について投票権を持たな
いものとする。
第 7条　役員 
第 1節 ― 名称。RI の役員は、会長、会長エレクト、
副会長、財務長、その他の理事、事務総長、地区
ガバナー、ならびに、グレートブリテンおよびア
イルランド内RI の会長、直前会長、副会長、名誉
会計とする。 
第 2節 ― 選挙の方法。RI の役員は細則の定める
ところに従って指名され、選挙されるものとする。 
第 8条　管理 
第 1節 ― グレートブリテン、アイルランド、チャ

ンネル諸島およびマン島に所在するクラブは、RI
の管理上の地域単位を形成するものとし、これを
「グレートブリテンおよびアイルランド内国際ロー
タリー」と呼ぶものとする。グレートブリテンお
よびアイルランド内RI の権限、目的および職務は、
RI 規定審議会によって承認されたグレートブリテ
ンおよびアイルランド内RI の定款の条項ならびに
RI の定款および細則に定められているところに従
うものとする。 
第 2節 ― クラブの管理は理事会の総括的管理の
下にあるものとし、次に示す直接管理の諸形式の
中のいずれかの形式を併せ用いるものとする。こ
れら直接管理の諸形式は、常に本定款および細則
の規定に準拠するものでなければならない。 
(a) 理事会によるクラブの管理。 
(b)  正式に設立された地区における、ガバナーに

よるクラブの監督。 
(c)  理事会が適切と考えかつ規定審議会が承認し

た方式による管理。 
(d)  グレートブリテンおよびアイルランド内RI に

よる、グレートブリテン、アイルランド、チャ
ンネル諸島およびマン島にあるクラブの監督。

第 3節 ― RI およびクラブは、ロータリー組織の
運営を迅速にし、経済効率を上げるために、業務
をコンピュータ化するよう奨励されている。 
第 9条　国際大会 
第 1節 ― 時期および場所。RI の国際大会は、理
事会の決定する時と場所において会計年度の最後
の 3カ月中に開催されるものとする。ただし、十
分な理由があるときは、理事会はこれを変更する
ことができる。 
第 2節 ― 臨時国際大会。非常事態発生の場合、
会長は理事会総員過半数の同意の下に、臨時国際
大会を招集することができる。 
第 3節 ― 代表。 
(a)  すべての国際大会において、各クラブは少な

くとも 1名の代議員をもってクラブを代表さ
せる権利を持つ。会員数が 50名を超えるクラ
ブは、50名ごとに 1名、端数が 26名以上の
場合、さらに 1名の追加代議員をもって代表
させる権利を持つ。この目的のために、代議
員数は、国際大会直前の 12月 31日現在にお
けるそのクラブの会員数に基づいて決定され
るものとする。クラブはそのクラブの持つ 1
票または 2票以上の票を投じる権限を 1名の
代議員に委ねることができる。 
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(b)  各クラブは、RI の国際大会に代議員としてそ
のクラブの会員、または委任状による代理者
を送り、国際大会の決定に付せられた各提案
に対して投票する義務を負う。 

第 4節 ― 特別代議員。RI 役員および元会長で、
現在も会員としてクラブに籍を有する者は、特別
代議員とする。
第 5節 ― 選挙人および投票。正規の信任状を持
つ代議員、委任状による代理者、および特別代議
員が国際大会の選挙体を構成し、これを選挙人と
称する。投票は細則の定めに従って行われなけれ
ばならない。 
第 10条　規定審議会 
第 1節 ― 目的。規定審議会がRI の立法機関を成
すものとする。 
第 2節 ― 時期および場所。規定審議会は 3年に
1度、4月、5月、6月のいずれかの月、できれば
4月に招集されるものとする。その時期と場所に
ついては理事会がこれを決定する。ただし、理事
会全体の 3分の 2の賛成票で決定されるような、
財政的その他のやむを得ざる理由を除き、規定審
議会は国際ロータリー世界本部の近隣地域におい
て開催されるものとする。 
第 3節 ― 手続。審議会は、正規の手続によって
提出されたすべての立法案の審議および決定に当
たるものとし、その決定は、RI 細則の規定通りに
クラブが行動を取る以外に、これを覆すことがで
きないものとする。 
第 4節 ― 議員。審議会の議員については細則の
規定による。 
第 5節 ― 立法案を採択するための臨時会合。理
事会は、全理事の 90パーセントの投票で、立法
案採択のために規定審議会の臨時会合を開催しな
ければならないような非常事態が存在する、との
判断を下すことができる。理事会は、このような
会合の時と場所を決め、その趣旨を明らかにする
ものとする。このような会合は、臨時会合が招集
された目的である非常事態に関する理事会提出の
立法案のみを審議、決定することができる。この
ような会合で審議される立法案は、RI 組織規定の
各所で明記されている提出締切日や手続に拘束さ
れないが、時間の許す限り、こうした手続を守る
ものとする。審議会の臨時会合の決定は、以後、
本条第 3節に規定するようにクラブが行動を取る
以外に、これを覆すことができないものとする。 
第 11条　会費 

　各クラブは半年ごと、あるいは理事会により定
められたほかの期日に、RI 人頭分担金を納付する
ものとする。 
第 12条　財団 
第 1節 ― RI の財団は、RI 細則の規定に従って設
立、運営されるものとする。 
第 2節 ― RI が受領したすべての贈与、不動産遺
贈、または金銭や財産の遺贈、財産から生じる収
入の遺贈、RI の余剰資金は、国際大会の承認を受け、
財団の財産となるものとする。 
第 13条　会員の称号と徽章 
第1節 ̶ 正会員。クラブの各正会員はロータリア
ンとして認められ、RI の徽章、バッジまたはその
他の記章を着用する権利を与えられるものとする。 
第 2節 ̶ 名誉会員。クラブの各名誉会員は、名
誉ロータリアンとして認められ、クラブの名誉会
員としての身分を持っている間は、RI の徽章、バッ
ジまたはその他の記章を着用する権利を与えられ
るものとする。
第 14条　細則 
　規定審議会は、RI 管理のために、本定款のほかに、
本定款に反しない細則規定を採択し、また、改正
することができるものとする。 
第 15条　解釈の仕方 
　RI 定款および細則、標準クラブ定款の全部にわ
たり、次の解釈原則が適用されるものとする。
「shall」、「is」、「are」という単語は「義務」を意
味し、「may」、「should」という単語は「任意」
を意味するものである。男性代名詞（he, his, 
him）または女性代名詞（she, her）のいずれも
他の性をも含むものとする。「郵便」、「郵送」およ
び「郵便投票」という用語には、経費を節約し応
答を頻繁にするために、電子メール（Eメール）
およびインターネットテクノロジーの活用が含ま
れるものとする。 
第 16条　改正 
第 1節 ― 状況。本定款は、規定審議会において、
出席し、かつ投票を行う者の投票の 3分の 2によっ
て改正できる。 
第 2節 ― 提案者。本定款の改正はクラブ、地区
大会、グレートブリテンおよびアイルランド内RI
の審議会または大会、規定審議会、または細則に
定められている手続に従って理事会によってのみ
提案されるものとする。
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第 1条　定義 
　本条の語句は、本細則で使われる場合、他に明
確に規定がない限り、次の意味を持つものとする。 
1.  理事会： 国際ロータリー理事会 
2. クラブ：  ロータリークラブ 
3.  組織規定：  国際ロータリー定款・細則と標準

ロータリークラブ定款 
4.  ガバナー： ロータリー地区のガバナー 
5.  会員： 名誉会員以外のロータリークラブ会員
6.  RI：  国際ロータリー 
7.  RIBI：  グレートブリテンおよびアイルランド

内国際ロータリーという管理上の地域
単位

8.  衛星クラブ：  潜在的クラブ。その会員は、ス
ポンサークラブの会員でもある。

9.  年度： 7月 1日に始まる 12カ月間 
第 2条　国際ロータリーの加盟会員 
2.010. RI への加盟申請 
2.020. クラブの所在地域 
2.030.  クラブによる標準ロータリークラブ定款

の採用 
2.040. 喫煙 
2.050. クラブの合併 
2.010. RI への加盟申請 
クラブのRI への加盟申請書は理事会に提出するも
のとする。加盟申請書には、理事会が定める加盟
金を添付しなければならない。加盟金は、米貨ま
たはクラブの所在する国の通貨によるその相当額
とする。加盟は、理事会が申請を承認した日をもっ
てその効力を生ずる。 
2.010.1.  新クラブ 
新クラブの創立会員数は最低 20名とする。 
2.020. クラブの所在地域 
新クラブの結成に必要な最低数の職業分類が存在
する地域がある場合、そこに 1つのクラブを結成
することができる。1つ以上のクラブが既に存在
するその同じ地域にも、クラブを結成することが
できる。参加型の活動をするクラブの所在地域は、
全世界とするか、または、クラブ理事会の決定通
りとするものとする。 
2.030.  クラブによる標準ロータリークラブ定款

の採用 

すべての加盟クラブは、標準クラブ定款を採用し
なければならない。
2.030.1.  標準クラブ定款の改正 
標準クラブ定款は、組織規定に述べられている方
法で改正することができる。このような改正は、自
動的に、各クラブの定款の一部となるものとする。
2.030.2.  1922年 6月 6日よりも前に加盟した

クラブ
1922年 6月 6日よりも前に加盟したすべてのク
ラブも、標準クラブ定款を採用するものとする。
しかし、標準クラブ定款と異なる規定を含む定款
を持つこのようなクラブは、その異なる規定の下
に運営する資格を有するものとする。ただし、異
なる規定の正確な全文を 1989年 12月 31日ま
でに理事会に送付し、理事会の確認を受けていな
ければならない。それぞれのクラブ特有の規定は、
そのクラブの標準クラブ定款の補遺規定であり、
時折、改正される標準クラブ定款に近づけるため
以外にはクラブで改正することはできない。 
2.030.3.  理事会による標準クラブ定款の例外の承認
理事会は、RI 定款・細則と矛盾しない限り、標準
クラブ定款と一致しないクラブ定款の規定を承認
できる。このような承認は、その土地の法令およ
び慣習、または特殊な事情に従うために必要な場
合に限られ、また出席している理事会メンバーの
3分の 2の賛成を必要とする。 
2.040.  喫煙 
喫煙が個人の健康に有害であることを認識し、会
員ならびに来賓は各自、RI の名のもとに開かれる
会合およびその他の行事中は、喫煙を控えるよう
奨励されている。 
2.050.  クラブの合併 
合併を求める同一地区内の 2つ以上のクラブは、
それぞれのクラブが RI に対する金銭上およびそ
の他の義務を果たしていることを前提に、理事会
にその旨申請するものとする。そのうちの 1つま
たは複数のクラブと同じ所在地域内に、合併した
クラブを結成することができる。合併の申請には、
それぞれのクラブが合併することに合意した証明
書を添付しなければならない。理事会は、合併し
たクラブが、その記録史料の一部として、元の 1
クラブあるいは全クラブの名称、加盟日、RI の徽

国際ロータリー細則（2016年版）
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章およびその他の記章を保持することを許可する
ことができる。 
第 3条　RI 脱会、加盟停止、または加盟の終結
3.010. クラブのRI 脱会 
3.020. クラブの再結成 
3.030.  クラブを懲戒、加盟停止、または終結と

する理事会の権限 
3.040. 加盟が停止されたクラブの権利の引き渡し 
3.050. 加盟が終結したクラブの権利の引き渡し 
3.010.  クラブのRI 脱会 
いずれのクラブも、RI に対する金銭上およびその
他の義務を果たしている限り、加盟から離脱する
ことができる。理事会が脱会通告を受理したとき
は、その脱会は直ちに効力を生ずるものとし、そ
のクラブの加盟認証状は事務総長に返還されなけ
ればならない。
3.020.  クラブの再結成 
加盟を終結させられたクラブが再結成を求めた場
合、または同じ所在地域に新クラブが結成される
場合、理事会は、加盟の条件として、このような
元クラブに加盟金の支払いを求めるか否か、また
は、RI に対する元のクラブの負債の支払を求める
か否かを決定することができる。 
3.030.  クラブを懲戒、加盟停止、または終結と

する理事会の権限 
3.030.1.  不払あるいは会員報告不履行による停止

または終結 
会費またはRI に対するその他の金銭的債務または
承認されている地区資金への賦課金の支払を怠っ
たクラブの加盟は、理事会においてこれを停止ま
たは終結させることができる。また、期限までに
会員の変更を報告しなかったクラブの加盟も、理
事会においてこれを停止させることができる。 
3.030.2.  機能の喪失による終結 
何らかの理由により、クラブが解体し、または例
会を定期的に開かず、その他機能を遂行できなく
なった場合は、理事会が、そのクラブの加盟を終
結させることができる。機能が遂行できなくなっ
たことを理由として終結に踏み切る前に、理事会
は、ガバナーに終結の事情に関する報告書の提出
を要請するものとする。 
3.030.3.  財団の資金管理に関する方針の遵守を

怠ったことによる加盟の停止または終結 
理事会は、ロータリー財団の資金を不正に使用し
た会員、またはロータリー財団の資金管理の方針
に違反した会員を保有しているクラブについて、

その加盟を停止または終結させることができる。 
3.030.4.  法的訴訟による終結 
組織規定文書に定められたあらゆる改善措置を講
じる前に、クラブがRI またはロータリー財団（理
事、管理委員、役員、職員を含む）を相手に訴訟
を起こしたり、訴訟を継続したりした場合、また
はそのような訴訟を起こしたり、訴訟を継続した
りする会員がクラブにいる場合、理事会はそのク
ラブの加盟を停止または終結させることができる。 
3.030.5.  青少年保護に関する法の遵守を怠ったこ

とによる加盟の停止または終結 
理事会は、ロータリー関係の青少年プログラムと
関連して、青少年保護に関する法に違反した会員
に対するいかなる申し立てにも適切に対処するこ
とを怠ったクラブについて、その加盟を停止また
は終結させることができる。 
3.030.6.  然るべき理由による懲戒 
理事会は、然るべき理由がある場合には、クラブを
懲戒処分にすることができる。ただし、問責書およ
びこれに関する聴聞の時と場所の通知が、聴聞の
行われる少なくとも 30日前までに、そのクラブの
会長および幹事に郵送されていなければならない。
聴聞会には、当該地区のガバナー、またはそのガ
バナーにより選ばれたパストガバナーが、地区が費
用を負担して出席することができる。そのクラブに
は、弁護士をその聴聞における自己の代理人とす
る権利が与えられるものとする。聴聞を行った後、
理事会全員の多数決をもって、クラブを懲戒もしく
は加盟停止処分に付すか、または、全会一致をもっ
て、クラブを除名することができる。
3.030.7.  加盟停止期間 
理事会は、会費または RI に対するその他の金銭
的債務、または承認された地区資金への賦課金が
全額支払われたと判断した時点で、または、ロー
タリー財団から支給された資金を不正に使用した
り、ロータリー財団の資金管理方針に違反した会
員の会員身分を終結したと判断した時点で、また
は、ロータリー関係の青少年プログラムと関連し
て、青少年保護に関する法に違反した会員に対す
るすべての申し立てに、クラブが適切に対処した
という証拠があると判断した時点で、または、然
るべき理由による懲戒に至った問題が解決された
と判断した時点で、加盟停止となっていたクラブ
の加盟会員としての権利を復帰させるものとする。
そのほかのあらゆる事態にも、加盟停止の原因が
6カ月以内に改善されなかった場合には、理事会
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はそのクラブを終結させるものとする。 
3.040.  加盟が停止されたクラブの権利の引き渡し 
理事会によって加盟資格が停止されたいかなるク
ラブも、加盟が停止されている間は、細則により
クラブに与えられているいかなる権利も持たない
ものとする。ただし、定款によってクラブに与え
られている権利は保持するものとする。 
3.050.  加盟が終結されたクラブの権利の引き渡し 
RI の名称、徽章その他の記章を使用する特典は、
そのクラブの加盟会員籍が終結したときに消滅す
るものとする。加盟が終結したとき、そのクラブは、
RI の財産に対する所有権を失うものとする。事務
総長は、このような元クラブの加盟認証状を回収
するための措置を取るものとする。 
第 4条　クラブの会員身分 
4.010.  クラブ会員の種類 
4.020.  正会員 
4.030.  移籍ロータリアンまたは元ロータリアン 
4.040.  二重会員 
4.050.  名誉会員 
4.060.  公職 
4.070.  会員身分の制約 
4.080.  RI の職員 
4.090.  出席報告 
4.100.  他クラブへの出席 
4.110.  会員身分に関する規定の例外 
4.010.  クラブ会員の種類 
クラブの会員の種類は、正会員と名誉会員の 2種
類とする。
4.020.  正会員 
RI 定款第 5条第 2節に定められた資格条件を有す
る者は、これをクラブの正会員に選ぶことができる。
4.030.  移籍ロータリアンまたは元ロータリアン 
会員は、移籍会員または元クラブ会員を正会員に
推薦することができる。正会員として推薦された
移籍会員または元クラブ会員は、元クラブによっ
て推薦されることもできる。選出によってクラブ
会員数が職業分類の制限を一時的に超えることに
なっても、クラブの移籍会員または元クラブ会員
の職業分類は、正会員に選ばれることを妨げるも
のであってはならない。他のクラブに対して負債
がある場合、この候補者はクラブへの入会資格が
ない。元会員を入会させたいと望むクラブには、
未納金が一切ない旨記したその会員候補者の元ク
ラブからの書面による証拠を提出するよう、本人
に要求するものとする。移籍ロータリアンおよび

元ロータリアンの正会員としての入会には、転入
先のクラブが、当該会員がかつて所属していたク
ラブの理事会から、同会員がそのクラブの会員で
あったとの証明を受理することを条件とするもの
である。クラブは、ほかのクラブから要請があっ
た場合、ほかのクラブの会員候補者として考慮さ
れている現会員または元会員が、未納金を負って
いるかどうかを記した文書を提供するものとする。
要請から 30日以内にそのような文書が提供され
なかった場合、当該会員はそのクラブに対して金
銭的債務がないと見なされるものとする。 
4.040.  二重会員 
当該クラブが設ける衛星クラブを除き、複数のク
ラブにおいて同時に正会員になることはできない。
さらに、いかなる人も同一のクラブにおいて、正
会員であると同時に名誉会員の資格を保持するこ
とはできない。 
4.050.  名誉会員 
4.050.1.  名誉会員の資格条件 
ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕
をした人、およびロータリーの目的を支援したこ
とでロータリーの友人であるとみなされた人を名
誉会員に選ぶことができる。その人は、二つ以上
のクラブで名誉会員の身分を保持できる。このよ
うな会員身分の存続期間は、会員となっているク
ラブの理事会によって決定されるものとする。 
4.050.2.  権利および特典 
名誉会員は、会費の納入を免除されるが、投票権
を持たず、クラブのいかなる役職にも就くことが
できない。名誉会員は、職業分類を持たない。し
かし、本人が会員となっているクラブのあらゆる
会合に出席でき、クラブのその他のあらゆる特典
を享受できる。名誉会員は、他のクラブにおいては、
いかなる権利または特典も認められないものとす
る。ただし、例外として、ロータリアンの来賓と
してではなく他のクラブを訪問する権利がある。 
4.060.  公職 
一定の任期の間選挙または任命によって公職にあ
る者は、当該公職の職業分類の下にクラブの正会
員となる資格を有しないものとする。この制約は、
学校、大学その他の教育施設に奉職する者、また
は裁判官に選出もしくは任命された者には適用さ
れない。会員で一定の任期を持った公職に選出も
しくは任命された者は、その公職に在任中、以前
の職業分類の下に、引き続き会員としての身分を
保持することができる。 
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4.070.  会員身分の制約 
細則第 2.030. 節の規定にかかわらず、いかなるク
ラブも、RI 加盟年月日に関係なく、定款その他の
規定によって、性別、人種、皮膚の色、信条、国籍、
または性的指向に基づき会員身分を制約すること、
もしくはRI 定款または細則に明白に規定されてい
ない会員身分の条件を課すことはできない。本細
則本節の規定に反するクラブ定款のいかなる規定、
あるいは、その他のいかなる条件も無効とし、効
力はないものとする。 
4.080.  RI の職員 
クラブは、RI に雇用されている人を会員として保
持できる。 
4.090.  出席報告 
各クラブは、各月の最終例会後 15日以内に、そ
のクラブの例会における月次出席報告をガバナー
に提出するものとする。無地区クラブの場合には
事務総長に提出しなければならない。 
4.100.  他クラブへの出席 
各会員は、いつでも他クラブまたは他クラブの衛
星クラブの例会に出席する特典を持つものとする。
ただし、以前に当該会員の会員身分を正当な理由
で終結したクラブを除く。 
4.110.  会員身分に関する規定の例外 
クラブは、本細則の第 4.010. 節および第 4.030.
節～第 4.060. 節に従わない規定または要件を採択
できる。そのような規定または要件は、本細則の
上記の節の規定または要件に優先するものとする。 
第 5条　理事会 
5.010.  理事会の任務 
5.020.  理事会の決定の公表 
5.030.  理事会決定に対する提訴 
5.040.  理事会の権限 
5.050.  理事会の会合 
5.060.  通信による投票 
5.070.  執行委員会 
5.080.  理事会メンバーの空席 
5.010.  理事会の任務 
理事会は、RI の目的の推進、ロータリーの目的の
達成、ロータリーの基本原則の研究と教育、ロー
タリーの理想、倫理および組織の特質の保存、な
らびにロータリーを全世界に拡大する目的のため
に必要なあらゆることを行う義務を負うものとす
る。RI 定款の第 3条の目的を果たすため、理事会
は戦略計画を採択するものとする。理事会は、各
ゾーンでのRI 戦略計画の実行を監督するものとす

る。理事会は、規定審議会の各会合で戦略計画の
進捗について報告しなければならない。 
5.020.  理事会の決定の公表 
すべての理事会の議事録や決定は、各理事会会合
後またはその決定が下された後 60日以内にロー
タリーのウェブサイトに掲載され、全会員に公表
されるものとする。さらに、公式議事録に添付さ
れるすべての補遺資料は、これを要請する会員が
入手できるものとする。ただし、理事会によって
機密または極秘とみなされる資料の掲載は除外で
きる。 
5.030.  理事会の決定に対する提訴 
理事会の決定は、理事会によって定められる規則
の下、規定審議会の地区代表議員に提出される郵
便投票を通じて提訴する以外に、これを覆すこと
ができないものとする。提訴は、クラブが、少な
くとも 24の他クラブの同意を得て、正式に事務
総長に提出しなければならない。24クラブのう
ち少なくとも半数は別の地区内のクラブでなけれ
ばならない。提訴およびそれに対する同意はとも
に、理事会の決定後 4カ月以内に受理されなけれ
ばならず、事務総長はその後 90日以内に上述の
郵便投票を実施するものとする。このような提訴
は、クラブ例会で正式に採択され、クラブ会長と
幹事が証明した決議書をもって行われるものとす
る。提訴の決定に当たって、地区代表議員が審議
するのは、理事会の決定を支持するかどうかとい
うことだけである。ただし、事務総長が次に予定
された規定審議会開催の前 3カ月以内に提訴を受
理した場合、理事会決定への提訴は、理事会決定
を維持すべきかどうかを決定するため、規定審議
会に提出されるものとする。 
5.040.  理事会の権限 
5.040.1.  RI の業務の指示・管理 
理事会は、次の方法によってRI の業務を指示・管
理する。 
(a) 組織の方針を設定すること。 
(b) 事務総長による方針実施を評価すること。 
(c)  定款、細則、1986年イリノイ州非営利財団

法およびその後の改正によって与えられた権
限を行使すること。 

5.040.2.  役員および委員会に対する総括的管理・
監督 

理事会は、RI のすべての役員、役員エレクト、役
員ノミニー、委員会に対する総括的管理および監
督を行うものとする。然るべき理由がある場合に
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は、聴聞を行った上、役員、役員エレクト、役員
ノミニー、委員を罷免することができる。問責書
を含む通知は、聴聞の行われる少なくとも 60日
前に、罷免聴聞にかけられる人に届けられていな
ければならない。このような通知には、聴聞の日
時と場所を明記し、郵便もしくは他の迅速な通信
手段によって直接配達されるものとする。罷免聴
聞にかけられる人は、聴聞において、弁護士を代
理人とすることができる。役員、役員エレクト、
役員ノミニー、委員を罷免するには、理事会全員
の 3分の 2の投票を必要とする。また、理事会は、
第 6.120. 節に規定されるさらなる権限を持つもの
とする。
5.040.3.  RI 戦略計画実行の監督 
各理事は、自分が選出されたゾーン、および交互
に理事が選出されるもう一方のゾーン／組み合わ
されたゾーンにおけるRI 戦略計画の実行を監督す
るものとする。 
5.050.  理事会の会合 
5.050.1.  期日、場所、および通知 
理事会の会合は、理事会が決定する時と場所にお
いて開くか、もしくは会長の招集によって開くも
のとする。会合は、通知を必要としない場合を除き、
開会日の少なくとも30日前までに、事務総長から、
理事会の全員に通知されなければならない。理事
会は、各年度に少なくとも 2回会合を開かなけれ
ばならない。理事会の公式会合に直接出席する代
わりに、テレビ会議、インターネット、およびそ
の他の通信設備を使って会議を開くことができる。 
5.050.2.  定足数 
RI 定款または細則によってより多くの投票が必要
とされる案件を除き、理事会のメンバーの過半数
をもってすべての事項を処理するための定足数と
する。 
5.050.3.  年度の最初の会合 
次期理事会の会合が、年次国際大会の終了直後に
開催されるものとする。次期会長がこの会合の時
と場所を定めるものとする。この会合における決
定事項は、7月 1日以後に、理事会で、または本
条第 5.060. 節に述べられている方法のうちのいず
れかによって承認されなければならない。承認後
に、その決定は、初めて効力を発するものとする。 
5.050.4.  そのほかの出席者 
会長ノミニーは、理事会会合において、投票権を
持たない出席者であるものとする。 
5.060.  通信による投票 

5.060.1.  非公式の会合 
理事会は、会合に参加している全員が互いに意見
を交換できる電話、インターネット、または他の
通信手段を使って、その会合で発言し、決定する
ことができる。このような会合への参加は、参加
している人（たち）が会合に直接出席しているも
のとみなされる。 
5.060.2.  非公式の決定 
理事会は、会合を開かないで、書面による理事全
員の一致した同意を得て議事を処理することがで
きる。 
5.070.  執行委員会 
理事会は、職権上の委員を含め 5名以上 7名以下
の委員により構成される執行委員会を任命するこ
とができる。執行委員会は、事務総長の業績の評
価を少なくとも年に 1度理事会に報告する。理事
会は、この執行委員会に、理事会の会合と会合と
の中間期間中、理事会に代わって決定を行う権限
を委任することができる。このような権限は、既
にRI の方針が確立されている事項に限られる。執
行委員会は、理事会によって定められ、本節の規
定に反しない職務権限によってその任務を遂行す
るものとする。 
5.080.  理事会メンバーの空席 
5.080.1.  補欠 
理事に空席が生じた場合はいつでも、それがどの
ような理由であれ、理事会は、理事が選出された
時点で同じゾーン（あるいはゾーン内のセクショ
ン）から選出された補欠を、残存期間を務める理
事として選出するものとする。 
5.080.2.  補欠が任務を果たせない場合 
いかなる理由にせよ、補欠が任務を果たすことの
できない場合には、その他の理事会メンバーが、
空席の生じた当該ゾーン（あるいはゾーン内のセ
クション）から理事を選挙するものとする。選挙は、
会長の決定に従って、次の理事会において、もし
くは通信による投票によって行うものとする。 
第 6条　役員 
6.010.  国際大会における役員の選挙 
6.020.  副会長と財務長の選出 
6.030.  事務総長の選挙と任期 
6.040.  理事は再選されない 
6.050.  役員の資格条件 
6.060.  任期 
6.070.  会長の空席 
6.080.  会長エレクトの空席 



国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
細
則

－ 774 －

6.090.  副会長または財務長の空席 
6.100.  事務総長の空席 
6.110.  理事の任務遂行不能 
6.120.  ガバナーの空席 
6.130.  役員の報酬 
6.140.  役員の任務 
6.010.  国際大会における役員の選挙 
年次国際大会において選挙される役員は、RI の会
長、理事、ガバナー、およびRIBI の会長、副会長、
名誉会計である。 
6.020.  副会長と財務長の選出 
副会長と財務長は、次期会長が理事会の第 1回会
合で、2年目の任期を務めることになる理事の中
から選任するものとする。この副会長と財務長は、
7月 1日より 1年間その職を務めるものとする。
6.030.  事務総長の選挙と任期 
事務総長は理事会が選出し、その任期は 5年を超
えないものとする。その選挙は、事務総長の任期
の最終年の 3月 31日までに行われ、選挙後の 7
月 1日に新しい任期が始まるものとする。事務総
長は再選される資格を有するものとする。 
6.040.  理事は再選されない 
理事として、細則の定める全期間または理事会の
定める期間を務めた人は、会長または会長エレク
トを務める場合を除いて、再度理事職に就くこと
はできない。 
6.050.  役員の資格条件 
6.050.1.  クラブ会員 
RI の各役員は、クラブの瑕疵なき会員でなければ
ならない。 
6.050.2.  会長 
RI の会長候補者は、会長に指名される以前にRI の
理事としてその任期の全期を務めた者でなければ
ならない。ただし、全期に足りない在職であっても、
理事会がこの規定の趣旨に照らして差し支えない
ものと認めた場合はこの限りでない。 
6.050.3.  理事 
RI の理事候補者は、理事として推薦される以前に
RI のガバナーとしてその任期の全期を務めた者で
なければならない。ただし、全期に足りない在職
であっても、理事会がこの規定の趣旨に照らして
差し支えないものと認めた場合はこの限りでない。
また、ガバナーを務めてから少なくとも 3年が経
過していなければならない。理事候補者はさらに、
推薦される前の 36カ月間に、少なくとも 2回の
研究会と 1回の国際大会に出席していなければな

らない。 
6.060.  任期 
6.060.1.  役員 
会長、理事、ガバナーを除き、各役員の任期は、
選挙後の 7月 1日に始まるものとする。理事を除
き、すべての役員は、1年またはその後継者が選
挙されるまで在任するものとする。理事は 2年ま
たはその後継者が選挙されるまで在任するものと
する。 
6.060.2.  会長エレクト 
会長に選挙された者は、次の年度の 7月 1日から
会長エレクトを務め、同時に理事会のメンバーと
なるものとする。会長エレクトは副会長に選ばれ
る資格はない。会長エレクトは、会長エレクトと
しての任期を 1年間務めた翌年に会長を務めるも
のとする。 
6.060.3.  理事 
各理事の任期は、選挙された年の翌年の 7月 1日
に始まるものとする。
6.070.  会長の空席 
会長が空席となった場合は、副会長が会長の地位
を継ぎ、その他の理事会のメンバーの中から新た
に副会長を選任するものとする。新会長と新副
会長の選出により欠員となった理事は、本細則第
5.080.  節に従って埋めるものとする。 
6.070.1.  会長と副会長の同時空席 
会長と副会長の両役職が同時に空席となった場合、
理事会は、そのメンバー（会長エレクト以外のメ
ンバー）の中から新会長を選挙し、次に新会長が
新副会長を選出するものとする。新会長と新副会
長の選出により欠員となった理事は、本細則第
5.080. 節に従って埋めるものとする。 
6.080.  会長エレクトの空席 
6.080.1.  次期国際大会前の空席 
次の国際大会の閉会前に会長エレクトに空席が生
じた場合、会長指名委員会は、かかる会長エレク
トが会長を務めるはずであったロータリー年度の
会長ノミニーを改めて選出しなければならない。
このような選出は、できるだけ早く、定例委員会
か緊急委員会において行わなければならない。こ
のような会議を開くことができない場合は、郵便
投票または他の迅速な通信手段によって選出を行
うことができる。 
6.080.2.  指名委員会手続による空席の補充 
指名委員会は、第 12.050. 節と第 12.060. 節に
従って既に選出した会長ノミニーを、繰り上げて



国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
細
則

－ 775 －

指名することができる。このような場合、委員会は、
会長エレクトの役職のために改めてノミニーを選
出しなければならない。 
6.080.3.  空席を補充するに当たっての会長の任務 
会長エレクトに生じた空席を補充するための指名
手続は、会長が決定するものとする。その手続に
は、クラブに送付すべき委員会の報告およびクラ
ブによる指名に関する規定が含まれていなければ
ならない。その規定は、時間的に可能な限り、第
12.060. 節、第 12.070. 節、第 12.080. 節に従っ
たものでなければならない。空席の生じた時期が
国際大会に近すぎて、大会に先立ち、委員会の報
告を全クラブに郵送し、クラブが対抗候補者を指
名する時間的余裕がない場合、事務総長は、可能
な範囲内で委員会の報告に関する通知を行うもの
とし、また国際大会の議場におけるクラブ代議員
による対抗候補者の指名が許されるものとする。 
6.080.4.  就任直前の空席 
国際大会の閉会と、その直後の会長就任との間に
生じた会長エレクトの空席は、7月 1日に空位に
なっているものとみなし、第 6.070. 節に従って補
充するものとする。 
6.080.5.  空席に関する不測の事態 
本節に規定されていないような不測の事態が起
こった場合、会長が、取るべき手続を決定するも
のとする。
6.090.  副会長または財務長の空席 
副会長または財務長の職が空席になった場合、会
長は、2年目の理事の中から選び、未了の任期を
務めさせるものとする。 
6.100.  事務総長の空席 
事務総長に空席が生じた場合、理事会は、最高 5
年を任期としてロータリアンを選挙するものとす
る。その任期は、理事会が決定した日をもって効
力を発する。 
6.110.  理事の任務遂行不能 
理事会のメンバーがその任務を遂行できないほど
の身体的状態になったと理事会の 4分の 3の投票
で決定した場合、そのメンバーは、その決定後、
直ちにその職を失い、本細則の規定に従って後任
が選出されるものとする。 
6.120.  ガバナーの空席 
6.120.1.  副ガバナー 
ガバナー指名委員会は、ガバナーエレクトが提案
した 1名のパストガバナーを、選出の翌年度に任
期を務める副ガバナーに選出できる。副ガバナー

の役割は、ガバナーが一時的あるいは恒久的にガ
バナーとしての任務の続行が不可能となった場合
に、ガバナーの後任となることである。いかなる
指名も指名委員会によって成されなかった場合に
は、ガバナーエレクトが 1名のパストガバナーを
副ガバナーとして選出できる。 
6.120.2.  理事と会長の権限 
副ガバナーがいない場合、理事会は、残存任期中
ガバナーの空席を埋めるために、資格条件を備え
たロータリアンを選挙する権限を有するものとす
る。会長は、理事会によってその空席が補充され
るまで資格条件を備えたロータリアンを、アクティ
ングガバナー（臨時のガバナー）として任命する
ことができる。 
6.120.3.  ガバナーの一時的任務遂行不能 
副ガバナーがおらず、ガバナーが一時的にその任
務を執り行うことができない場合、会長は資格条
件を備えたロータリアンをアクティングガバナー
（臨時のガバナー）として任命することができる。 
6.130.  役員の報酬 
事務総長は報酬を受ける唯一の役員とする。理事
会がその報酬額を定めるものとする。理事会が定
めた経費支弁方針に従って認められている妥当か
つ領収書を伴う経費の支払い以外、その他の役員
や会長ノミニーに対しては、謝意、謝礼金、これ
に相当する支払いを含め、一切支払いが行われな
いものとする。
6.140.  役員の任務
6.140.1.  会長
会長は、RI の最高役員とする。会長は、
(a)  全世界のロータリアンにとって前向きかつ意

欲を引き出すリーダーとなる。
(b)  理事会の議長となり、理事会の全会合を主宰

する。
(c)  RI の第 1の代弁者とする。
(d)  すべての国際大会およびRI のほかのすべての

国際会合を主宰する。
(e)  事務総長に助言する。
(f)  理事会により割り当てられた、さらなる任務

と責務を有する。
6.140.2.  会長エレクト
会長エレクトは、理事会のメンバーとして、また
本細則に規定する任務および権限のみを持つもの
とする。ただし、会長または理事会から、その他
の任務を託される場合もある。
6.140.3.  事務総長
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事務総長は、RI の最高執行責任者とする。最高執
行責任者である事務総長は、理事会の指示監督の
下にRI の日々の管理に責任を負う。事務総長は、
RI の財務運営を含め、方針の実施、運営、管理に
ついて会長と理事会に責任を負うものとする。事
務総長はまた、理事会によって定められた方針を
ロータリアンおよびクラブに知らせるものとする。
事務総長は、RI 事務局職員の監督に単独で責任を
負うものとする。事務総長は、理事会に対して年
次報告を行うものとし、その報告は、理事会の承
認を経た上で、年次国際大会に提出しなければな
らない。事務総長は、理事会の要求する金額の契
約履行保証をもって、誠実な任務の遂行を誓約す
るものとする。
6.140.4.  財務長
財務長は、事務総長から定期的に財務関連情報を
受け取り、RI 財務運営について事務総長と協議す
るものとする。財務長は、理事会に財務報告をし、
また年次国際大会で報告するものとする。財務長
は、理事の職責に属する任務と権限のみ有するが、
会長または理事会から、その他の任務を託される
場合もある。
第 7条　規定審議会
7.010. 立法案の種類
7.020. 立法案の提出者
7.030. クラブ提出の立法案を地区で承認
7.035. 制定案と見解表明案の締切日
7.037.  正規の手続で提出された立法案、欠陥の

ある立法案
7.040. 立法案の審査
7.050. 理事会での立法案の審査
7.060. 非常事態における立法案の審議
7.010. 立法案の種類
規定審議会で審議される立法案は、制定案と見解
表明案に限るものとする。組織規定を改正しよう
とする提案は、制定案と称する。RI の立場を表明
しようとする提案は、見解表明案と称するものと
する。
7.020.  立法案の提出者
制定案は、クラブ、地区大会、RIBI 審議会または
大会、規定審議会、および理事会が提案できる。
見解表明案は理事会のみが提案できる。理事会は、
管理委員会の事前の承諾なしには、ロータリー財
団に関する立法案を提出しないものとする。
7.030.  クラブ提出の立法案を地区で承認
クラブの制定案は必ず地区大会、地区立法案検討

会、または RIBI 地区審議会において、地区内の
クラブの承認を受けなければならない。地区大
会、地区立法案検討会、または RIBI 地区審議会
に制定案を提出する時間的余裕がない場合、ガバ
ナーの実施する郵便投票を通じて地区内クラブの
票決を求めることもできる。この郵便投票は、第
14.040. 節の手続にできるだけ沿った形で行うも
のとする。事務総長に送達される制定案には、地
区大会や地区立法案検討会やRIBI 地区審議会での
審議、または、郵便投票の票決により承認された
ことを明記したガバナーの証明書を添付するもの
とする。いかなる地区も、1回の規定審議会につ
き 5件より多くの制定案を提案もしくは承認すべ
きではない。
7.035.  制定案と見解表明案の締切日
制定案は、すべて規定審議会の開かれるロータリー
年度の前年度の 12月 31日までに、RI 事務総長
に提出されなければならない。理事会は、緊要性
があると判断した制定案を、規定審議会の開かれ
るロータリー年度の 12月 31日までに、事務総長
に提案、提出することができる。理事会の提出す
る見解表明案については、規定審議会が閉会する
までこれを受理し、その票決を行うことができる。
7.037.  正規の手続で提出された制定案、欠陥の

ある制定案
7.037.1.  正規の手続で提出された制定案
次の条件を満たしていれば、正規の手続で提出し
た制定案と見なされる。
(a)  それぞれ、細則第 7.035. 節に記載されている

締切日までに事務総長に送付されていること。
(b)  立法案の提案者に関する細則の第 7.020. 節の

規定に合致していること。
(c)  クラブが提出したとき、地区の承認に関する細

則の第 7.030. 節の規定を満たしていること。
(d)  提案者は、立法案が検討を求める課題あるい

は問題を明記し、その立法案がどのようにそ
の課題あるいは問題に対処または解決するか
を説明する趣旨および効果に関する声明文を、
300語以内で提出すること。

7.037.2.  欠陥のある制定案
次の場合、制定案は欠陥があると見なされる。
(a)  二つ以上の異なる意味に解釈できる場合。
(b)  組織規定の関係個所をすべて改正していない

場合。
(c)  その採択が法令に反する場合。 
(d)  RI 細則またはRI 定款に抵触するような形で標
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準ロータリークラブ定款を改正する場合、ま
たは RI 定款に抵触するような形で RI 細則を
改正する場合。 

(e)  管理または施行が不可能な場合。
7.037.3.  欠陥のある見解表明案 
見解表明の形式をとっているが、RI の見解案を言
明していない場合、見解表明案は欠陥があると見
なされる。 
7.040.  立法案の審査 
定款細則委員会は、事務総長に提出されたすべて
の立法案を点検し、規定審議会に回付する。また、
以下を行うことができる。 
7.040.1.  理事会に代わって、欠陥のある立法案を

訂正するために適切な修正を提案者に提
言する。 

7.040.2.  理事会に代わって、実質的には同種の立
法案の提出者に、その提案に代わる折衷
案を提言する。 

7.040.3.  提案者たちが折衷案に同意しない場合、
同種の提案の趣旨を最もよく表現するよ
うな代案を事務総長から審議会に回付す
るよう理事会に提言する。 

7.040.4.  正規の手続きで提出された立法案である
か否か、欠陥のある立法案であるか否か
を理事会に提言する。 

7.040.5.  委員会が欠陥のある立法案であると決定
した場合、事務総長が規定審議会に回付
しないよう理事会に提言する。 

7.040.6.  第 9.140.2. 項に定義される他の任務を
遂行する。 

7.050.  理事会での立法案の審査 
理事会（理事会に代わって定款細則委員会によっ
て）はすべての立法案本文を審査し、欠陥があれば、
提案者にその旨通告し、可能であれば修正を提言
するものとする。 
7.050.1.  同種の立法案 
実質的に同種の立法案が提出されている場合、理
事会（理事会に代わって定款細則委員会）は、提
案者たちに折衷案を提言できる。提案者たちが折
衷案に同意しない場合、理事会は、定款細則委員
会の助言に基づき、事務総長に対し、同種の提案
の趣旨を最もよく表現するような代案を規定審議
会に回付するよう指示できる。このような折衷案
および代案となる立法案は、そのようなものとし
て別個に指定され、所定の締切日に拘束されない
ものとする。

7.050.2.  規定審議会に回付されない立法案
定款細則委員会の助言に基づき、第 7.040.4. 項に
従い、立法案が正規の手続きで提出されていない、
または欠陥があると理事会が決定した場合、理事
会は、その立法案を審議のため規定審議会に回付
しない旨指示できる。理事会がこのような決定を
した場合は、事務総長が提案者にこの旨通告する
ものとする。いずれの場合も、規定審議会でこの
立法案を審議するには、その提案者は、規定審議
会議員の 3分の 2の同意を得なければならない。
7.050.3.  審議会に提出する修正案および立法案の

回付
立法案の修正案はすべて、理事会（理事会に代わっ
て定款細則委員会）によって提出の締切日が延期
されない限り、規定審議会が開かれる前のロータ
リー年度の 3月 31日までに、提案者から事務総
長に提出しなければならない。第 7.050.2. 節の規
定に従い、事務総長は、期日通りに提出されたす
べての修正案を含め、正規の手続きで提出された
全立法案を規定審議会に回付しなければならない。
7.050.4.  立法案の公表
事務総長は、規定審議会が開かれるロータリー年
度の 9月 30日までに、定款細則委員会により審
査、承認された趣旨および効果に関する提案者の
声明文とともに、正規の手続きで提出されたすべ
ての立法案の写しを、各地区ガバナー、規定審議
会の全構成員、希望したクラブの幹事に提供する。
立法案は、ロータリーのウェブサイトからも入手
できるようにしなければならない。
7.050.5.  審議会における立法案の審議
規定審議会は、正規の手続で提案された立法案な
らびにそれらに対する修正案を審議してこれに対
する決定を行わなければならない。
7.060.  非常事態における立法案の審議
理事会は、理事の 3分の 2の多数によって、非常
事態の存在することを宣言し、次のように立法案
を審議する権限を有する。
7.060.1.  審議会で審議される非常時立法案
臨時審議会に提出された立法案は、各組織規定に
定められている提出締切日を過ぎてもそのような
審議会で審議できる。ただし、時間的に可能な限り、
これらの規定に定められている手続に従うものと
する。
7.060.2.  立法案の採択
非常事態下にこれらの規定に基づいて規定審議会
で立法案を採択するには、出席者の投票の 3分の
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2の賛成票を要するものとする。
第 8条　決議審議会
8.010. 決議審議会の会合
8.020. 決議案
8.030. 決議案の提出者
8.040. クラブ提出の決議案を地区で承認
8.050. 決議案の締切日
8.060.  正規の手続で提出された決議案、欠陥の

ある決議案
8.070. 決議案の審査
8.080. 理事会での決議案の審査
8.010.  決議審議会の会合
決議審議会は、毎年開催されるものとする。決議
審議会は電子的コミュニケーションを通じて招集
されるものとする。
8.020.  決議案
決議審議会の意見の表明である案件は、決議案と
称するものとする。
8.030.  決議案の提出者
決議は、クラブ、地区大会、RIBI 審議会または大会、
および理事会が提案できる。
8.040.  クラブ提出の決議案を地区で承認
クラブの決議案は必ず地区大会、地区立法案検討
会、またはRIBI 地区審議会において、地区内のク
ラブの承認を受けなければならない。事務総長に
送達される決議案には、地区大会や地区立法案検
討会や RIBI 地区審議会での審議、または、郵便
投票の票決により承認されたことを明記したガバ
ナーの証明書を添付するものとする。
8.050.  決議案の締切日
決議案は、その案件が審議される決議審議会の開
催年度の前年度 6月 30日までに、事務総長に書
面で提出されなければならない。理事会の提出す
る決議案については、決議審議会が閉会するまで
これを受理し、その票決を行うことができる。
8.060.  正規の手続で提出された決議案、欠陥の

ある決議案
8.060.1.  正規の手続で提出された決議案
次の条件を満たしていれば、正規の手続で提出し
た決議案と見なされる。
(a)  それぞれ、細則第 8.050. 節に記載されている

締切日までに事務総長に送付されていること。
(b)  決議案の提案者に関する細則の第 8.030. 節の

規定に合致していること。
(c)  クラブが提出したとき、地区の承認に関する細

則の第 8.040. 節の規定を満たしていること。

8.060.2.  欠陥のある決議案
次の場合、決議案は欠陥があると見なされる。
(a)  組織規定の文言と精神に抵触する行為もしく

は意見表示を必要とする場合。
(b)  RI のプログラムの範囲内にない場合。
8.070.  決議案の審査 
定款細則委員会は、事務総長に提出されたすべて
の決議案を点検し、決議審議会に回付するものと
する。また、以下に関する判断を理事会に推奨で
きる。 
8.070.1.  正規の手続で提出された決議案か否か、

および 
8.070.2.  委員会が欠陥があると決定した決議案

を、事務総長が決議審議会に回付しない
か否か。

8.080.  理事会での決議案の審査 
理事会（理事会に代わって定款細則委員会によっ
て）はすべての決議案本文を審査し、欠陥があれば、
提案者にその旨通告するものとする。 
8.080.1.  審議会に回付されない決議案 
定款細則委員会の助言に基づき、決議案が正規の
手続きで提出されていない、または欠陥があると
理事会が決定した場合、理事会はその決議案を審
議のため審議会に回付しない旨指示するものとす
る。理事会がこのような決定をした場合は、事務
総長が提案者にこの旨通告するものとする。 
8.080.2.  審議会における決議案の審議 
決議審議会は、正規の手続で提案された決議案を審
議してこれに対する決定を行わなければならない。
8.080.3.  決議案の採択 
決議案は、決議審議会で投票する代表議員の少な
くとも過半数の賛成票で、採択することができる。 
第 9条　規定審議会と決議審議会の議員 
9.010.  規定審議会と決議審議会の議員 
9.020.  投票権を有する審議会議員の資格条件 
9.030.  審議会地区代表議員の任務 
9.040.  代表議員の任期 
9.050.  役員とその任務 
9.060.  指名委員会手続による代表議員の選出 
9.070.  地区大会における代表議員の選挙 
9.080.  郵便投票による代表議員の選挙 
9.090.  通知 
9.100.  信任状委員会 
9.110.  特別議員 
9.120.  審議会の定足数 
9.130.  審議会手続 
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9.140.  審議会運営委員会：定款細則委員会の任務
9.150.  審議会の決定 
9.160.  開催地の選定 
9.170.  審議会の臨時会合 
9.180.  暫定規定 
9.010.  規定審議会と決議審議会の議員 
規定審議会と決議審議会は、以下に述べる投票権
を有する議員と投票権を有しない議員によって構
成される。 
9.010.1.  代表議員 
第 9.060. 節、第 9.070. 節、および第 9.080. 節
の規定により、地区ごとに 1名の代表議員が地区
内クラブから選挙されるものとする。各無地区ク
ラブは、それぞれ、クラブにとって都合のよい地
区を選び、その地区の代表議員に、自クラブを代
表させるものとする。代表議員は投票権を有する
議員とする。 
9.010.2.  議長、副議長、議事運営手続の専門家 
審議会議長、副議長、議事運営手続の専門家は、
次期会長が審議会の直前年度に選出し、3年間ま
たは後任者が選出されるまで任務を務めるものと
する。議長および副議長は、議長席にあって可否
同数の場合、これを決定する投票を行うことがで
きるが、それ以外の場合には、投票権を有しない
議員とする。 
9.010.3.  定款細則委員会 
RI 定款細則委員会の委員は、審議会の投票権を有
しない議員で、審議会運営委員を務める。同委員
会は、第 9.140.1. 項と第 9.140.2. 項に規定する
任務と責務を負うものとする。 
9.010.4.  会長、会長エレクト、理事、および事務

総長 
会長、会長エレクト、他の理事会のメンバー、お
よび事務総長は、審議会の投票権を有しない議員
とする。 
9.010.5.  元会長 
すべての元RI 会長は、審議会の投票権を有しない
議員とする。 
9.010.6.  管理委員 
管理委員会の選んだロータリー財団管理委員 1名
は審議会の投票権を有しない議員とする。 
9.010.7.  特別議員 
会長が任命した場合、3名まで規定審議会の投票
権を有しない特別議員とすることができる。この
特別議員は、後段の第 9.110. 節に規定する任務と
責務を負い、審議会議長の指示の下にその任務を

遂行するものとする。 
9.020.  投票権を有する審議会議員の資格条件 
9.020.1.  クラブ会員 
審議会の議員は、いずれも、クラブの会員でなけ
ればならない。
9.020.2.  元役員 
各代表議員は、選挙時に、RI 役員として全期務め
たことがある者でなければならない。しかし、元
役員が地区内で得られないということを当該ガバ
ナーが証明し、RI 会長の同意が得られたときは、
ガバナーとして全期務めていないロータリアンや
ガバナーエレクトを選んでも差し支えない。 
9.020.3.  資格要件 
審議会の代表議員となる資格を得るには、代表議
員としての資格についてよく知っていなければな
らず、代表議員の資格要件、任務、責任を理解し
ていることを記した署名入りの声明書を事務総長
に提出しなければならない。また、代表議員は、
この任務と責務を引き受け、これを誠実に果たす
ための資格と意思、および能力を持ち備え、規定
審議会にその会期全体を通じて出席し、決議審議
会に積極的に参加しなければならない。 
9.020.4.  被選資格がない 
審議会の投票権を有しない議員、または、RI もし
くは地区またはクラブの常勤、有給の職員は、審
議会の投票権を有する議員となることができない。 
9.030.  審議会地区代表議員の任務 
代表議員は、次の任務を有するものとする。 
(a)  クラブが立法案を提出する場合、その作成を

援助すること。 
(b)  地区大会およびその他の地区の会合で、立法

案と決議案を討議すること。 
(c)  地区内のロータリアンの意向をよく知ってお

くこと。 
(d)  審議会に提出された立法案と決議案のすべて

に批判的検討を加え、審議会に、それらの見
解を的確に伝えること。 

(e)  RI の公正な立法当務者として行動すること。 
(f)  審議会の会議に、会期の全部を通じ、出席す

ること。
(g)  決議審議会に参加すること。 
(h)  審議会終了後、地区内の各クラブに、審議会

の審議に関する報告をすること。 
(i)  地区内クラブが今後の規定審議会へ提出する

立法案を作成するのを援助するために、いつ
でも地区内クラブの相談にのること。 
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9.040.  代表議員の任期 
各代表議員の任期は、選出された年度の翌年度の
7月 1日に始まるものとする。各代表議員は、3
年間、または後任者が選出、証明されるまで任期
を務めるものとする。 
9.050.  役員とその任務 
審議会の役員は、議長、副議長、議事運営手続の
専門家（parliamentarian）、および幹事から成る。 
9.050.1.  議長 
議長は、審議会の会議の司会者となり、この細則
および会議運営手続規則の関係規定に掲げられて
いる職務、ならびに通常その職責に属する任務を
行うものとする。
9.050.2.  副議長 
副議長は、議長の決定または他の事情によって、
司会を務めるものとする。また、副議長は、議長
の決定により議長を補佐するものとする。 
9.050.3.  議事運営手続の専門家 
議事運営手続の専門家は、議事運営手続に関する
件で議長と審議会に提言、助言するものとする。 
9.050.4.  幹事 
事務総長は、審議会幹事となる。ただし、会長の
承認を得て、自分に代わって幹事を務める者を任
命することができる。 
9.060.  指名委員会手続による代表議員の選出 
9.060.1.  選出 
代表議員および補欠議員は、指名委員会の手続に
よって選出されるべきである。指名委員会の手続
は、対抗候補者またはその結果としての選挙を含
め、規定審議会の開かれる 2年前の年度に実施さ
れ、完了するものとする。指名委員会手続は、本
節の規定に矛盾しない限り、第 14.020. 節に定め
る地区ガバナー指名委員会の手続きに準拠するも
のとする。代表議員の候補者は指名委員会の委員
となる資格がないものとする。 
9.060.2.  指名委員会委員の選出方法を採択できな

かった場合 
指名委員の選出方法を採択できなかった地区は、
地区内クラブの会員であり、委員を務める意思が
あり、実際に務めを果たすことのできるすべての
パストガバナーを指名委員会に起用するものとす
る。代表議員の候補者は指名委員会の委員となる
資格がない。 
9.060.3.  代表議員も補欠議員も務めを果たせない

場合 
代表議員およびその補欠議員が務めを果たせない

場合、ガバナーは、地区内クラブの他の適格な会
員を審議会における代表議員に指名することがで
きる。 
9.070.  地区大会における代表議員の選挙 
9.070.1.  選挙 
地区が指名委員会手続を使用しないと決めた場合、
年次地区大会にて、またRIBI 内の地区の場合は地
区審議会にて、代表議員および補欠議員を選挙し
てもよい。選挙は規定審議会が開かれる 2年前の
年度に行うものとする。RIBI においては、規定審
議会の開かれる年度の 2年前の 10月 1日を過ぎ
てから開かれる地区審議会において選挙されるも
のとする。 
9.070.2.  推薦 
地区内のクラブは、代表議員を務める意思があり、
実際に務めが果たせることを示している者で、審
議会議員となる資格のある地区内のクラブ会員を
代表議員の候補者として推薦できる。クラブは、
その推薦を文書で行うものとする。この文書には、
クラブ会長と幹事の署名がなければならない。こ
の推薦書は、ガバナーに提出され、地区大会にお
いてクラブの選挙人に提示されるものとする。 
9.070.3.  代表議員と補欠議員の選出 
過半数の投票を得た候補者を規定審議会と決議審
議会の代表議員とする。候補者が 2名しかいない
場合、過半数が得られなかった候補者を補欠議員
とし、議員が務めを果たせない場合にのみその任
に就くものとする。候補者が 2名を上回る場合は、
投票は単一移譲式投票方式によるものとする。こ
の単一移譲式投票方式による投票において 1名の
候補者が過半数を得た場合、第 2位の票数を得た
候補者が補欠議員となるものとする。各クラブは、
そのクラブが有するすべての票を投じる 1名の選
挙人を指定するものとする。2票以上を有するク
ラブが投じるすべての票は、同じ候補者に投じら
れるものとする。3名以上の候補者がおり単一移
譲式投票方式が必要とされる、または用いられる
投票において、2票以上を有するクラブが投じる
すべての票は、同じ優先順位に従って候補者に投
じられるものとする。 
9.070.4.  代表議員の候補者が 1名のみ 
地区で候補者に指名された者が 1名のみであった
場合、投票は行わないものとする。ガバナーはそ
の被指名者を審議会における代表議員として公表
するものとする。ガバナーはまた、地区内クラブ
の会員である適格なロータリアンを、補欠議員と
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して任命するものとする。 
9.070.5.  クラブから代表議員を推薦 
候補者を指名するクラブがこの候補者の所属クラ
ブでない場合、この指名が認められるには、候補
者の所属クラブが書面で明確に同意するものとし、
また、この文書にはクラブの会長と幹事の両方が
署名するものとする。 
9.080.  郵便投票による代表議員の選挙 
9.080.1.  理事会による郵便投票の承認 
事情により必要のある場合、理事会は、地区に対
しその地区の審議会代表議員または補欠議員を郵
便投票によって選ぶことを認めている。その場合
ガバナーは、その代表議員候補者を推薦するよう
公式の要請書を作成し、その地区内各クラブの幹
事に漏れなく郵送されるようにしなければならな
い。推薦は、すべて書面により行われ、そのクラ
ブの会長および幹事がこれに署名しなければなら
ない。これらの推薦書はガバナーの定める期日ま
でにガバナーのもとに届いていなければならない。
ガバナーは、推薦された有資格被指名者をアルファ
ベット順に載せた投票用紙を作らせ、これを各ク
ラブに郵送させた上、郵便投票を実施すべきもの
とする。ガバナーの定めた期日までに、自分の氏
名を投票用紙から除外することを書面で要請した
候補者は除くものとする。各クラブは、少なくと
も 1票を投じる権利を有する。会員数 25名を超
えるクラブは、25名ごとに 1票、端数が 13名以
上の場合、さらに 1票の割合で投票権を有するも
のとする。この投票権の数は、投票の行われる期
日に先立つ、直前のクラブ請求書の期日における
会員数に基づくものとする。ただし、RI の加盟会
員としての資格が停止されているいかなるクラブ
も、投票に参加する権利がないものとする。ガバ
ナーは、本項に規定する郵便投票手続を実施する
ことを目的とした委員会を任命することができる。
9.080.2.  郵便投票による選挙
地区大会に出席し投票する選挙人の多数決をもっ
て、審議会代表議員および補欠議員を郵便投票に
よって選出することができる。郵便投票は、年次
地区大会が開かれた月の翌月に、実施されるもの
とする。この郵便投票は、第 9.080.1. 項に掲げら
れている規定に従って実施されるものとする。
9.080.3.  クラブから代表議員を推薦
候補者を指名するクラブがこの候補者の所属クラ
ブでない場合、この指名が認められるには、候補
者の所属クラブが書面で明確に同意するものとし、

また、この文書にはクラブの会長と幹事の両方が
署名するものとする。
9.090.  通知
9.090.1.  代表議員を事務総長に報告
審議会の代表議員および補欠議員の氏名は、選出
後直ちに、ガバナーが事務総長に報告するものと
する。
9.090.2.  審議会代表議員の氏名の公表
各審議会招集の少なくとも 30日前までに、事務総
長は、ガバナーから報告を受けている審議会代表
議員の氏名を代表議員に公表しなければならない。
9.090.3.  議長、副議長、および議事運営手続の専

門家の氏名の公表
議長、副議長、および議事運営手続の専門家の氏
名は、事務総長からすべてのクラブに公表される
ものとする。
9.100.  信任状委員会
会長は、信任状委員会を任命しなければならない。
信任状委員会は、規定審議会の開かれる前に会合
するものとする。この委員会は信任状を審査し、
その査証をしなければならない。委員会の決定は
いかなる場合でも、規定審議会がこれを審査する
ことができる。
9.110.  特別議員
立法案の公表直後に、規定審議会議長は、直ちに、
一定の立法案件を指定して、これを各特別議員に
付託するものとする。各特別議員は、割り当てら
れた立法案件すべてを検討し、各案件について、
審議を容易にし、十分討議されなかった立法案件
の採択に対する賛否の意見について規定審議会に
情報を提供する用意をしておかなければならない。
9.120.  審議会の定足数
投票権を有する各審議会の議員の 2分の 1を定足
数とする。投票権を有する各議員は、投票に付せ
られた各案件につき 1票のみを投じる権利を有す
る。審議会においては、委任状による代理者の投
票を認めないものとする。
9.130.  審議会手続 
9.130.1.  会議運営手続規則 
第 9.140. 節の規定に従って、規定審議会はその都
度、議事の運営に必要と考える手続規則を採用で
きるものとする。かかる規則は本細則に沿ったも
のでなければならず、次の規定審議会で変更され
るまで有効とされるものとする。各決議審議会は、
審議会運営委員会により採択された会議運営手続
規則に従って実施されるものとする。 
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9.130.2.  異議の申し立て 
議長のいかなる裁定にも規定審議会に異議を申し
立てることができる。議長の決定を覆すためには
規定審議会の過半数の投票が必要とされる。 
9.140.  審議会運営委員会、定款細則委員会の任務
議長および副議長、定款細則委員会をもって構成
される審議会運営委員会を設ける。審議会議長は、
審議会運営委員会の委員長となる。 
9.140.1.  審議会運営委員会の任務 
審議会運営委員会は規定審議会の会議運営手続規
則と立法案の審議順序を推奨し、決議審議会の会
議運営手続規則と立法案の審議順序を採択するも
のとする。また、審議会運営委員会は、委員会ま
たは審議会が、立法案またはその修正案の中に欠
陥を見つけた場合、できれば、それを直すために
必要な修正を規定審議会のために起草、改訂する。
審議会運営委員会は、審議会の採択する制定案が
十分効果を発揮できるように、細則と標準クラブ
定款の関連個所の修正文案を作成する。さらに、
関連個所の修正を明示した規定審議会報告書を作
成する。 
9.140.2.  定款細則委員会委員の他の任務 
定款細則委員会は、立法案の公表前にすべての立
法案の趣旨と効果を検討し、これを承認するもの
とする。立法案の公表直後に、審議会議長は、立
法案件を定款細則委員会の各委員に割り振るもの
とする。各定款細則委員は、自分に割り振られた
立法案をすべて研究し、立法案の各案件の趣旨、
背景、効果について、また、案件の欠陥について
規定審議会に報告する準備をしなければならない。 
9.150.  審議会の決定 
9.150.1.  議長の報告 
議長は、審議会終了後 10日以内に、規定審議会
と決議審議会の決定に関する詳細な報告を事務総
長に提出しなければならない。 
9.150.2.  事務総長の報告 
事務総長は、各クラブの幹事に対し、規定審議会
と決議審議会が採択した立法案または決議のすべ
てについて、審議会の行った決定に関する報告書
を各審議会閉会後 2カ月以内に送付するものとす
る。報告書には、規定審議会の行った決定に対し、
反対の意思を表示しようとするクラブのために、
その表示に用いる書式を添付しなければならない。
9.150.3.  審議会の決定に関する反対 
立法案の採択に関する規定審議会の決定に対して
反対の意思を表示したクラブからの書式は、クラ

ブ会長が証明しなければならず、かつ、事務総長
の報告に明記されている期日までに事務総長のも
とに届くように提出されなければならない。その
期日は事務総長の報告の郵送後少なくとも 2カ月
後とする。事務総長は、規定審議会の決定に対し
て反対の意思を表示したクラブから正規に提出さ
れたすべての書式を調べ、表にするものとする。 
9.150.4.  審議会の決定の一時保留 
立法案に関する審議会決定は、クラブの有効投票
の少なくとも 5パーセントに相当するクラブが反
対の意思表示をした場合、その効力は一時保留さ
れるものとする。 
9.150.5.  郵便投票によるクラブの投票 
承認された立法案の 1件または数件が、クラブの
反対のために、一時保留とされた場合、事務総長は、
その一時保留後、1カ月以内に、投票用紙を作成し、
各クラブの幹事に配布するものとする。投票は一
時保留とされた立法案について審議会決定に賛成
するか否かという質問を提起するものとする。各
クラブは、少なくとも 1票を投じる権利を有する。
会員数 25名を超えるクラブは、25名ごとに 1票、
または端数が 13名以上の場合、さらに 1票の割
合で投票権を有するものとする。この会員数は、
審議会閉会に先立つ、直前のクラブ請求書の期日
におけるクラブの会員数に基づくものとする。た
だし、RI の加盟会員としての資格が停止されてい
るいかなるクラブも、投票に参加する権利がない
ものとする。クラブの投票は、クラブ会長の認証
を要するものとし、かつ、事務総長の報告に明記
されている期日までに事務総長の許に届くように
提出されなければならない。その期日は、投票用
紙郵送後少なくとも 2カ月後とする。 
9.150.6.  投票委員会の会合 
会長が投票委員会を任命するものとする。投票委
員会は、会長の決定する時と場所において会合し、
投票用紙を審査し、これを数えるものとする。一
時保留とされた立法案に関するクラブの投票は、
投票用紙を受理した最後の日から 2週間以内に投
票委員会が集計するものとする。投票委員会は、
委員会閉会の後 5日以内に事務総長に投票結果を
証明するものとする。 
9.150.7.  投票結果 
クラブが投じうる投票数の過半数が規定審議会の
決定に反対した場合、このような立法案件に関す
る審議会決定は一時保留の日より無効とされる。
しかし、その他の場合については、一時保留とさ
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れた決定は、一時保留がなかったものとして復活
するものとする。 
9.150.8.  審議会決定の発効日 
各立法案について規定審議会または決議審議会の
行った決定は本細則第 9.150.4. 項の下にクラブ決
定により一時保留とされない限り、審議会閉会直
後の 7月 1日にその効力を生じるものとする。
9.160.  開催地の選定 
RI 定款第 10条第 2節の規定に従って、規定審議
会開催地を選ぶに当たり、理事会は、ロータリア
ンが国籍だけを理由として参加できないことのな
いよう、あらゆる努力を払わなければならない。 
9.170.  審議会の臨時会合 
9.170.1.  通知 
規定審議会の臨時会合はRI 定款第 10条第 5節に
従い、理事会が招集することができる。臨時会合
とそこで審議する立法案の通知は、開催予定日の
60日前までにガバナーに郵送されるものとする。
ガバナーは、直ちに地区内クラブに知らせた上、
地区の代表者として審議会に派遣するロータリア
ンの氏名をできるだけ早く事務総長に報告するも
のとする。 
9.170.2.  制定案の採択 
規定審議会の臨時会合で制定案を採択するには、
出席し、投票した人の 3分の 2の賛成投票が必要
とされるものとする。 
9.170.3.  手続 
通常の規定審議会のために定められた手続が、臨
時会合にも適用される。ただし、次の二つは例外
とされる。 
9.170.3.1.  決定の報告 
第 9.150.2. 項に規定される決定の報告は、臨時会
合終了後 15日以内に、各クラブに送付するもの
とする。 
9.170.3.2.  決定に対する反対の意思表示 
クラブが規定審議会臨時会合の決定に反対するに
は、報告がクラブに送付されてから、2カ月以内
にその意思表示をしなければならない。 
9.170.4.  決定の発効日 
クラブがこのような決定に反対の意思表示をする
投票が、所定数、提出されなかった場合、規定審
議会の臨時会合の決定は、事務総長がクラブに審
議会の報告を送付してから 2カ月後に効力を発す
るものとする。クラブの所定数が反対の意思表示
をした場合、その決定は、第 9.150. 節の規定にで
きる限り沿って、郵便投票にかけられるものとする。 

9.180.  暫定規定 
暫定規定は、適用できなくなった時点で無効とな
るものとする。 
第 10条　国際大会 
10.010.  国際大会の時期および場所 
10.020.  国際大会の招集 
10.030.  国際大会役員 
10.040.  国際大会代議員
10.050.  代議員の信任状 
10.060.  特別代議員 
10.070.  登録料 
10.080.  国際大会の定足数 
10.090.  信任状委員会 
10.100.  選挙人 
10.110.  投票委員会 
10.120.  役員の選挙 
10.130.  国際大会プログラム 
10.140.  代議員の座席 
10.150.  特別協議会 
10.010.  国際大会の時期および場所 
理事会は、国際ロータリーの年次国際大会が開催
される年の 10年前より国際大会の候補日および
（または）場所を決定し、その開催のためにあらゆ
る準備手配を行うことができる。国際大会開催地
を選ぶに当たり、理事会は、ロータリアンが国籍
だけを理由として参加できないことのないようあ
らゆる努力を払わなければならない。 
10.020.  国際大会の招集 
国際大会の少なくとも 6カ月前に、会長は年次国
際大会の公式招待状を発表し、事務総長がこれを
各クラブに郵送しなければならない。臨時国際大
会の招待状は、開催日の少なくとも 60日前に発
行され、郵送されなければならない。 
10.030.  国際大会役員 
国際大会の役員は、会長、会長エレクト、副会長、
財務長、事務総長、国際大会委員長、ならびに会
場監督とする。会長が会場監督を任命するものと
する。 
10.040.  国際大会代議員 
10.040.1.  代議員 
すべての代議員およびその補欠者は、委任状によ
る代議員を除き、本人の所属クラブを代表するも
のでなければならない。 
10.040.2.  補欠代議員 
クラブは、その代議員を選任する場合に、代議員
ごとに 1名の補欠代議員を選ぶことができる。さ
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らにその補欠代議員が必要な場合の任務を行うこ
とができなくなったときには、第 2の補欠代議員
を選ぶことができる。補欠者は、自分がその補欠
者となっている代議員が欠席した場合にのみ投票
を行うことができる。第 2補欠者は、自分のクラ
ブのどの代議員のためにも、その代議員の補欠者
が欠席した場合、その代議員の代わりを務めるこ
とができる。補欠者が代議員に代わる場合には、
国際大会に提出された案件に対し、自分がその補
欠者となっている代議員が投票しうる票数と同数
の投票を行うことができる。 
10.040.3.  代議員の交替手続
補欠者が代議員に代わる場合は、信任状委員会に
通知しなければならない。このようにして、補欠
者が代議員に代わった場合、その補欠者は、その
大会が終了するまで引き続き代議員を務めるもの
とする。大会開催地のクラブの代議員については、
信任状委員会は、補欠者が代議員に代わる場合を
一つまたはいくつかの本会議について認めること
ができる。ただし、その代議員が大会の運営に関
する仕事に携わっていて、大会の会議に出席する
ことが不可能な場合に限られる。信任状委員会は、
事前にこのような交替について正式に通知を受け、
それを承知していなければならない。
10.040.4.  委任状による代理者
国際大会でクラブを代表する代議員またはその補
欠者を持たないクラブは、RI 定款第 9条第 3節（a）
項に基づく数の投票権の行使を代理者に委任する
ことができる。その委任状による代理者は、同一地
区内のどのクラブの会員であっても差し支えない。
無地区クラブの場合は、いずれかのクラブの会員
を委任状による代理者に指定することができる。
10.050.  代議員の信任状
すべての代議員、補欠者、委任状による代理者の
権限は、自分が代表することになるクラブの会長
および幹事の署名した証明書によって証明される
ものとする。代議員、補欠者、および委任状によ
る代理者が投票するには、これらの証明書は、す
べてその国際大会の信任状委員会に提出されなけ
ればならない。
10.060.  特別代議員
RI の各役員および現在もクラブで会員身分を有す
るRI の各元会長は、これを特別代議員とし、国際
大会の投票に付せられた各案件に対して 1票を投
じる権利を有する。
10.070.  登録料

国際大会に出席する 16歳以上の者は、すべて登
録して登録料を支払わなければならない。登録料
は理事会が定めるものとする。代議員または委任
状による代理者は、その登録料を支払うまでは、
国際大会において投票する権利を有しないものと
する。
10.080.  国際大会の定足数
10.080.1.  定足数
全クラブ数の 10分の 1を代表する代議員および
委任状による代理者をもって、国際大会における
定足数とする。
10.080.2.  定足数の不足
本会議において定足数の有無が問題となった場合、
議長の定めた時間内は、票決を要する決定を行う
ことができない。この時間は半日を超えないもの
とする。この時間が過ぎたときは、定足数にかか
わりなく、正当に上程された場合と同様に、その
案件の決定を行うことができる。
10.090.  信任状委員会
会長は、国際大会閉会までに信任状委員会を任命
するものとする。同委員会は、5名より少ない委
員会であってはならない。
10.100.  選挙人
正規の信任状を有する代議員、委任状による代理
者、および特別代議員が国際大会の選挙体を構成
するものとし、これらを選挙人と称す。
10.110.  投票委員会
10.110.1.  任命と任務
会長は、国際大会において選挙人の中から投票委
員会を任命しなければならない。この委員会は、
投票用紙の配布、集計を含め、その国際大会にお
けるすべての投票を司るものとする。この委員会
は、会長の定める少なくとも 5名の選挙人から成
るものとする。事務総長は、すべての投票用紙印
刷の責任を負うものとする。
10.110.2.  役員の選挙の通知
会長は役員の指名および選挙を行う場所および時
間について選挙人に通知しなければならない。こ
のような通知は、国際大会の第 1回本会議で行う
ものとする。
10.110.3.  委員会の報告
投票委員会は、投票の結果を速やかに大会に報告
しなければならない。その報告は、委員会の過半
数によって署名されなければならない。委員会委
員長は全投票用紙を保管しなければならない。委
員会の報告が採用された後、大会が別段指示した
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場合を除き、委員会委員長は全投票用紙を破棄し
なければならない。
10.120.  役員の選挙
10.120.1.  投票権を有する選挙人
選挙人は、選挙される各役員に対して 1票を投じ
る権利を有する。
10.120.2.  投票
すべての役員の選挙は無記名投票によるものとし、
3名以上の候補者がある場合の投票は単一移譲式
投票の方法によるものとする。一つの役職に対し
てノミニーがただ 1名の場合、選挙人は、口頭に
よる投票によって、事務総長に意思表示してその
ノミニーに対する選挙人の統一投票を行うことが
できる。
10.120.3.  過半数の投票
前述の役職ごとに投じられた票のうち、過半数の
票を得たノミニーがそれぞれ当該役職の当選者と
して宣言されるものとする。必要な場合には、第 2
選択以下全選択投票をも計算に入れるものとする。
10.120.4.  国際大会へのノミニー名の提出
正規の手続を経てRI 会長、理事、ガバナー、RIBI
会長、副会長、名誉会計に指名されたノミニーの
氏名は事務総長に証明され、事務総長から選挙の
ため国際大会に提出されるものとする。
10.130.  国際大会プログラム
国際大会委員会が報告し、理事会によって承認さ
れたプログラムが全会議の日程となるものとする。
プログラムは、理事会の 3分の 2の投票によって
国際大会中に変更することができる。
10.140.  代議員の座席
投票が必要な本会議においては、信任状委員会に
対し正式に資格を証明した代議員の数に等しい数
の座席が、これらの代議員専用に各本会議場に確
保されるものとする。
10.150.  特別協議会
国際大会においては、その都度、クラブの結成さ
れている国または複数の国のグループのロータリ
アンが集まって、特別協議会を開催することがで
きる。理事会または国際大会は、どの国または国々
のためにこのような特別協議会が開催されるかを
随時決定し、大会委員会にそのために必要な指示
をしなければならない。この協議会においては、
特に関係国に属する問題を協議することができる。
会長は協議会の招集者を指名し、その協議会運営
のためにできるだけ国際大会に準じる手続規則を
定めてこれを公表しなければならない。協議会を

開いた時は、その議長および幹事を選出しなけれ
ばならない。
第 11条　役員の指名と選挙 一般規定
11.010.  最適任のロータリアン
11.020.  役員の指名
11.030.  資格条件
11.040.  指名される資格がない人
11.050.  役員の選挙
11.060.  選挙運動、投票依頼、当選を図るための

活動
11.070.  選挙審査手続
11.010.  最適任のロータリアン
RI の被選役職における職務には、最適任のロータ
リアンが選ばれるものとする。
11.020.  役員の指名
RI 会長、理事、ガバナーの指名は、指名委員会と
クラブによって行うことができる。
11.030.  資格条件
RI 役職の候補者または被指名者は、すべて、瑕疵
なきクラブの会員であるものとする。
11.040.  指名される資格がない人
11.040.1.  指名委員会
現実に指名委員に選ばれる選ばれないにかかわり
なく、指名委員会の委員となることに書面で同意
した者、その補欠者、指名委員候補者、また 1度
選ばれて、その後辞退した指名委員候補者、また、
その配偶者、子供、親は、その指名委員会が選ぶ
はずだった年度の役職に指名される資格はないも
のとする。
11.040.2.  ロータリー職員
クラブ、地区、またはRI の常勤、有給の職員は、
事務総長の役職を除き、選挙を要するRI のいかな
る役職にも就けないものとする。
11.050.  役員の選挙
RI の役員は、本細則第 6.010. 節と第 10.120. 節
に規定するように年次国際大会で選挙されるもの
とする。
11.060.  選挙運動、投票依頼、当選を図るため

の活動
ロータリーの被選役職における職務に最適任の
ロータリアンが選ばれるようにするため、選挙運
動、投票依頼、当選を図るための活動、あるいは別
の活動によって、肯定的、否定的を問わず選挙手
続に影響を及ぼすいかなる行動も禁止されている。
ロータリアンは、選挙によって任命されるRI の役
職に就くために選挙運動、投票依頼、当選を図る
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ための活動を行ってはならないし、自分の代わりの
人に、または他の人の代わりにこのような活動をさ
せてもならない。理事会が特に認めたもの以外に、
パンフレット、印刷物、書状その他（電子メディア
や電子通信手段を含む）を、クラブまたはクラブ
会員に、ロータリアン自身あるいはこれに代わる他
の人々が配布もしくは回覧してはならない。候補
者が、自分に代わって、このような禁止されている
活動が実施されているのに気付いたなら、直ちに、
その関係者に非難の意を表明し、このような活動
を中止するよう指示するものとする。
11.070.  選挙審査手続
11.070.1.  不服申し立て
RI 被選役職の選出手続きまたはRI 選挙の結果に
ついて疑いがある、という申し立ては、クラブが
書面で申し立てない限り考慮されないものとする。
この申し立ては、少なくとも他の五つのクラブま
たはRI 現役員の同意を得なければならない。すべ
ての申し立ては、投票結果の発表後 21日以内に
証拠書類を添えて事務総長に提出するものとする。
違反したとの十分な証拠が存在する場合、地区ま
たはゾーンの会合における会長代理も申し立てを
開始できる。この代理はその証拠を事務総長に回
付するものとする。事務総長は、公表されている
理事会手続に従って、申し立てについて決定を下
すものとする。
11.070.2.  理事会の審議
理事会は、このような申し立てを十分に審議する
ものとする。理事会は、申し立てを却下するか、
当該被選役職または将来のRI 役職、あるいは、そ
の両方について候補者を失格とするか、または、
理事会が公正かつ正当とみなす他の措置を講じる
ものとする。候補者を失格とするには 3分の 2の
投票を必要とし、その失格は、理事会の定めるRI
役職に一定期間適用される。理事会は、第 11.060
節に反したロータリアンに対し、公正とみなされ
る措置を講じることができる。理事会の決定は速
やかに、全関係者に通知されるものとする。
11.070.3.  地区から繰り返し提出される選挙の不

服申し立て
細則あるいは標準クラブ定款の規定にかかわりな
く、以下を定めるものとする。
(a)  過去 5年以内に、第 11.070.1. 項に基づく不

服申し立てが 1地区から 2件以上あり、RI 理
事会が過去 5年以内に 2件以上の不服申し立
てを支持し、RI 細則あるいは選挙への申し立

て手順に違反するとみなすに十分な理由がある
場合、理事会は次の措置を取ることができる。

  1.  ノミニーと一部またはすべての候補者を失
格とし、地区内のクラブに所属する資格条
件を備えている人 1名を選出する。

  2.  選挙手続きに不適切な影響を与えたり、妨
害行為を行った人を解任する。

  3.  選挙手続きに不適切な影響を与えたり、妨
害行為を行った現RI 役員または元RI 役員
は、現RI 役員または元RI 役員とみなされ
なくなるものとする。

(b)  過去 5年以内に、1地区から 3件以上、第
11.070.1項に基づく不服申し立てが出てお
り、RI 理事会が過去 5年以内に 3件以上の不
服申し立てを支持した場合、理事会は当該地
区を解散し、各クラブを近隣地区に割り当て
ることができる。第 16.010.1. 節の規定は本
項に適用されないものとする。

11.070.4. 選挙運動禁止規定に対する候補者の申告
選挙による役職に候補者を推薦するために使う所
定の書式がある場合、このような書式には、候補者
が本細則の規定を読み、理解し、受け入れ、本細
則の規定に拘束されることに同意したと署名する
申告欄が含まれていなければならないものとする。
11.070.5.  選挙審査手続の完了
ロータリアンとクラブは、選挙によって役職に選
任される権利を主張し、または RI 選挙結果に異
議を唱える唯一の方法として、細則に定める選挙
審査手続に従う義務がある。候補者たるロータリ
アン、またはこのような候補者を代弁するクラブ
が、選挙審査手続に従わず、また選挙審査手続の
完了を待たず、ロータリー以外の機関または他の
紛争解決機関の介入を要請した場合、この候補者
は、当該役職に選挙される資格を失い、将来、理
事会により定められた期間、RI におけるいかなる
役職の候補者ともなる資格を失うものとする。ク
ラブまたはロータリアンが、ロータリー以外の機
関または他の紛争解決機関の介入を求める前に選
挙審査手続に従い、かつ完了することを怠った場
合、理事会は第 3.030.4. 項に従い適切な措置を取
ることができる。
第 12条　会長の指名と選挙
12.010. 会長の指名
12.020. 会長指名委員会
12.030. 会長指名委員の選挙
12.040. 委員会の職務遂行手続
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12.050. 委員会による指名
12.060. 委員会の報告
12.070. クラブによる追加指名
12.080.  第 12.070. 節に規定されていない不測の

事態
12.090. 国際大会への指名の提出
12.100. 郵便投票
12.010.  会長の指名
元会長または理事会の現メンバーを会長に指名す
ることはできない。
12.020.  会長指名委員会
12.020.1.  組織方法
会長指名委員会は、RI 理事指名のために設けられ
た 34のゾーンから選挙された 17名の委員によっ
て構成されるものとする。これらの委員は、以下
のように選挙されるものとする。
(a)  偶数の年には、各奇数ゾーンが委員会の委員

を選ぶものとする。
(b)  奇数の年には、各偶数ゾーンが委員会の委員

を選ぶものとする。
12.020.2.  RIBI からの委員
ゾーン全体がRIBI内にあるゾーン内の委員1名は、
RIBI 審議会の定める方法および時期で郵便投票を
行い、選挙されるものとする。このような委員の
氏名は、RIBI の幹事が事務総長に対して書面で証
するものとする。
12.020.3.  ゾーン内のクラブの会員
各委員は、本人が選挙されるゾーン内にあるクラ
ブの会員でなければならない。
12.020.4.  指名される資格がない人
会長、会長エレクト、元会長は、いずれも指名委
員となる資格がないものとする。
12.020.5.  資格要件
この指名委員会の委員はいずれも RI の元理事で
なければならない。また、委員会委員の候補者は、
選挙の時点において、元理事でなければならない。
ただし、指名委員会の委員として選挙または任命
することのできる元理事がゾーン内から得られな
い場合は、この限りでない。このような場合、元
ガバナーであっても、本細則第 17条に規定する
委員会の委員またはロータリー財団管理委員を少
なくとも 1年以上務めたことのある者であれば、
選挙または任命することができるものとする。
12.030.  会長指名委員の選挙
12.030.1.  資格のある候補者への通知
事務総長は、次年度に会長指名委員を務める資格

のある元理事一人一人に書簡を郵送するものとす
る。その書簡は 3月 1日から 15日までに郵送さ
れるものとする。書簡で、元理事に対して、指名
委員として考慮されるのを望むかどうか尋ね、指
名委員を務める意思があり、実際に務めを果たす
ことができるなら自分の氏名をリストに載せてほ
しいと 4月 15日までに事務総長に通知するよう
に要請する。4月 15日までに何の応答もない理
事は、会長指名委員を務める意思がないものとみ
なされる。
12.030.2.  ゾーン内に適格の理事が 1人のみの場合
指名委員を務める意思があり、実際に務めを果た
すことのできる適格な元理事がゾーンから 1人し
かいない場合、会長は、その元理事を、ゾーンの
指名委員として宣言するものとする。
12.030.3.  ゾーン内に適格の理事が 2人以上いる場合
指名委員を務める意思があり、実際に務めを果た
すことのできる適格な元理事が 2人またはそれ以
上いる場合、指名委員と補欠委員が郵便投票で選
ばれるものとする。郵便投票の手続は次の通りで
ある。
12.030.3.1.  投票用紙の準備
事務総長は、投票用紙を準備する。該当する場合は、
単一移譲式投票の投票用紙を準備する。投票用紙
には適格の元理事全員の氏名をアルファベット順
に記載するものとする。
12.030.3.2.  投票用紙の書式
事務総長は、5月 15日までにゾーン内の各クラ
ブに投票用紙を郵送させなければならない。投票
用紙に、元理事一人一人の写真と履歴書を添える。
履歴書には、氏名、所属クラブ、これまでのRI 役
職と就任した国際レベルの委員会の名称ならびに
就任年度を明記するものとする。この投票用紙は、
記入の上、6月 30日までにRI 世界本部の事務総
長に必着するよう返送されなければならない旨指
示して郵送するものとする。
12.030.4.  クラブの投票
各クラブは、少なくとも 1票を投じる権利を有す
るものとする。会員数 25名を超えるクラブは、
25名ごとに 1票、または端数が 13名以上の場
合、さらに 1票の割合で投票権を有するものとす
る。この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、
直前のクラブ請求書の期日における会員数に基づ
くものとする。ただし、RI の加盟会員としての資
格が停止されているいかなるクラブも、投票に参
加する権利がないものとする。
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12.030.5.  投票委員会の会合
会長が投票委員会を任命するものとする。投票委
員会は、会長の決定する時と場所において会合し、
投票用紙を審査し、これを数えるものとする。こ
の会合は 7月 10日までに開かれるものとする。
投票委員会は、開票結果の報告を、その後 5日以
内に事務総長に対して書式で証するものとする。
12.030.6.  委員と補欠委員の公表
過半数の投票を獲得した候補者が、指名委員会委
員として公表されるものとする。ゾーンで第 2順
位の票数を得た者は、会長指名委員会の補欠委員
として公表されるものとする。委員と補欠委員の
投票手続では、必要であれば第 2選択以下の選択
票を加算するものとする。補欠委員は、選出され
た委員がその任務に当たることができない場合に
のみ、その任務を行う。いずれかのゾーンにおいて、
最高得票が同数となった場合、同数となった候補
者の 1人を理事会が指名委員会委員または補欠委
員に任命するものとする。
12.030.7.  欠員
ゾーンから出た委員に欠員が生じた場合は、1月
1日現在にそのゾーンの委員を務める資格を備え
ている元理事で、最も新しい元理事が、そのゾー
ンからの指名委員会の委員となるものとする。
12.030.8.  任期
委員の任期は、委員の選挙が行われた暦年の 7月
1日に始まるものとする。委員の任期は 1年間と
する。委員の補欠者が委員会委員に代わった場合
は、その補欠者は委員会の残存任期中その委員を
務めるものとする。
12.030.9.  細則に規定されていない欠員
前述の規定に定められていない場合の委員の欠員
については、理事会が、その欠員を補充する委員
を任命するものとする。委員は、なるべく欠員が
生じたそのゾーン内のクラブから任命されるもの
とする。
12.040.  委員会の職務遂行手続
12.040.1.  委員の氏名の通知
事務総長は、委員会委員の選出後 1カ月以内に、
委員会委員の氏名を理事会およびクラブに通知す
るものとする。
12.040.2.  委員長の選出
委員会は、委員の中から委員長を選挙するものと
する。その選出は委員会を開いたときに行うもの
とする。
12.040.3.  指名委員会への氏名の提出

事務総長は、毎年、5月 1日から 5月 15日の間
に、会長を務める資格を有するロータリアン全員
に対し書簡を郵送するものとする。書簡で、かか
るロータリアンに対して、会長の被指名者として
考慮されることを希望するかどうか尋ね、会長を
務める意思と能力があるものとして自分の氏名を
リストに載せることを希望する旨、6月 30日ま
でに事務総長に通知するように要請する。6月 30
日までに事務総長に返答しないこれらのロータリ
アンは、指名委員会によって考慮されない。事務
総長は、指名委員会会合の少なくとも 1週間前ま
でに、会長を務める意思のあるロータリアンのリ
ストを同委員会、およびこのリストを要請したロー
タリアンに提出するものとする。
12.050.  委員会による指名
12.050.1.  最適任のロータリアン
委員会は、会合を開き、会長を務める意思がある
ことを表明した元理事のリストの中から職務に当
たるべき人物として求め得る最適任のロータリア
ンを指名するものとする。
12.050.2.  委員会
委員会は、8月 15日までに、理事会の定める時
と場所において開かれるものとする。すべての候
補者に、理事会が定めた手続きに従って、委員会
による面接の機会が与えられるものとする。
12.050.3.  定足数と投票
委員会の委員 12名をもって定足数とする。委員
会のすべての議事の処理は多数決によるものとす
る。ただし、委員会の行う会長ノミニーの選出に
ついては、委員会委員のうち、少なくとも 10名
の投票がそのノミニーを支持する票であることを
要する。
12.050.4.  会長ノミニーの辞任と新ノミニー選出手続
会長ノミニーが就任できなくなった場合、または
会長に辞表を提出した場合には、以後そのノミニー
を当該年度の会長に指名または選挙することはで
きないものとする。会長はこれを委員会の委員長
に通知するものとし、委員会は被選資格を有する
他のロータリアンを会長ノミニーとして選出する
ものとする。このような場合、次の手続を踏むも
のとする。
12.050.4.1.  委員会手続
委員会は、このような不測の事態が生じた場合に
備えて、委員長に、委員会に代わって直ちに手続
を開始する権限を与えるものとする。
12.050.4.2.  委員会の投票手続
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このような手続には、郵便もしくは他の迅速な通
信手段、または会長が理事会に代わって定める時
と場所における緊急委員会の開催などがありうる。
12.050.4.3.  対抗候補者
前述の、指名委員会が改めて会長ノミニーを選出
しなければならないような場合には、クラブは、
対抗する会長ノミニーを選ぶための期間としてで
きる限り十分な日数を、理事会により与えられる
ものとする。対抗候補者の指名については、書類
の提出期限に関するものを除き、第 12.070. 節の
規定に従うものとする。
12.050.4.4.  細則に規定されていない不測の事態
委員会があらかじめ取り決めておかなかったよう
な不測の事態が生じた場合には、理事会が、取る
べき措置を決定するものとする。
12.060.  委員会報告
クラブ宛の委員会報告は、委員会の閉会後 10日
以内に、委員長が事務総長に対して書式で証され
なければならない。事務総長はこの報告を受けて
から、財政的に実行可能な限り早急に、しかしい
かなる場合でも 30日以内に、その報告書の内容
を各クラブに通知するものとする。
12.070.  クラブによる追加指名
指名委員会によって行われる指名のほかに、以下
の方法で対抗候補者を指名することができる。
12.070.1.  以前審議され、同意を得た候補者
クラブは、第 12.040.3. 項に準拠し対抗候補者と
して会長に指名されることを考慮される意思があ
ることを事務総長に正式に通知したロータリアン
の氏名を提案できる。対抗候補者の氏名は、例会
において正式に採択されたクラブ決議に従って提
出されるものとする。その決議は、地区大会また
は郵便投票によって、地区内クラブの少なくとも
過半数の同意を得なければならない。同意は、地
区ガバナーが事務総長に対し書式で証さなければ
ならない。このような決議には、被推薦ロータリ
アンがクラブの承認を得るために自己の氏名がク
ラブに提出されてもよい旨したためた対抗候補者
の書面を添付しなければならない。前述の条件は
当該年度の 10月 1日までに完了しなければなら
ない。
12.070.2.  対抗候補者をクラブに通知
事務総長は、このように推薦された対抗候補者の
氏名をクラブに通知し、このような対抗候補者を
支持したいクラブが使う公認の書式を用意するも
のとする。事務総長は、このような通知と書式を

10月 1日直後に用意するものとする。
12.070.3.  対抗候補者がいない場合
対抗候補者がいない場合、会長は、指名委員会選出
のノミニーを会長ノミニーと宣言するものとする。
12.070.4.  対抗候補者が支持された場合
11月 15日の時点において、このような対抗候補
者が、直前のクラブ請求書の時点でRI に加盟して
いるクラブの少なくとも 1パーセントの支持（支
持の少なくとも半分は対抗候補者の所属ゾーンの
クラブ以外から寄せられなければならない）を受
けたなら、このような対抗候補者および指名委員
会選出のノミニーは、第 12.100. 節の規定に従っ
て投票に付されるものとする。11月 15日の時点
において、対抗候補者が、所定の支持を受けてい
なければ、会長は、指名委員会選出のノミニーを
会長ノミニーと宣言するものとする。
12.070.5.  支持の有効性
第 12.100.1. 項に規定されている投票委員会は、
返送されてきた支持書が正当なものかどうか調べ、
数え、証明し、会長に報告するものとする。この
投票委員会は、対抗候補者に対する支持書が十分
集まったものの、その支持書の正当性に疑義を抱
く然るべき理由があると思ったなら、その旨、会
長に報告するものとする。会長は、何らかの発表
をする前に、RI 選挙審査委員会を招集し、この支
持書の有効性を判定させるものとする。その判定
後に投票委員会が会長に報告するものとする。
12.080.  第 12.070. 節に規定されていない不

測の事態
第 12.070. 節の規定に定められていないような不
測の事態が生じた場合には、理事会が委員会の取
るべき措置を決定するものとする。
12.090. 国際大会への指名の提出
12.090.1.  会長ノミニーの氏名を選挙のため国際

大会へ提出
事務総長は、指名委員会によって正式に指名され
た者の氏名を、選挙のため、国際大会に提出する
ものとする。このようなノミニーは、郵便投票が
行われない場合、選挙後、次の暦年の 7月 1日に
就任するものとする。
12.090.2.  会長エレクトの空席
会長エレクトに空席が生じた場合、事務総長は、
その空席を埋めるために指名される者の氏名を選
挙のため国際大会に提出するものとする。指名さ
れる者には、指名委員会が指名した者およびクラ
ブが正式に指名した対抗候補者が含まれる。事情
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により必要な場合は、第 12.080. 節の定めるとこ
ろにより、国際大会の議場においてクラブ代議員
が対抗候補者を指名することができる。
12.100.  郵便投票
会長選挙が第 12.070. 節で規定されるように郵便
投票で行われることになった場合、その手続は次
のように行われる。
12.100.1.  投票委員会
会長は、投票用紙の準備を監督するために、また、
クラブの行った投票を受理し、これを数えるため
に投票委員会を任命するものとする。
12.100.2.  投票用紙の書式
投票委員会は投票用紙を用意し、単一移譲式投票
による場合には、その様式の投票用紙を準備する。
投票用紙には、正式に推薦された全候補者の氏名
を列記する。指名委員会選出の候補者の氏名に次
いで、他の候補者の氏名をアルファベット順に投
票用紙に列記する。指名委員会選出の候補者の氏
名には、指名委員会選出と投票用紙に明記する。
12.100.3.  投票用紙の郵送
投票委員会は、次の 2月 15日までに、投票用紙
が各クラブに郵送されるようにしなければならな
い。この投票用紙は、投票を記入して 4月 15日
までにRI 世界本部内の投票委員会に必着するよう
返送する旨指示して郵送されるものとする。投票
用紙に候補者の写真と履歴書を添えるものとする。
12.100.4.  クラブの投票
各クラブは、少なくとも 1票を投じる権利を有す
る。会員数 25名を超えるクラブは、25名ごとに
1票、または端数が 13名以上の場合、さらに 1
票の割合で投票権を有するものとする。この会員
数は、投票の行われる期日に先立つ、直前のクラ
ブ請求書の期日における会員数に基づくものとす
る。ただし、RI の加盟会員としての資格が停止さ
れているいかなるクラブも、投票に参加する権利
がないものとする。
12.100.5.  投票委員会の会合
投票委員会は、会長の決定する時と場所において
会合を開くものとする。委員会は、投票用紙を審
査し、これを数える。会合は 4月 20日までに開
かなければならない。投票委員会は、開票結果の
報告を、その後 5日以内に事務総長に対して書面
で証さなければならない。
12.100.6.  投票の集計
過半数の票を獲得した候補者が、会長エレクトと
して公表されるものとする。必要であれば、第 2

選択票および第 3以下の選択票をすべて算入する
ものとする。
12.100.7.  会長エレクトの発表
会長は、4月 25日までに会長エレクトの氏名を
発表しなければならない。
12.100.8.  同数の場合
郵便投票で得票数が同数となった場合、次の手続
を踏むものとする。同数となった候補者の 1人が
指名委員会選出の人であった場合、この人が会長
エレクトとして公表される。同数となった候補者
のいずれも指名委員会選出の人でない場合は、理
事会が、その1人を会長エレクトに選ぶものとする。
第 13条　理事の指名と選挙
13.010. ゾーン制の理事の指名
13.020.  指名委員会手続による理事ノミニーと補

欠の選出
13.030. 郵便投票手続
13.040. RIBI 役員の指名
13.010.  ゾーン制の理事の指名
理事の指名は、以下に定めるところにより、ゾー
ンによってこれを行う。
13.010.1.  ゾーンの数
世界を 34のゾーンに分割し、ゾーン内のロータ
リアン数がおよそ等しくなるようにする。
13.010.2.  指名日程
各ゾーンは、理事会の定める日程に従って、4年
おきにゾーン内のクラブ会員から 1名の理事を指
名するものとする。
13.010.3.  ゾーンの境界
ゾーンの当初の境界は、規定審議会の決議によっ
て承認されるものとする。
13.010.4.  ゾーンの境界の定期的見直し
理事会は、少なくとも 8年に 1度、ゾーン内のロー
タリアン数をほぼ等しくするために、ゾーンの構
成を総合的に見直すものとする。理事会はまた、
必要に応じて同じ目的のために臨時に見直すこと
ができる。
13.010.5.  ゾーンの再編成
ゾーン構成の改正は、理事会がこれを行うことが
できる。
13.010.6.  ゾーン内のセクション
ゾーン内で公平に理事を指名するために、理事会
は、ゾーン内にセクションを新設、変更、廃止す
ることができる。セクション内のロータリアン数
はほぼ同数となるようにし、理事会の定める日程
に基づいてRI 理事を指名するものとする。RIBI の
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クラブを含むゾーンを除き、ゾーン内クラブの過
半数の反対を押して、このようなセクションが新
設、変更、廃止されることはない。
13.010.7.  RIBI のゾーンからの理事
ゾーン全体がRIBI 内にあるゾーンや、ゾーンの 1
セクションがRIBI 内にあるセクションの理事 1名
は、そのゾーン内またはゾーンのセクション内に
あるクラブによって選挙されるか、またはRIBI 審
議会の定める方法および時期で郵便投票を行い、
選挙されるものとする。このようなノミニーの氏
名はRIBI の幹事から事務総長に書式で証されるも
のとする。
13.020.  指名委員会手続による理事ノミニーと補

欠の選出
13.020.1.  指名委員会手続の一般規定
理事ノミニーと補欠は、ゾーン全体がRIBI 内にあ
るゾーンや、ゾーンの 1セクションが RIBI 内に
あるセクションを除き、指名委員会手続によって
選出されるものとする。理事指名委員候補者を指
名できるゾーン内の区域を限定できるという細則
の規定や非公式の了解事項があるが、指名委員は、
RIBI 内の地区とRIBI 外の地区の両方を含むゾーン
を除き、ゾーン全域から集めるものとする。ただし、
ゾーン内に 2つ以上のセクションのある場合、ゾー
ン内の地区の過半数が、それぞれの地区大会で採
択した決議によって、ゾーン全体からの選出に同
意しない限り、理事を指名するセクション内の地
区のみから指名委員を選出するものとする。
指名委員会の選出について、このような同意が効
力を有するためには、選出前の年度の 3月 1日ま
でに地区ガバナーが事務総長にこの旨書式で証さ
なければならない。ゾーンを構成する地区が変更
された場合、このような同意は無効になる。しかし、
ゾーン内の過半数の地区が地区大会の決議で、こ
の同意を撤回し、地区ガバナーが事務総長にその
撤回を書式で証さない限り、この同意は効力を有
し続けるものである。
13.020.2.  RIBI 内のセクションと RIBI 外のセク

ションを含むゾーンの指名委員会手続
RIBI 内にあるセクションとRIBI 外にあるセクショ
ンを含むゾーンにおいては、理事ノミニーとその
補欠は、RIBI 外のセクションで指名委員会手続に
より選出するものとする。RIBI 外のセクションの
指名委員会は、そのセクションから選ばれるもの
とする。
13.020.3.  指名委員会の構成

指名委員会は下記に規定するように、ゾーンまた
はセクションに含まれる地区内クラブによって各
地区から 1名選挙された委員から構成されるもの
とする。各委員は、当該ゾーンまたはセクション
内のクラブの会員で、選出の時点でパストガバナー
でなければならない。このような委員は、委員を
務める前の 3年間に、少なくとも、当該理事が指
名されるゾーンの 2回のロータリー研究会と 1回
の国際大会に出席していなければならない。ただ
し地区は、地区大会に出席し投票したクラブの選
挙人の過半数によって採択された決議により、ロー
タリー研究会と国際大会への出席という要件の一
部または全部を免除することができる（この決議
は次回の指名委員会のみに適用される）。委員は 1
年の任期をもって選挙されるものとする。会長、
会長エレクト、元会長、理事、元理事は、指名委
員会の委員となることはできない。この委員を 2
回務めたロータリアンは、再びこの委員を務める
ことはできない。各委員はそれぞれ 1票の投票権
を有するものとする。
13.020.4.  選挙
第 13.020.9. 項と第 13.020.10. 項に規定されて
いる場合を除き、指名委員会の委員と補欠委員は、
指名が予定されている年の前年の地区大会で選挙
されるものとする。
13.020.5.  推薦
地区内のクラブは、代表議員を務める意思があり、
実際に務めが果たせることを示している者で、審
議会議員となる資格のあるクラブ会員を代表議員
の指名委員会の委員候補者として推薦できる。ク
ラブは、その推薦を文書で行うものとする。この
文書には、クラブ会長と幹事の署名がなければな
らない。この推薦書は、ガバナーに提出され、地
区大会においてクラブの選挙人に提示されるもの
とする。各クラブは、そのクラブが有するすべて
の票を投じる 1名の選挙人を指定するものとする。
2票以上を有するクラブが投じるすべての票は、
同じ候補者に投じられるものとする。3名以上の
候補者がおり単一移譲式投票方式が必要とされる、
または用いられる投票において、2票以上を有す
るクラブが投じるすべての票は、同じ優先順位に
従って候補者に投じられるものとする。
13.020.6.  指名委員と補欠委員
過半数の票を獲得した候補者を指名委員とする。
第 2位の票数を獲得した候補者を補欠委員と公表
し、補欠委員は、委員が務めを果たし得ない場合



国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
細
則

－ 792 －

に限り、指名委員を務める。
13.020.7.  指名委員として公表された候補者
地区で指名委員に指名された者が 1名のみの場合、
投票は必要とされない。このような場合、ガバナー
は、この者を指名委員と公表するものとする。
13.020.8. 委員も補欠委員も務めを果たせない場合
委員も補欠委員も務めを果たせない場合、ガバナー
は、地区内クラブの他の適格の会員を指名委員に
指名することができる。
13.020.9.  指名委員を郵便投票で選挙
事情により必要のある場合は、理事会は、地区に
対し指名委員と補欠委員を郵便投票によって選ぶ
ことを認めている。その場合ガバナーは、その委
員候補者を推薦するよう公式の要請書を作成し、
その地区内各クラブの幹事に漏れなく郵送される
ようにしなければならない。推薦はすべて書面で
行い、そのクラブの会長および幹事がこれに署名
しなければならない。これらの推薦書はガバナー
の定める期日までにガバナーのもとに届くことを
要する。ガバナーは、推薦された有資格被指名者
をアルファベット順に載せた投票用紙を作らせこ
れを各クラブに郵送させた上、郵便投票を実施す
べきものとする。ガバナーの定めた期日までに、
自分の氏名を投票用紙から除外することを書面で
要請した候補者は除くものとする。各クラブは、
少なくとも 1票を投じる権利を有する。会員数
25名を超えるクラブは、25名ごとに 1票、また
は端数が 13名以上の場合、さらに 1票の割合で
投票権を有するものとする。この会員数は、投票
の行われる期日に先立つ、直前のクラブ請求書の
期日における会員数に基づくものとする。ただし、
RI の加盟会員としての資格が停止されているいか
なるクラブも、投票に参加する権利がないものと
する。ガバナーは、本項に規定する郵便投票手続
を実施することを目的とした委員会を任命するこ
とができる。
13.020.10.  郵便投票による選挙
地区大会に出席し投票する選挙人の多数決をもっ
て、指名委員および補欠委員を郵便投票によっ
て選出することができる。この郵便投票は、第
13.020.9項に掲げられている規定に従って、該当
年度の 5月 15日までに実施しなければならない。
13.020.11.  委員を事務総長に報告
指名委員会の委員および補欠委員の氏名は、選出
後直ちに、当該年度の 6月 1日までにガバナーか
ら事務総長に報告しなければならない。

13.020.12.  第 13.020. 節に定められていない不
測の事態

票決に当たって、本節の前述の規定に定められて
いない不測の事態が発生した場合、理事会が、従
うべき手続を決定するものとする。
13.020.13.  招集者、会合の日時と場所、議長の

選挙
理事と補欠が指名される年度の前の年度の 6月 15
日までに、理事会は委員会委員の中から指名委員
会の招集者を指名しなければならない。理事会は、
会合を開くべき場所を指定しなければならない。
このような会合は、次の 9月 15日から 30日まで
の間に開かなければならない。委員会はその会合
の際、委員の 1人を議長に選ばなければならない。
13.020.14.  委員会へクラブの推薦
7月 1日までに、事務総長は当該ゾーンまたはセ
クション内のクラブに指名委員会の構成について
報告しなければならない。事務総長は、そのゾー
ンまたはセクション内のクラブに対して、そのゾー
ンからの理事に関してクラブとしての推薦を委員
会に提出するよう促すものとする。事務総長は、
推薦書の送付先である招集者の住所をクラブに提
出しなければならない。この推薦は、理事会が定
めた書式を用いて指名委員会に提出しなければな
らない。そしてその推薦書には、候補者のロータ
リーその他における活動に関するあらゆる背景情
報および最近の写真を含めなければならない。そ
の推薦書が 9月 1日までに招集者気付で指名委員
会のもとに届いている必要がある。
13.020.15.  指名委員会の会合
委員会は、翌 9月中に、理事会によって定められ
た時と場所において会合するものとする。委員の
過半数をもって定足数とする。議事はすべて過半
数によって決する。ただし、委員会が理事と補欠
の被指名者を選出するには、委員会の少なくとも
60パーセント以上に相当する票数を獲得しなけれ
ばならない。指名委員会委員長は理事と補欠の指
名を、選出に当たって投票できる。しかし、委員
会の他の議事については、可否同数の場合を除い
て投票できない。
13.020.16.  委員会がノミニーを選出できない場合
指名委員会が散会となり、委員会の 60パーセン
トの票を獲得した理事ノミニー候補者がいなかっ
た場合、理事ノミニーは郵便投票で選ばれるもの
とする。この郵便投票は、第 13.030. 節に定めら
れた郵便投票の手続に基づき、委員会による選考
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に付されたすべての候補者名を含めるものとする。
13.020.17.  委員会の指名
委員会は当該ゾーンまたはセクション内のクラブ
の会員で、クラブからその氏名が提出された人の
中から理事と補欠を指名するものとする。このよ
うに提出された指名が 3名未満の場合、理事指名
委員会は、ゾーンまたはセクション内の他の適格
のロータリアンも選考対象として審議することも
できる。委員会は、求め得る最も有能な人を指名
する責任を有する。
13.020.18.  委員会の選出報告
委員会がゾーンから理事と補欠を指名するに当
たっては、委員会会合後 10日以内に事務総長に
その報告を提出しなければならない。10月 15日
までに、事務総長は指名委員会の選出についてゾー
ンまたはセクション内の全クラブに通知しなけれ
ばならない。
13.020.19.  ノミニーが任務を果たせない場合
委員会の会合において選出された理事ノミニーが
任に就くことができない場合、委員会は先に選ん
だ補欠を自動的に指名するものとする。
13.020.20.  対抗候補者の推薦
ゾーンまたはセクション内のクラブも対抗候補者
を推薦できる。対抗候補者は、既に指名委員会に
対して正式に推薦されている者でなければならな
い。対抗候補者の氏名は、例会で正規の手続を経
て採択されたクラブ決議に従って提出するものと
する。決議は地区内クラブの少なくとも過半数の
同意を得ていなければならない。
その地区が 2つ以上のゾーンにまたがっている場
合、理事を指名するゾーン内の地区のクラブの過
半数の同意を得なければならない。この同意は地
区大会または郵便投票で得るものとする。同意は、
地区ガバナーが事務総長に対して書式で証さなけ
ればならない。この決議には、任務に就く意思が
あり、その用意があるという対抗候補者の書面に
よる意思表示、経歴（理事会が定めた書式に記入）
および最近の写真の添付を必要とする。前述の手
続は当該年の 12月 1日までに完了しなければな
らない。
13.020.21.  理事ノミニーの公表、郵便投票によ

る選出
事務総長が 12月 1日までに所定の報告書を受
け取ることができなかった場合、会長は、指名委
員会選出のノミニーをそのゾーンからの理事ノミ
ニーとして公表するものとする。その公表は 12

月 15日までに行わなければならない。12月 1日
までに、事務総長が対抗候補者の推薦と同意書を
受理した場合、この対抗候補者と指名委員会の選
出した候補者の中から 1名の理事ノミニーを選ぶ
ことは、第 13.030. 節に従って郵便投票で行われ
るものとする。
13.030.  郵便投票手続
第 13.020. 節の規定により、郵便投票によって理
事ノミニーの選出をする場合、その手続は次に規
定する通りとする。
13.030.1.  投票
ゾーン内のすべてのクラブが投票に参加するものと
する。ただし、第13.020.1. 項または第13.020.2. 項
の規定に従ってセクション内の地区から指名委員
を選出するゾーンを例外とする。このようなゾー
ンは、RI 理事を指名するセクション内のクラブだ
けが、投票に参加するものとする。
13.030.2.  投票委員会
会長は、投票を審査し、これを数えるために投票
委員会を任命するものとする。
13.030.3.  投票用紙の書式
事務総長は、投票用紙（単一移譲式投票の投票に
よる場合には、その様式の投票用紙）を準備する。
各投票用紙には、推薦クラブから提供された各候
補者に関する経歴資料を公平に要約して記入した
ものを添える。その要約は、理事会が定めた書式
に記載するものとする。投票用紙には、クラブが
正規の手続を経て推薦した対抗候補者全員の氏名
を記載するものとする。指名委員会選出の候補者
の氏名に次いで、他の候補者の氏名をアルファベッ
ト順に投票用紙に列記する。指名委員会選出の候
補者の氏名には、指名委員会選出と投票用紙に明
記するものとする。
13.030.4.  投票用紙の受理締切日
事務総長は、投票用紙に写真と履歴書を添えて、
次の12月31日までに、当該ゾーンまたはセクショ
ン内の各クラブ宛に郵送しなければならない。こ
の投票用紙は、投票を記入して 3月 1日までに世
界本部内の事務総長に必着するよう返送する旨の
指示とともに郵送しなければならない。
13.030.5.  クラブの投票
各クラブは、少なくとも 1票を投じる権利を有す
る。会員数 25名を超えるクラブは、25名ごとに
1票、または端数が 13名以上の場合、さらに 1
票の割合で投票権を有するものとする。この会員
数は、投票の行われる期日に先立つ、直前のクラ
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ブ請求書の期日における会員数に基づくものとす
る。ただし、RI の加盟会員としての資格が停止さ
れているいかなるクラブも、投票に参加する権利
がないものとする。
13.030.6.  投票委員会と報告
投票委員会は、会長の決定する時と場所において
会合を開き、投票用紙を審査し、これを数える。
この会合は 3月 5日までに開催するものとする。
投票委員会は、開票結果の報告を、その後 5日以
内に事務総長に対して書式で証するものとする。
13.030.7.  投票の集計
過半数を得た理事候補者がノミニーとして公表さ
れるものとする。集計に当たっては、補欠を選出
するために第 2選択票および第 3以下の選択票を
すべて算入するものとする。
13.030.8.  理事ノミニーの発表
会長は、3月 10日までにこのような郵便投票に
よって選出された理事ノミニーの氏名を発表しな
ければならない。
13.030.9.  同数の場合
理事ノミニーの郵便投票の結果、最高得票が同数
の場合、再度の郵便投票が必要とされる。事務総
長は投票用紙の準備と郵送を監督するものとする。
投票用紙には、第 1次郵便投票で最高得票を得た
候補者たちの氏名を記載する。投票用紙に、候補
者の写真と履歴書を添付する。投票用紙その他の
資料は、3月 15日までに当該ゾーンまたはセク
ション内の各クラブに郵送するものとする。この
投票用紙は、記入の上、次の 5月 1日までに世界
本部内の事務総長に必着するよう返送する旨の指
示とともに郵送するものとする。投票委員会は、
会長の決定する時と場所において会合して、投票
用紙を審査し、これを数えるものとする。そのよ
うな会合は 5月 5日までに開くものとする。投票
委員会は、開票結果の報告を、その後 5日以内に
事務総長に対して書式で証するものとする。会長
は、5月 10日までに当該ゾーン内の全クラブに
対して、理事ノミニーを通知するものとする。
13.030.10.  期間の延長
特別な事情がある場合、理事会は、ゾーン内のク
ラブに適用される本節の期日を変更できる権限を
有するものとする。
13.040.  RIBI 役員の指名
RIBI の会長、副会長、および名誉会計のノミニーは、
RIBI の細則に従って選ばれ、推薦され、指名され
るものとする。

第 14条　ガバナーの指名と選挙
14.010.  ガバナーノミニーの選出
14.020.  ガバナーの指名手続
14.030.  郵便投票によるガバナーの選出
14.040.  郵便投票の書式
14.050.  ガバナーノミニーの証明
14.060.  ガバナーノミニーの拒否または一時保留
14.070.  特別選挙
14.010.  ガバナーノミニーの選出
地区は、ノミニーを、ガバナーとして就任する日
の直前 24カ月以上 36カ月以内に選出するもの
とする。選出されたロータリアンは、「ガバナーノ
ミニー・デジグネート」という肩書を担い、ガバ
ナーに就任する 2年前の 7月 1日にガバナーノミ
ニーの肩書を担うものとする。理事会は、正当か
つ十分な理由により、本節の期日を延長する権限
を有するものとする。ガバナーノミニーが選挙さ
れるのは、国際協議会で研修を受けるロータリー
年度の直前ロータリー年度に開催されるRI 国際大
会である。このようにして選出されたノミニーは、
ガバナーエレクトとして 1年の任期を務めてから、
選挙後の暦年の 7月 1日に就任するものとする。
14.020.  ガバナーの指名手続
14.020.1.  ガバナーノミニーの選出方法
RIBI 内の地区を除き、地区は、ここに規定され
ている指名委員会の手続き、あるいは第 14.030.
節および第 14.040. 節に規定されている郵便投
票、あるいはその代わりに、第 14.020.13. 項に
規定されている地区大会のいずれかの方法によっ
て、ガバナーノミニーを選出するものとする。そ
の選択は、出席し、投票しているクラブの選挙人
の過半数票によって地区大会で採択された決議案
によって決定されるものとする。
14.020.2.  ガバナーの指名委員会
ガバナーノミニーの選出に指名委員会の手続きを
採用する地区においては、指名委員会は、ガバナー
ノミニーとして求めうる最上の候補者を探し出し、
推薦する任務を負うものとする。指名委員選出方
法を含む指名委員会の職務権限は、地区大会に出
席し、投票するクラブ選挙人が採択した決議によ
り決定される。ただし、このような職務権限は、
本細則と矛盾してはならない。
14.020.3.  指名委員会手続を採用できなかった場合
ガバナーノミニーの選出のために指名委員会の手
続きを採用したにもかかわらず、指名委員を第
14.020.2. 項に定める通りに選出できなかった地
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区は、現在も当該地区内のクラブ会員である、最
近の 5人のパストガバナーを指名委員として起用
するものとする。このように構成された委員会は、
第 14.020. 節に従ってその務めを果たすものとす
る。このようなパストガバナーが 5名いない場合、
RI 会長が、委員の数を 5人とするために、その地
区の適任者を指名委員に任命するものとする。
14.020.4.  クラブからガバナーノミニーを推薦
指名委員会の手続によって、または、地区大会に
おいてガバナーノミニーを選出する地区において
は、ガバナーは、クラブに対して、ガバナー候補
者の推薦を提出するよう要請するものとする。指
名委員会の手続きが使われる場合、ガバナーが定
め、通知した期日までに指名委員会で受理された
クラブからのガバナー候補者の推薦が審議される
ものとする。この通知は、推薦書が指名委員会に
受理される期日の少なくとも 2カ月前に地区内ク
ラブに送付されるものとする。その通知には、推
薦書の送付先が記載されているものとする。この
推薦は、候補者を推薦するクラブの例会で採択さ
れた決議という形式で提出されるものとする。こ
の決議は、クラブ幹事によって正式に証明される
ものとする。クラブは、自クラブに所属する会員
を 1名だけガバナーノミニーに推薦できる。
14.020.5.  委員会による最適任のロータリアンの指名
ガバナー指名委員会がその選出を行うに当たって
は、その選出の範囲は地区内クラブによって推薦
された候補者に限定されるものではない。しかし、
ガバナー職の任務を遂行するのに得られる限りの
最適任の候補者を指名するものとする。
14.020.6.  指名の公表
指名委員会の委員長は、指名委員会の閉会後 24
時間以内に、選出した候補者をガバナーに報告す
る。ガバナーは、次に、指名委員会委員長から通
知を受けてから 72時間以内に、そのノミニーの
氏名と所属クラブを地区内クラブに公表するもの
とする。この公表は、書簡、Eメール、またはファッ
クスのいずれかの方法でガバナーから地区のクラ
ブに送られるものとする。
14.020.7.  委員会がノミニーを選出できなかった場合
指名委員会が候補者選出において合意に達するこ
とができない場合、第 14.040. 節に規定されてい
るように、郵便投票でガバナーノミニーを選挙す
るものとする。あるいは、指名委員会に推薦され
ている候補者の中から第 16.050. 節に従って地区
大会でガバナーノミニーを選ぶものとする。

14.020.8.  対抗候補者
当該年度の初めの時点で設立から少なくとも 1年
が経過している地区内クラブは、前にクラブがガ
バナー指名委員会に対してガバナーノミニーの候
補者を推薦した場合に限り、その候補者を対抗候
補者として推薦することができる。年度初めの時
点で設立からまだ 1年が経過していないクラブは、
対抗候補者が自クラブの会員であることを条件に、
対抗候補者を推薦することができる。また、対抗
候補者は、既に指名委員会に対して正式に推薦さ
れている者でなければならない。対抗候補者の氏
名は、クラブ例会で採択された決議に従って提出
されるものとする。クラブは、ガバナーの定める
期日までに、決議をガバナーに提出しなければな
らない。その期日は、ガバナーによるガバナーノ
ミニー選出公表から 14日以内とする。
14.020.9.  対抗候補者の支持
前記のように対抗候補者が推薦された場合、ガバ
ナーは、RI 所定の書式によって全クラブに対抗候
補者の氏名を通知する。ガバナーは、この対抗を
支持するかどうかクラブに尋ねるものとする。対
抗者を支持する場合、クラブは、例会で採択した
クラブ決議を提出しなければならない。この決議
書は、ガバナーの定める日までに、ガバナーに提
出しなければならない。地区内の少なくとも他の
10のクラブ（当該年度の初めの時点で設立から少
なくとも 1年が経過しているクラブ）、もしくは当
該年度初めにおけるクラブ（当該年度の初めの時
点で設立から少なくとも 1年が経過しているクラ
ブ）総数の 20パーセントの、いずれか多い方の
数の支持を得た対抗候補者で、クラブの決議書が
ガバナーによって定められた通り、クラブ細則に
従いクラブ例会で採択されたものである場合のみ
が有効とみなされる。クラブは、対抗候補者を 1
名のみ支持するものとする。
14.020.10.  対抗候補者がいない場合
定められた期限までにそのような対抗候補者の指
名を受理しなかった場合には、ガバナーは地区指
名委員会の選んだ候補者をガバナーノミニーと宣
言するものとし、締切期限より 15日以内に地区
内全クラブにその旨宣言するものとする。
14.020.11.  対抗候補者の指名
定められた期限までに有効な対抗候補者の指名を
地区内のクラブからガバナーが受け取った場合、
ガバナーはその期限から 7日以内に、地区内の全
クラブにその旨を通達するものとする。この対抗
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候補者の指名がガバナーの定める日まで有効であ
るなら、この通達には、各対抗候補者の氏名とそ
の資格条件、および対抗候補者を出したクラブと
これに同意しているクラブの名前が含まれ、候補
者について郵便投票または地区大会で選ばれる旨
が明記されるものとする。
14.020.12.  対抗候補者の指名が有効でない場合
有効な対抗候補者の指名を受け取らなかった場合、
ガバナーは地区指名委員会の選んだ候補者をガバ
ナーノミニーと宣言するものとする。ガバナーは、
15日以内にこのノミニーを地区内全クラブに通達
するものとする。
14.020.13.  地区大会において投票でガバナーノ

ミニーを選ぶ場合
地区大会における投票は、できるだけ郵便投票の
規定に沿うことになる。2票以上の投票権を有す
るクラブの票は、そのようなクラブから無効票で
あると考えられる票がない限り、すべて同じ候補
者に投じられるものとし、そうでない場合は、そ
のクラブが投じた票は無効とみなされるものとす
る。各クラブは、そのクラブのすべての票を投じ
る選挙人を一人指定するものとする。
14.030.  郵便投票によるガバナーの選出
第 14.020.1項の下に必要とされる事情がある場
合、もしくは理事会の許可を得た場合は、地区は、
指名委員会の力を借りずに、ガバナーノミニーを
郵便投票によって選ぶことができる。
14.030.1.  手続
ガバナーは、地区内クラブの幹事に対して、ガバ
ナー候補者を推薦するよう公式な要請書を郵送す
るものとする。すべての推薦は書面によることと
し、クラブの会長および幹事の署名がなければな
らない。クラブは、ガバナーノミニーの候補者と
して自クラブに所属する会員を 1名のみ推薦する
ことができる。その書面は、ガバナーの定める期
限までにガバナーのもとに届いている必要がある。
ただしその期限は、公式要請発行日より少なくと
も 1カ月後であるものとする。クラブから推薦さ
れた候補者が 1名のみの場合は投票を要しないも
のとし、ガバナーはその候補者をガバナーノミニー
として公表するものとする。
14.030.2.  2人以上の候補者がクラブから推薦

された場合
候補者が 2名以上ある場合、ガバナーは、このよ
うな候補者一人一人の氏名と資格条件を地区内の
全クラブに通知し、ガバナーノミニー候補者全員

が郵便投票において票決に付されることになる。
14.040.  郵便投票の書式
ガバナーは、各クラブに一枚の投票用紙を準備す
るものとする。投票用紙には、地区指名委員会の
選出した候補者がいる場合はその候補者名を記す。
次にクラブからガバナーが受け取った候補者の氏
名をアルファベット順に列記する。候補者が 3名
以上ある場合、投票は単一移譲式投票方式による
ものとする。ガバナーは、その際、投票委員会の
全委員が署名した投票用紙にクラブの投票を記入
した上、ガバナーのもとに届くよう返送する必要が
ある旨の指示を添付して各クラブに対して 1部郵
送するものとする。投票用紙は、ガバナーの定める
期限までに返送しなければならない。その期限は、
ガバナーが各クラブに投票用紙を発送した日から
15日以上 30日以内の間に定めるものとする。
14.040.1.  クラブの投票
各クラブは、少なくとも 1票を投じる権利を有す
るものとする。会員数 25名を超えるクラブは、
25名ごとに 1票、または端数が 13名以上の場合、
さらに 1票の割合で投票権を有するものとする。
この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直
前のクラブ請求書の期日における会員数に基づく
ものとする。ただし、RI の加盟会員としての資格
が停止されているいかなるクラブも、投票に参加
する権利がないものとする。クラブが 2票以上を
投じる権利を有する場合、そのクラブはすべての
票を同じ候補者に投じるものとする。クラブが票
を投じる候補者の氏名は、クラブの幹事および会
長が証し、所定の封筒に入れて封印した上で、ガ
バナーに送付するものとする。
14.040.2.  投票委員会
ガバナーが、投票集計の場所、期日、時間を決定、
発表し、投票委員会を任命するものとする。委員
会は 3人の委員によって構成され、投票場の手配
をし、その他、投票用紙の有効性の有無と集計の
責任を負う。投票用紙の有効性の確認は、投票用
紙の集計とは別個に行うものとする。投票委員会
は、投票用紙の守秘等、必要とされる他の手配を
する。また、候補者またはその代理人が、投票の
集計に立ち合えるよう手配するものとする。各ク
ラブからの票が入った封印された封筒はすべて、
候補者あるいはその代理人の立会いのもとに、開
封されるものとする。
14.040.3.  過半数または同数の投票
過半数の票を得た候補者が、その地区のガバナー
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ノミニーと宣言されるものとする。選挙で、2人
の候補者がそれぞれ 50パーセントの票を獲得し、
そのうちの 1人が指名委員会のノミニーである場
合、指名委員会のノミニーがガバナーノミニーと
して発表されるものとする。かかる 2人の候補者
のいずれも指名委員会のノミニーでない場合、ガ
バナーが 2人のうちいずれか一方をガバナーノミ
ニーとして選出するものとする。
14.040.4.  投票委員会の報告
投票委員会は、候補者の 1人が過半数の票を獲得
したら、直ちに、開票結果をガバナーに報告する
ものとする。報告書には、各候補者の得票数も記
載するものとする。ガバナーは開票結果を各候補
者に速やかに連絡するものとする。投票委員会は、
ガバナーから候補者に開票結果が告げられてから
15日間、投じられた票すべてを保管するものとす
る。その間、クラブ代表者がいつでも点検できる
ようにするものとする。その後、同委員会の委員
長が、この投票用紙を破棄するものとする。
14.050.  ガバナーノミニーの証明
ガバナーは、ノミニーの宣言後 10日以内に、ガ
バナーノミニーの氏名を事務総長に対して書式で
証するものとする。
14.060.  ガバナーノミニーの拒否または一時保留
14.060.1.  資格条件に欠ける場合
所定の資格条件に欠けるガバナーノミニーの指名
は拒否されるものとし、事務総長はこれを選挙の
ため国際大会に提出しないものとする。
14.060.2.  指名の一時保留
ガバナーノミニーから署名のある声明書を受理し
たにもかかわらず、そのノミニーが細則に定める
任務と責任を十分に果たすことができないと信じ
る理由が理事会にあれば、理事会はその指名を一
時保留することができる。保留の旨をガバナーと
そのノミニーに通告しなければならない。ノミニー
は、ガバナーとしての任務と責任を取り、忠実に
これを遂行できることに言及した申し立てを、ガ
バナーと事務総長を通じて、理事会に提出する機
会を与えられるものとする。かかる申し立てを含
め、すべての関連事情を審議したうえで、理事会
は 3分の 2の多数をもってそのノミニーの指名を
拒否するか、あるいは保留を解除するものとする。
14.060.3.  ノミニーを拒否
ノミニーの指名が理事会によって拒否された場合、
事務総長は関係地区のガバナーにその旨通告する
ものとする。事務総長は、その拒否の理由を述べ、

ガバナーはこれを当該ノミニーに通告するものと
する。そこで時間が許すならば、ガバナーは、細
則の規定に従い、ガバナーノミニーをもう 1度選
ぶために郵便投票を実施しなければならない。地
区がガバナーノミニーとして理事会の満足するよ
うな適任者を選出することができなかった場合は、
ノミニーは第 14.070. 節の規定に従って選出され
るものとする。
14.070.  特別選挙
地区がガバナーノミニーを選出できなかった場合、
もしくはガバナーノミニーが選挙される資格を喪
失した場合、もしくは任務を引き受けることがで
きなくなった、あるいは引き受ける意思がなくなっ
た場合、そして国際大会における役員の年次選挙
に先立って、その地区が別のノミニーを選出しな
かった場合、ガバナーが、第 14.020. 節に従って
指名手続を再度踏むものとする。同様に、国際大
会において地区がガバナーノミニーを選出したが、
ノミニーが国際協議会の少なくとも 3カ月前まで
に資格を喪失した場合、もしくは任務を引き受け
ることができなくなった、あるいは引き受ける意
思がなくなった場合、ガバナーは、第 14.020. 節
から始まる指名手続きを再度踏むものとする。い
ずれの場合も、理事会が、指名されたロータリア
ンをガバナーエレクトとして選挙するものとする。
その後、ガバナーエレクトが資格を喪失した場合、
もしくは任務を引き受けることができなくなった、
あるいは引き受ける意思がなくなった場合、理事
会が、第 16.070. 節の資格条件を備えたロータリ
アンを空席の役職に選挙するものとする。ただし、
ガバナーエレクトもしくはガバナーノミニーが任
務を引き受けることができなくなった、あるいは
引き受ける意思がなくなった場合に、その後継者
の選挙手続が地区により正式に完了している場合
には、定められた通り国際大会または理事会によっ
て選出されることを条件として、この後継者に引
き受ける意思があれば、この者が自動的に空席の
役職に就くものとする。
14.070.1.  特別選挙の特例
ガバナーが第 14.070. 節に従って指名手続を再び
踏む際に、当初の指名手続において指名委員会に
対して正式に推薦された者がいずれのクラブから
もなかった場合、ガバナーは、第 14.020.4. 項に
より義務づけられた手続きを再び踏む必要はない
ものとする。
第 15条　管理上の集団と管理上の地域単位
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15.010.  理事会の権限
15.020.  監督
15.030.  管理上の地域単位（RIBI） 
15.010.  理事会の権限
正式に設立された地区において、クラブがガバナー
の直接監督の下に管理される場合、理事会は理事
会が必要かつ得策と考える委員会、審議会または
その他のガバナー補佐を認可することができる。
15.020.  監督
地理的に隣接する 2つ以上の地区から成る区域内
のクラブについて、ガバナーによる管理のほかに、
他の管理方法を理事会が追加設定することができ
る。理事会は、そのような管理の設定に当たって、
理事会が適切と考える手続規則を定めるものとす
る。この手続規則は、関係地区内クラブと国際大
会の承認を得なければならない。
15.030.  管理上の地域単位（RIBI） 
RIBI に所在するクラブは、RI の管理上の地域単位
として組織、運営されるものとする。RIBI は、RI
の規定審議会によって承認された定款の定めると
ころに従って運営するものとする。RIBI はまた、
RIBI 内において、理事会に代わって、クラブの加
盟を承認し、RI 地区編成委員会としての役割を務
め、さらに細則の規定に従い、かつまた理事会の委
嘱によって、RI の財務事項を処理するものとする。
15.030.1.  RIBI の定款
RIBI の定款は、常に RI 定款・細則の精神および
規定に合致しなければならない。RIとRIBIの定款・
細則は、域内管理に関する特定の規定を含むもの
とする。
15.030.2.  RIBI の定款の改正
その権限、目的、機能の遂行における域内管理に
ついて規定した RIBI 定款の規定は、規定審議会
の承認を得てRIBI 年次大会の決定によってのみ改
正することができる。域内管理に関する事項を除
き、RI の規定審議会がRI 組織規定を改正した場合、
RIBI の定款および細則を RI 組織規定と合致させ
るために必要な改正は、RIBI の定款および細則に
おいて、事実上自動的に発効するものとする。
15.030.3.  RIBI の細則の改正
RIBI の細則は、RIBI の定款または RI の組織規定
に定める通りに改正することができる。このよう
な改正は、RIBI の定款および RI の組織規定と合
致するものとする。
第 16条　地区
16.010.  創設

16.020.  地区研修・協議会
16.030.  会長エレクト研修セミナー（PETS） 
16.040.  地区大会および地区立法案検討会
16.050.  地区大会および地区立法案検討会での投票
16.060.  地区の財務
16.070.  ガバナーノミニーの資格条件
16.080.  ガバナーの資格条件
16.090.  ガバナーの任務
16.100.  RIBI のガバナーの任務
16.110.  解任
16.120.  地区の郵便投票
16.010.  創設
理事会はクラブを地区に分類する権限を有する。
会長は、地区の一覧表をそれら地区の各境界とと
もに公表するものとする。このような決定は、理
事会の指示によるものとする。理事会は、参加型
の活動を実施しているクラブをいかなる地区にも
割り当てることができる。
16.010.1.  境界の廃止と変更
理事会は、クラブ数が 100を上回る地区、あるい
はロータリアンの数が 1,100名未満の地区の境界
を、廃止あるいは変更することができ、そのよう
な変更と同時に、理事会はその地区のクラブを隣
接地区に編入させることができる。理事会はまた、
そうした地区をほかの地区と統合、または分割で
きる。関係地区内クラブの過半数の反対がある場
合は、前述以外のいかなる地区の境界も変更して
はならない。理事会は、関係地区のガバナーおよ
びクラブに相談し、これらのガバナーおよびクラブ
が、提案されている変更や合併に対して要望事項
を提出する然るべき機会が与えられた後に初めて、
地区の境界を廃止あるいは変更することができる。
理事会は、地理的境界、地区発展の可能性ならび
に文化、経済、言語およびその他該当する要素を
考慮するものとする。地区の境界を廃止あるいは
変更する理事会決定は、少なくとも 2年間効力を
もたないものとする。理事会は、新たに編成され
る地区や統合される地区における運営管理、指導
者構成、代表選出の手続を規定するものとする。
16.010.2.  同一地域内のクラブ
同一の市、区、自治体地域または都市部に数クラ
ブが存在する場合、この数クラブの過半数の承認
なしに、これらのクラブが異なる地区に編入され
ることはないものとする。同一地域にあるクラブ
は、同一地区に編入される権利を有する。このよ
うな権利は、前述のクラブの過半数が理事会に申
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請することによって、行使できる。理事会は、こ
のような申請を受理後、この共存するクラブを 2
年以内に同一地区に編入するものとする。
16.020.  地区研修・協議会
多地区合同で開催することもできる地区研修・協
議会は、必要な技能、知識および意欲を持つロー
タリークラブの指導者を育成し、会員基盤を維持、
および（または）増強し、それぞれの地域社会を
はじめ他の国の地域社会のニーズを取り上げたプ
ロジェクトを実施して成功させ、プログラムへの
参加と資金寄付を通じてロータリー財団を支援す
るために、なるべく 3月、4月、5月のいずれか
の月に、毎年開催されるものとする。ガバナーエ
レクトが地区研修・協議会に対し責任を持つもの
とする。地区研修・協議会は、ガバナーエレクト
の指示および監督の下に、計画、実施されるもの
とする。特別な事情があれば理事会は、ここに定
める時期以外に地区研修・協議会を開催すること
を認可できる。地区研修・協議会に出席を要請さ
れるのは、次期クラブ会長と次年度に重要な指導
者の役割を務めるために次期会長により指名され
たクラブの会員である。
16.030.  会長エレクト研修セミナー（PETS） 
理事会が決定した通り地区内のクラブ会長エレク
トを指導し、研修を行うために、PETSを開くも
のとするが、多地区合同のPETSでも差し支えな
い。PETSは、毎年、なるべく 2月または 3月中
に開くものとする。ガバナーエレクトがPETSに
対し責任を持つものとする。PETSは、ガバナー
エレクトの指示および監督の下に、計画、実施さ
れるものとする。
16.040.  地区大会および地区立法案検討会
16.040.1.  時と場所
ガバナーと地区内クラブ過半数の会長の合意に
よって定められる時および場所において、地区内
ロータリアンの大会を毎年開催するものとする。
地区大会の開催日程は、地区研修・協議会、国際
協議会、または国際大会の日程と重ならないよう
にするものとする。RI 理事会は、2つ以上の地区
が合同で大会を開催することを認可できる。また、
地区はガバナーが決定した時と場所で地区立法案
検討会を開催することができるが、その場合は、
21日前までに地区内のすべてのクラブに明確な通
知を行うことを条件とする。
16.040.2.  開催地の選択
ガバナーノミニーが選出され、事務総長に対して

これが書式で証されれば、そのガバナーノミニー
が、ガバナーを務める年度のその地区の大会をあ
らかじめ計画することができる。その開催地は、
そのガバナーノミニーと地区内クラブのその時点
における会長の過半数との合意によって決定する
ことができる。理事会の承認を得て、地区は、ガ
バナーノミニーと、同年にクラブ会長を務める者
の過半数との投票によって、当該ガバナーノミニー
がガバナーを務める年度の地区大会の開催地を選
定し、合意することができる。クラブがかかる会
長を選出していない場合は、そのクラブの現在の
会長がかかる大会開催地の投票を行うものとする。
16.040.3.  地区大会および地区立法案検討会の決定
地区大会および地区立法案検討会はその地区内の
重要な事柄について推奨案を採択することができ
る。ただしこのような推奨は、定款および本細則
と一致し、ロータリーの精神と理念に沿うもので
なければならない。各地区大会および地区立法案
検討会は、理事会が当該大会の審議に付したすべ
ての事項を審議、決定するものとし、また、これ
に関する決議を採択することができる。
16.040.4.  地区大会幹事
ホストクラブの会長と相談のうえ、ガバナーは大
会幹事を任命するものとする。大会幹事の任務は、
大会の計画を策定し、大会記録の作成についてガ
バナーに協力するものとする。
16.040.5.  地区大会報告
地区大会終了後 30日以内にガバナーまたは議長
代行者は、大会幹事とともに、書面によって、大
会記録の報告を行うものとする。そしてこの報告
書は 3部を事務総長に、1部をその地区の各クラ
ブ幹事に送るものとする。
16.050.  地区大会および地区立法案検討会での投票
16.050.1.  選挙人
地区内の各クラブは少なくとも 1名の選挙人を選
び、それを証明し、そしてこれをその地区の年次
地区大会および地区立法案検討会（開催される場
合）に送るものとする。会員数が 25名を超える
クラブは、25名ごとに 1名、または端数が 13
名以上の場合、さらに 1名の割合で選挙人を送る
権利を有する。つまり、会員数が 37名までのク
ラブは 1人の選挙人を持つ資格を有し、会員数が
38名から 62名までのクラブは 2人の選挙人を持
つ資格を有し、会員数が 63名から 87名までのク
ラブは 3人の選挙人を持つ資格を有する、という
ようになる。この会員数は、投票の行われる期日
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に先立つ、直前のクラブ請求書の期日における会
員数に基づくものとする。ただし、RI の加盟会員
としての資格が停止されているいかなるクラブも、
投票に参加する権利がないものとする。各選挙人
はそのクラブの会員でなければならない。選挙人
が 1票を投じるためには地区大会または地区立法
案検討会に出席するものとする。
16.050.2.  地区大会および地区立法案検討会の投

票手続
地区大会または地区立法案検討会に出席している
クラブの瑕疵なき会員は、ガバナーノミニーの選
出、理事指名委員会の委員と補欠委員の選出、ガ
バナー指名委員会の構成および職務権限、規定審
議会と決議審議会の地区クラブ代表議員および補
欠議員の選挙、ならびに地区の 1人当りの賦課金
の額の決定を除き、地区大会または地区立法案検
討会に提出されたその他の案件のすべてについて
投票権を有するものとする。しかし、選挙人は、
誰でも大会または地区立法案検討会に提出された
いかなる案件についても票決を求めることができ
るものとし、この場合の投票は選挙人に限りこれ
を行うことができるものとする。ガバナーノミニー
の選出、理事指名委員会の委員と補欠委員の選挙、
ガバナー指名委員会の構成および職務権限、規定
審議会と決議審議会の地区クラブ代表議員および
補欠議員の選挙のために投票をする際に、 2票以上
の投票権を有するクラブは、すべての票を同じ候
補者または提案に投じるものとする。候補者が 3
名以上おり、単一移譲式投票を必要とする、また
は用いる投票の場合、2票以上の投票権を有する
クラブは、すべての票を同じ順番で候補者に投じ
るものとする。
16.050.3.  委任状による代理者
クラブは、そのクラブの欠席選挙人の委任状によ
る代理者を指定することができる。このようなク
ラブは、このような委任状による代理者について
ガバナーの承諾を得なければならない。委任状に
よる代理者には、自分のクラブの会員もしくはク
ラブの所在する地区の他のクラブの会員を含める
ことができる。その代理は、当該クラブの会長お
よび幹事によって証明されなければならない。そ
の委任状による代理者は、既に持っている投票権
のほかに、自分が代理する欠席選挙人に代わって
その投票権も行使することができるものとする。
16.060.  地区の財務
16.060.1.  地区資金

各地区は、「地区資金」という基金を設けても差し
支えない。その目的は、地区提唱プロジェクトお
よび地区内におけるロータリーの管理・開発の資
金を調達することである。地区資金は地区大会の
決議によって設けるものとする。地区資金の不適
切な管理または第 16.060.4. 項への違反を含め、
財務上の義務を果たさなかったいかなる人も、財
務上の不正が地区内で解決されるまで、一切のRI
または地区の役職に就くことが禁じられるものと
する。
16.060.2.  地区賦課金の承認
地区資金は、地区内クラブの会員に均一の賦課金
を割り当てるという方式によって、調達されるも
のとする。1人当たりの賦課金の額は、次のいず
れかによって決定するものとする。
(a)  地区研修・協議会に出席した次期クラブ会長

の 4分の 3の承認。ただし、会長エレクトが
標準クラブ定款の第 13条第 5節の（c）項に
従ってガバナーエレクトによって地区研修・
協議会出席を免除されている場合は、会長エ
レクトの指定した代理が、会長エレクトに代
わってあるいは地区の裁量で、投票する権利
を有するものとする。

(b)  地区大会に出席し、投票する選挙人の過半数。
(c)  地区の裁量により、地区の会長エレクト研修

セミナーに出席した次期クラブ会長の 4分の
3の承認。ただし、標準クラブ定款第 13条第
5節（c）に従い、会長エレクトがガバナーエ
レクトから出席を免除されている場合は、会
長エレクトの指定した代理が、会長エレクト
に代わって投票する権利を有するものとする。

16.060.3.  地区の 1人当りの賦課金
地区の 1人当りの賦課金の支払は、地区内全クラ
ブの義務である。そうした負担金の未払が 6カ月
以上に及ぶという証明書類をガバナーから受理し
た理事会は、直ちに、未納中のクラブへのRI 事務
局のサービスを停止するものとする。
16.060.4.  地区の年次財務表および報告書
ガバナーは、ガバナーとしての年度終了後 3カ月
以内に地区内全クラブに対し、独立検査を受けた
地区の年次財務表および報告書を提出しなければ
ならない。この検査は、地区大会により決定され
た通りに、資格を備えた会計士あるいは地区監査
委員会のいずれかが行うことができる。地区監査
委員会による検査を行う場合、委員会は、
(a)  少なくとも 3人の委員から構成されなければ
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ならない。
(b)  すべての委員は正会員でなければならない。
(c)  少なくとも 1名は、元ガバナーもしくは監査

の経験を有する人物でなくてはならない。
(d)  ガバナー、財務長、地区銀行口座の署名人、

財務委員会の委員がその就任年度に監査委員
会に携わることを認めない。

(e)  地区が定めた手続きに従い、地区により選出
された者を委員とする。

この年次財務表および報告書の詳細は、次の項目
を含むものとするが、これらに限定されるもので
はない。
(a)  地区のすべての資金源（RI、ロータリー財団、

地区およびクラブ）。
(b)  募金活動によって地区が得た、または地区に

代わり受領した資金。
(c)  ロータリー財団から受領した補助金、または

地区が使用すべく指定されたロータリー財団
の資金。

(d)  すべての地区委員会の金銭的取引。
(e)  地区による、または地区に代わってガバナー

が行ったすべての金銭的取引。
(f)  地区資金のすべての支出。
(g)  RI からガバナーが受け取ったすべての資金。
この年次財務表および報告書は、次の地区の会合
に提出の上、討議に付され、採択されなければな
らない。この地区の会合は、地区内すべてのクラ
ブから代表者が 1名出席する権利があるものでな
ければならないし、また、地区の財務表および報
告書が提出されるということを 30日前に予告し
た会合でなければならない。このような地区会合
が開催されない場合、年次財務表および報告書は、
次の地区大会に提出の上、討議に付され、採択さ
れるものとする。提出された財務表が採択されな
かった場合、その地区大会の終了から 3カ月以内
に、次の地区の会合において討議に付され、採択
されるものとする。その会合は、すべてのクラブ
から代表者が 1名出席する権利があり、また、地
区の財務表および報告書が提出されるということ
を 30日前に予告した会合でなければならない。
そのような地区会合が開催されない場合、ガバナー
が 60日以内に郵便投票を実施するものとする。
16.070.  ガバナーノミニーの資格条件
理事会によって特に許可されない限り、選出の時
点で、次の資格条件に適っていなければガバナー
ノミニーに選ばれることはない。

16.070.1.  瑕疵なきロータリアン
本人が地区内の機能しているクラブの瑕疵なき会
員であることを要する。
16.070.2.  完全に会員資格を有する者
会員規定の厳格な適用に照らして、完全に会員資
格を有する者でなければならない。そしてその職
業分類の正当性が疑問の余地のないものでなけれ
ばならない。
16.070.3.  クラブの元会長であること
クラブ会長を全期務めたことのある者、または加
盟認証日から 6月 30日までの全期間を通してク
ラブの創立会長を務めたことのある者でなければ
ならない。ただし、この期間は最低6カ月間とする。
16.070.4.  ガバナーの任務を遂行できる能力
第 16.090. 節に規定するガバナーの任務と責任を
果たす意思があり、身体的にもその他においても
これを果たすことができる者でなければならない。
16.070.5.  資格条件を満たしていることを証明
ロータリアンは、細則に定められているガバナー
の資格条件、任務および責任を熟知していること
を示し、事務総長を通じてRI に、細則に列記され
たガバナーの資格条件、任務および責任を明確に
理解している旨の声明書に署名して提出しなけれ
ばならない。この声明書には、ガバナーとしての
資格条件を備えており、ガバナーの任務と責任を
引き受け、これを忠実に果たす意思を持ち、それ
ができる状態にあるということを明記するものと
する。
16.080.  ガバナーの資格条件
理事会によって特に許可されない限り、ガバナー
は、就任の時点で、国際協議会に全期間を通して
出席していて、1つまたは複数のロータリークラ
ブで通算 7年以上会員であり、さらに前述の第
16.070. 節に述べる資格条件を、引き続き保持し
ていなければならない。
16.090.  ガバナーの任務
ガバナーは、その地区において、理事会の一般的
な指揮、監督の下に職務を行うRI の役員である。
ガバナーは地区内のクラブに対する指導および監
督を行うことで、ロータリーの目的を推進する任
務を課せられている。ガバナーは、地区およびク
ラブの指導者と協力し、理事会の提唱する地区リー
ダーシップ・プランへの参加を奨励すべきである。
ガバナーは、地区内のクラブを啓発し、意欲を与
えるものとする。さらにガバナーは、効果的なク
ラブを育成するために、元、現任、次期地区指導
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者と協力して、地区内に継続性を確保するものと
する。ガバナーは、地区内において次の事項の責
務を負うものとする。
(a)  新クラブの結成。
(b)  既存クラブの強化助成。
(c)  地区指導者およびクラブ会長と協力し、地区

内各クラブのために現実的な会員増強目標を
設定して、会員増強を推進すること。

(d)  プログラムへの参加と寄付に関してロータ
リー財団を支援すること。

(e)  クラブ間およびクラブとRI の間の良好な関係
を促進すること。

(f)  地区大会を計画、主宰すること。会長エレク
ト研修セミナーおよび地区研修・協議会の計
画・準備にあたるガバナーエレクトに協力す
ること。

(g)  年度を通じて個々のクラブの例会あるいは複
数クラブ合同の例会への公式訪問を行うこと。
その際には、以下の目的を果たすため、でき
る限りガバナーの出席が最大限の成果を生む
ような機会を選ぶ。

  1.  ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心
を持たせる。

  2.  弱体および問題のあるクラブに特別な関心
を払う。

  3.  ロータリアンの意欲をかきたて奉仕活動に
参加させる。

  4.  クラブの定款および細則が、組織規定を順
守していることを確認する。規定審議会開
催後は、特にこれを行う。

  5.  顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、
ガバナー自ら表彰する。

(h)  地区内の各クラブの会長、幹事に対して月信
を発行すること。

(i)  会長または理事会の要請があれば、速やかに
RI に報告を提出すること。

(j)  ガバナーエレクトに対して、選出後できる限
り早く、国際協議会の前に、クラブの状況に
ついて詳細な情報を提供し、併せてクラブ強
化策を提案すること。

(k)  地区における指名および選挙が、RI 定款と細
則、および既定のRI の方針に則って確実に実
施されるよう計らうこと。

(l)  地区内で運営されているロータリアンのグ
ループ（友情交換、国際共同委員会、世界ネッ
トワーク活動グループなど）の活動について

定期的に尋ねること。
(m)  地区で保存すべき文書をガバナーエレクトに

引き継ぐこと。
(n)  RI 役員としての職責に属するその他の任務を

遂行すること。
16.100.  RIBI のガバナーの任務
RIBI のガバナーの任務は、審議会の指示の下に、
RIBI 定款および細則と一致するこの地域の伝統的
慣行に従って、遂行されるものとする。また会長
または理事会の要請があれば速やかにRI に報告し
なければならない。またガバナーは、地区におけ
るRI 役員としての職責に属するその他の任務を遂
行しなければならない。
16.110.  解任
ガバナーがその任務と責任を忠実に遂行しなかっ
たと会長が信じる十分な理由があるときには、会
長は、ガバナーをその職から解任することができ
る。このような場合、会長は当該ガバナーにその
旨通告し当該ガバナーに対して、解任を不当と思
うなら、30日以内に釈明するよう勧告するものと
する。30日以内に、当該ガバナーが、会長を納得
させるだけの十分な理由を提出できなかったとき
は、会長がガバナーを解任できる。本節の下に解
任されたガバナーは、パストガバナーとみなされ
ない。
16.120.  地区の郵便投票
細則に明記する諸決定や選挙は地区大会または地
区研修・協議会で行うものではあるが、地区内の
クラブが郵便投票を通じて行うこともできる。こ
の郵便投票は、第 14.040. 節の手続にできる限り
沿った方式で行うものとする。
第 17条　委員会
17.010.  定数と任期
17.020.  委員
17.030.  会合
17.040.  特別委員会
17.050.  任期
17.060.  委員会の幹事
17.070.  定足数
17.080.  通信による議事の処理
17.090.  権限
17.100.  会員増強委員会
17.110.  戦略計画委員会
17.120.  監査委員会
17.130.  運営審査委員会
17.010.  定数と任期
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理事会はコミュニケーション、定款細則、国際大
会、地区編成、選挙審査、財務、ローターアクト・
インターアクトに関する常任委員会をはじめ、RI
にとって最も有益であると理事会が折に触れ判断
したその他の委員会を設置するものとする。常任
委員会の定数と任期は次の通りとする。（1）コミュ
ニケーション：6名の委員から成り、毎年 2名ず
つ任期 3年で任命される。（2）定款細則：3名の
委員から成り、毎年、任期 3年で 1名ずつ任命す
る。ただし例外として、規定審議会の開催年度に
は、4年目の委員を務める最近の元委員を含め、4
名の委員から成る。（3）国際大会：6名の委員か
ら成り、うち 1名は、年次国際大会のホスト組織
の委員長とする。（4）地区編成：3名の委員から
成り、毎年 1名ずつ任期 3年で理事会から任命す
る。（5）選挙審査：6名の委員から成り、毎年 2
名ずつ任期 3年で任命される。（6）財務：8名の
委員から成り、うち 6名は、毎年 2名ずつ任期 3
年で任命される。また、RI 財務長および理事会に
より任命された理事 1名が、1年を任期として投
票権を有しない委員を務めるものとする。（7）ロー
ターアクト・インターアクト：6名の委員から成
り、毎年 2名ずつ任期 3年で任命され、最低 3名
のローターアクト会員が含まれる。常任委員会を
除く委員の定数と任期は、後述の第 17.050. 節の
規定に従って理事会が決定するものとする。理事
会が、すべての委員会の任務と権限を定める。さ
らに、常任委員会を除き、年々委員の継続性を図る。
17.020.  委員
本節に別段の規定ある場合を除いて、会長が、理
事会と協議をした後で、委員および小委員会委員
を任命するものとする。また、会長は、各委員会
と小委員会の委員長を指名するものとする。会長
は、すべてのRI 委員会の職権上の委員である。
17.030.  会合
本節に別段の規定ある場合を除いて、委員会と小
委員会は、会長の決めた時と場所で、通知を受け
た上で、会合を開くものとする。委員の過半数で
定足数を構成する。定足数を満たしている会合に
出席している委員の過半数の決定を、委員会また
は小委員会の決定とする。
17.040.  特別委員会
第 17.010. 節から第 17.030. 節までの規定は、指
名委員会または細則第 17.100. 節から第 17.130.
節の下に結成された委員会には適用されない。
17.050.  任期

いずれの者も 3年を超えてRI の同一委員会の委員
を務めることは許されない。ただし本細則によっ
て別段の定めのある場合はこの限りでない。ある
委員会に既に 3年務めた者は、再びその同じ委員
会に任命される資格を持たないものとする。本節
の規定は、職権上の委員およびアドホック委員会
の委員には適用されない。前述の規定にかかわり
なく、会長は、国際大会委員会の委員を 2年間務
めたことがあるが委員長を務めたことのないロー
タリアンを、国際大会委員会の委員長に任命する
ことができる。
17.060.  委員会の幹事
本細則によって、あるいは委員会設置に当たって、
理事会の別段の定めがない限り、事務総長がすべ
ての委員会の幹事となる。事務総長は自分を代行
する幹事を指名することができる。
17.070.  定足数
委員会委員の過半数をもってその委員会のあらゆ
る会合における定足数とする。ただし、本細則に
別の規定のある場合、または、委員会設置に当たっ
て、理事会でこれと異なる決定のあった場合は、
この限りでない。
17.080.  通信による議事の処理
委員会は議事の処理を、理事会の定める手続規則
に従って、適切な通信方法によって処理すること
ができる。ただし、本細則によって別段の定めの
ある場合はこの限りでない。
17.090.  権限
すべての委員会の運営および活動は、5.040.2. 項
に準じて、理事会の管理と監督に従うものとする。
会長指名委員会の会長ノミニーの選出に関する決
定を除き、すべての委員会による措置および決定
は理事会の承認によって初めて効力を生じるもの
とする。ただし、本細則第 11.060. 節および第
11.070. 節に抵触するすべての措置および決定は、
理事会がこれを管轄するものとする。
17.100.  会員増強委員会
理事会は、少なくとも 8名の委員から成り、各委
員が少なくとも 3年の任期を務める会員増強委員
会を任命するものとする。1年ごとにずらして任
命され、委員を再任できるものとする。
第 17.100. 節に関する暫定規定
2016年規定審議会が制定案 16-90によって採択
した第 17.100. 節の改正は、理事会が適切だと判
断した方法で実施されるものとする。
17.110.  戦略計画委員会
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理事会とロータリー財団管理委員会は、8名から
成る戦略計画委員会を任命するものとする。委員
は、理事会メンバーでも、ロータリー財団管理委
員でもない人とし、4年任期を務め、毎年 2名が
任命されるものとする。委員のうち 4名は理事会
により、残りの 4名はロータリー財団管理委員会
により任命されるものとする。毎年、1名が理事
会により、1名が管理委員会によって任命される
ものとする。委員は、元会長であってはならない。
戦略計画の立案、RI および（または）ロータリー
財団のプログラムと活動、および財務管理などに
経験豊かなロータリアンでバランスよく委員会を
構成できるように選出するものとする。委員会は、
会長、RI 理事会、ロータリー財団管理委員長、ロー
タリー財団管理委員会が決定する時および場所に
おいて、通知の上、会合を開くものとする。戦略
計画委員会は、理事会と管理委員会による検討の
ために戦略計画案を作成し、推奨し、また修正す
るものとする。任務の遂行にあたっては、戦略計
画を見直し、理事会と管理委員会に提案を行うた
めに、少なくとも 3年に一度はロータリアンとロー
タリークラブを対象に調査を行い、また理事会と
管理委員会が指定するその他の任務を遂行するも
のとする。本委員会の委員長と副委員長は、会長
とロータリー財団管理委員長により共同で任命さ
れるものとする。委員を務めた期間が 3年未満の
委員は、再任されることができる。
第 17.110. 節に関する暫定規定
2016年規定審議会が制定案 16-93によって採択
した第 17.110. 節への改正は、理事会が適切だと
判断した方法で実施されるものとする。
17.120.  監査委員会
理事会は、7名から成る監査委員会を任命するも
のとし、各委員は独立した立場にあり、財務の知
識を有する者とする。委員会委員には、毎年理事
会によって任命される 2名の現職の理事会メン
バーと、毎年管理委員会によって任命される 1名
の現職のロータリー財団管理委員を含めるものと
する。さらに同委員会には、理事会によって任命
される 4名の委員を含めるものとする。これらの
委員は、理事会のメンバーでもロータリー財団管
理委員でもないものとし、6年任期を 1期務める
ものとする。監査委員会は、必要に応じて、RI と
ロータリー財団の財務報告、外部監査、内部管理
システム、内部監査、その他の関連事項について
審査し、理事会に報告するものとする。委員会は、

会長、RI 理事会、または委員会委員長が決定する
時と場所において、通知後、年に 3回まで会合を
開くものとする。また、会長あるいは委員会委員
長が必要とみなした場合には、会長または委員会
委員長が決定する時と場所において、通知後、そ
の年に追加の会合を開くものとする。運営審査委
員会委員長または同委員長が指名した人物が、委
員会への連絡担当者を務めるものとする。本委員
会は、理事会と管理委員会の顧問という役割だけ
を果たすものであり、理事会と管理委員会の定め
る本節の規定と矛盾しない職務権限の下に任務を
遂行するものとする。
17.120. 節に関する暫定規定
2016年 7月 1日より、理事でも管理委員でもな
い委員が、2017年 7月 1日から 1名加わって 6
年任期を務め、2018年 7月 1日からさらに 1名
加わって 6年任期を務めものとする。
17.130.  運営審査委員会
理事会は、6名の委員から成る運営審査委員会を
設置するものとする。各委員は、6年を超えない
任期を 1期務める。常時 6名から成る委員会構成
にするために、毎年 1名の委員を任命する。委員
は、元会長または現理事、ロータリー財団管理委
員であってはならない。経営、指導力育成、財務
管理などに経験豊かなロータリアンでバランスよ
く委員会を構成できるように選出するものとする。
委員会は、会長または RI 理事会が決定する時お
よび場所において、通知後、会合を開くものとす
る。また、理事会または会長によって必要とみな
された場合には、運営、管理手続、経営基準、そ
の他必要に応じて運営上の事項の有効性と効率性
など（ただしこれだけに限定されるものではない）
の運営事項を審査することができる。本委員会は、
理事会の顧問という役割だけを果たすものであり、
理事会の定める、本節の規定と矛盾しない、職務
権限の下に任務を遂行するものとする。運営審査
委員会は、理事会総会に直接報告するものとする。
第 18条　財務事項
18.010.  会計年度
18.020.  クラブ報告
18.030.  会費
18.040.  支払時期
18.050.  予算
18.060.  5カ年財務見通し
18.070.  監査
18.080.  報告
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18.010.  会計年度
RI の会計年度は 7月 1日に始まり 6月 30日に終
わるものとする。
18.020.  クラブ報告
毎年 7月 1日および 1月 1日、または理事会によ
り定められたほかの期日に、各クラブは、同日に
おけるそのクラブの会員数を、理事会により指定
された方法で理事会に証明しなければならない。
18.030.  会費
18.030.1.  人頭分担金
各クラブは、そのクラブの会員のおのおのにつき、
次のようにRIに人頭分担金を支払うものとする。
2016-17年度には半年ごとに米貨 28ドル、2017-
18年度には半年ごとに米貨 30ドル、2018-19年
度には半年ごとに米貨 32ドル、2019-20年度以
降には半年ごとに米貨 34ドル。人頭分担金は、規
定審議会によって改正されるまで変更されないもの
とする。
18.030.2.  追加会費
各クラブは各年度に、会員それぞれにつき、さら
に米貨 1ドル、または次回に予定されている規定
審議会および決議審議会の予測経費を賄うに足る
と理事会が決定した額をRI に支払わなければなら
ない。クラブがRI に支払うべき会費の最低額はな
いものとする。臨時規定審議会会合が招集された
場合、その費用のために、会合後のできるだけ早
い時期に追加会費を支払うものとする。この追加
会費は、厳密に規定審議会に出席するクラブ代表
議員の費用、および審議会のその他の運営の費用
に充てるために別個の資金として取っておくもの
とする。その方法については理事会が定めるもの
とする。理事会は、この収支についてクラブに報
告するものとする。
18.030.3.  会費の返還または減免
理事会は、会費の中の適正と思われる部分をクラ
ブに返還することができる。所在地域が自然災害
または同類の災害により重大な被害を受けたクラ
ブから要請があった場合、理事会は、そのクラブ
の人頭分担金を減免するか、支払いの猶予を認め
ることができる。
18.030.4.  RIBI の支払う会費
RIBI 内の各クラブは、RI の代行者としての、RIBI
を通じて第 18.030.1. 項の規定する人頭分担金を
RI に支払うものとする。RIBI は、第 18.030.1項
に従って決定された RI 人頭分担金の半分を保有
し、その残りをRI に送金するものとする。

18.030.5.  支払額の調整
ある国の通貨の平価が切り下げられて、その国の
クラブが、RI に対する債務を支弁するために、自
国通貨を過剰に支払わなければならなくなった場
合、理事会はその国のクラブが支払う金額を調整
することができる。
18.040.  支払時期
18.040.1.  人頭分担金の支払期日
毎年 7月 1日および 1月 1日、または理事会によ
り定められたほかの期日を会費支払期日とし、第
18.030.1. 項に定められた基準に基づいて支払う
ものとする。ただし、第 17.030.2. 項の下に支払
う会費は、7月 1日または理事会により定められ
たほかの期日を支払期日とし、支払うものとする。
18.040.2.  比例人頭分担金
クラブ会員に選ばれた会員のおのおのにつき、各
クラブは、会費を支払う次の期間が始まるまで比
例人頭分担金を支払うものとする。会員となって
から丸 1カ月ごとに支払うべき額は、人頭分担金
の 12分の 1とする。しかし、比例人頭分担金は、
第 4.030項に記載されている通り、移籍会員ある
いは他クラブの元会員のためにクラブが支払うこ
とはないものとする。比例人頭分担金は 7月 1日
と 1月 1日または理事会により定められたほかの
期日に支払うものとする。この人頭分担金は、規
定審議会だけが変更できる。
18.040.3.  通貨
会費は米国通貨をもって RI に支払われるものと
する。しかしながら、米国通貨をもって会費を支
払うことが不可能であるか、実際的でない場合は、
理事会は、他の通貨による支払を認可することが
できる。理事会はまた、非常事態のためそうする
ことが適切である場合は、会費支払時期の繰り延
べを許容することができる。
18.040.4.  新クラブ
クラブは、加盟が承認された日付後の、第
18.040.1. 項に基づく人頭分担金の支払期日まで、
会費支払の義務を課せられないものとする。
18.050.  予算
18.050.1.  理事会の採択
毎年、理事会は、次の会計年度に対するRI の収支
予算を採択しなければならない。総支出の予算額
は、総収入見積額を上回ってはならないものとする。
18.050.2.  予算の改訂
このような予算は、理事会がいつでも改訂できる。
ただし、総支出見積額は、総収入見積額を上回っ
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てはならない。
18.050.3.  予算支出
RI の資金は、いかなる費用であっても、理事会承
認の予算の範囲内でなければ、支払ってはならな
い。事務総長は、本項への準拠を施行する義務と
権限を持つものとする。
18.050.4.  収入見積額を超える支出：非常事態

と不測の事態
理事会は、非常事態と不測の事態に限り、全理事
の 4分の 3の投票により、収入見積額を上回る支
出を認める権限を有する。ただし、理事会は、RI
の純資産を上回る負債を生じるような支出を招い
てはならない。超過支出とそこに至るまでの経過
は、会長が 60日以内に全RI 役員に報告したうえ
次の国際大会で報告するものとする。
18.050.5.  RI の年間予算の公表
第18.050.1項の規定に従って採択したRI予算は、
理事会が決定した書式で出版し、各ロータリー年
度の 9月 30日までに全ロータリークラブに周知
させるものとする。
18.050.6.  収入見積額を超える支出：一般剰余金
第 18.050.4. 項の規定にかかわらず、一般剰余金
が、一般剰余金で賄われた支出と国際大会および
規定審議会にかかる独立採算の支出を除く、直前
までの過去 3年間における年間支出最高額の 85
パーセントを超えた場合、いかなる時でも、理事
会は、その 4分の 3の投票により、収入見積額を
上回る支出を認める権限を有する。ただし、その
支出によって一般剰余資金がその 85パーセント
レベルの 100パーセントより減少してはならな
い。超過支出とそこに至るまでの経過は、会長が
60日以内に全RI 役員に報告したうえ次の国際大
会で報告するものとする。
18.060.  5カ年財務見通し
18.060.1.  5カ年財務見通しを毎年見直す
毎年、理事会は、5カ年財務見通しを審議するも
のとする。その見通しには、RI の総収入と総支出
の予測を記載するものとする。その見通しには、
RI の資産と負債と残高の予測をも記載するものと
する。
18.060.2.  5カ年財務見通しを規定審議会に提出
財務見通し 5カ年財務見通しは、財務に関する立
法案の背景情報として理事会から規定審議会に提
出されるものとする。
18.060.3.    5カ年財務見通しの最初の年は規定

審議会開催年

財務見通し 5カ年財務見通しの第１年目は、規定
審議会が開かれている年度とする。
18.060.4.    ロータリー研究会における 5カ年財

務見通しに関する説明発表
5カ年財務見通しは、討議に付すために各ロータ
リー研究会において理事または他の理事会の代理
が説明発表するものとする。
18.070.  監査
理事会は、少なくとも年 1回RI の監査を行う。こ
のような監査は、免許を持つ会計士、公認会計士
または税理士、もしくは監査の行われる国、州ま
たは県において一般にその権威を認められている
監査人が実施する。事務総長は理事会の要求があ
ればいつでも、帳簿類と伝票類を提出しなければ
ならない。
18.080.  報告
会計年度終了後の 12月末までに、事務総長は、
監査済みの年次報告を公表するものとする。この
報告には、会長、会長エレクト、会長ノミニー、
各理事に弁済されたすべての経費、ならびに会長、
会長エレクト、会長ノミニー、各理事の代わりに
支払われたすべての経費が、役職ごとに明記され
るものとする。なお、この報告には、会長室に支
払われたたすべての経費、および会長室の代わり
に支払われたすべての経費を明記するものとする。
この報告書にはさらに、理事会、RI 年次国際大会、
事務局の主要な各管理運営部門の費用を含めるも
のとする。第 18.050.1. 項に従って採択した予算、
また必要であれば第 18.050.2. 項に従って改定し
た予算と各費目を比較した報告書を添付するもの
とする。支出が、それぞれの部門で、承認された
予算と 10パーセント以上異なるときは、報告書
に詳細な情報と事情を記述するものとする。この
報告書は、RI の現および元役員それぞれに配布さ
れるものとする。クラブは請求すればこの報告書
を入手できるものとする。規定審議会の直前の年
の監査報告は、審議会開会の少なくとも 30日前
までに事務総長から審議会議員に郵送するものと
する。
第 19条　名称と徽章
19.010.  RI の知的所有権の保全
19.020.  RI の知的所有権の使用の制限
19.010.  RI の知的所有権の保全
理事会はRI の徽章、バッジその他の記章をもっぱ
ら全ロータリアンのみの使用と、その利益のため
に確保し保全するものとする。
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19.020.  RI の知的所有権の使用の制限
RI ならびにクラブの名称、徽章、バッジその他の
記章を、クラブまたはクラブの会員が商品の商標
または特別銘柄として使用し、あるいはその他商
業上の目的のために使用することは一切できない。
これらの名称、徽章、バッジその他の記章を他の
名称または徽章と組み合わせて使用することはRI
の承認しないところである。
第 20条　その他の会合
20.010.  国際協議会
20.020.  ロータリー研究会
20.030.  元会長審議会
20.040.  会議運営手続規則
20.010.  国際協議会
20.010.1.  目的
毎年国際協議会を開催するものとする。その目的
は、ガバナーエレクトに、ロータリー教育を行い、
運営上の任務を指導し、鼓舞激励し、さらに、出
席しているエレクトや他の人に、次年度のロータ
リープログラムや活動の実施方法を討議・計画す
る機会を与えることである。
20.010.2.  時と場所
理事会は国際協議会の会合する時と場所を決定す
るものとする。会長エレクトは、プログラム決定
の責務を負うものとし、国際協議会の手配を監督
するために設置された委員会の委員長を務めるも
のとする。国際協議会は 2月 15日前に開催され
なければならない。理事会は、国際協議会開催地
を選ぶに当たり、ロータリアンが国籍だけを理由
として参加できないことのないようあらゆる努力
を払わなければならない。
20.010.3.  参加者
国際協議会に出席する権限のある参加者には次の
人が含まれる：会長、理事、会長ノミニー、理事
エレクト、理事ノミニー、事務総長、ガバナーエ
レクト、RIBI 役員ノミニー、RI 各種委員会委員長、
およびその他理事会の指定する者。
20.010.4.  特別、または局地的、協議会
非常事態または特別の事情に対応するために、理
事会は二つまたはそれ以上のこのような特別協議
会もしくは局地的協議会を開催する手配をするこ
とができる。
20.020.  ロータリー研究会
会長は、情報提供のための年次会合であるロータ
リー研究会の開催を許可することができる。ロー
タリー研究会には、RI の元、現ならびに次期役員、

また招集者によって招待されたその他のロータリ
アンや来賓が出席できるものとする。ロータリー
研究会は、RI、ゾーン、ゾーン内のセクション、
もしくは複数ゾーンのグループで開催されるもの
とする。
20.030.  元会長審議会
20.030.1.  構成
クラブの会員籍を有する元会長をもって構成され
る元会長審議会を常設するものとする。会長は本
審議会の職権上のメンバーとなるものとし、その
会議に出席し、議事に参加する特典を有するもの
とする。しかしながら、議事に関する投票権は持
たないものとする。
20.030.2.  役員
直前会長のすぐ前の元会長を審議会の議長とし、
さらに直前元会長をその副議長とする。事務総長
は、元会長審議会の幹事となるが、審議会のメン
バーではない。
20.030.3.  任務
元会長審議会は、会長または理事会から付託され
た事項を通信によって考察するものとし、これに
ついて理事会に進言し勧告することができる。審
議会はまた、理事会の要請に応じて、クラブ、地
区および役員が関わる事柄の調停者としての役割
を果たすものとする。
20.030.4.  会合
会長または理事会は、元会長審議会の合議とその
進言が必要であると考える場合、元会長審議会を
招集することができる。このように招集された場
合、会長または理事会が付託した事項を議題とし
て審議するものとする。審議会議長は、会合後、
必ず理事会に報告するものとする。理事会が報告
の一部または全部を発表しない限り、この報告を
公表してはならない。
20.030.4.1.  国際大会および国際協議会での会合
元会長審議会は、年次国際大会および（または）
国際協議会において会合を開くものとする。
20.040.  会議運営手続規則
あらゆるロータリーの会議、協議会、大会または
国際大会において、定款、細則、もしくはRI 採用
の特別議事規則によって特に定められていない手
続上の問題は、当該会合の議長が決定するものと
する。このような手続上の問題については、公正
さを基本として配慮する。ただし、提訴は認めら
れるものとする。
第 21条　機関雑誌
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21.010.  機関雑誌出版の権限
21.020.  購読料
21.030.  雑誌の購読
21.010.  機関雑誌出版の権限
理事会は、RI の機関雑誌発行の責任を負うものと
する。機関雑誌は、理事会が認可する幾つかの異
なった版で出版されるものとする。そのうち、基
本的な版は英語で出版されるものとし、これをザ・
ロータリアン誌と称する。機関雑誌の目的は、RI
の目的とロータリーの目的の推進について理事会
を助ける媒体としての役割を果たすことである。
21.020.  購読料
21.020.1.  購読料
各機関誌の購読料は、すべて理事会がこれを定め
るものとする。
21.020.2.  購読義務
米国およびカナダ内のクラブの各会員は、会員籍
にある限り、すべて機関雑誌の有料購読者となら
なければならない。同じ住所に住む 2人のロータ
リアンには、機関雑誌を合同で講読する選択肢が
ある。かかる購読料は、クラブが会員から徴収し、
会員に代わってRI に送金しなければならない。各
会員は、印刷された雑誌を郵送で受け取るか、イ
ンターネットで電子版の雑誌を受け取るかを選択
できるものとする。
21.020.3.  雑誌収入
年度内の雑誌収入は、その一部といえども雑誌の
発行およびその改善以外の目的のために充当させ
てはならない。支出を上回る収入剰余金は、理事
会による別段の規定がある場合を除き、年度末に
RI の一般剰余金に繰り入れられるものとする。
21.030.  雑誌の購読
21.030.1.  購読義務
米国およびカナダ以外のクラブの各会員が、RI の
機関雑誌またはRI の理事会が承認し、当該クラブ
に対して指定したロータリーの雑誌の有料講読者
とならなければならない。同じ住所に住む 2人の
ロータリアンには、機関雑誌、または理事会が承
認し、そのクラブに対して指定したロ ータリー雑
誌を合同で購読する選択肢がある。本人が会員で
ある限り、その購読を続けなければならない。各
会員は、郵送で送られる印刷版か、インターネッ
トを通じた電子版のいずれかの選択肢を選べるも
のとする（電子版が発行されている場合）。
21.030.2.  購読義務免除
会員が機関雑誌およびクラブ用に定められた理事

会承認の公式雑誌に用いられている言語を読めな
い場合は、理事会によって、そのクラブに対する
本節の規定の適用が免除される。
第 22条　ロータリーのウェブサイト
理事会はRI のウェブサイトを開設し、維持する責
任がある。このウェブサイトはロータリーのウェ
ブサイトと称され、理事会が承認した複数の言語
で開かれるものとする。このウェブサイトの目的
は理事会がRI の目的とロータリーの目的を推進す
るのを助けることである。RI、地区、およびクラ
ブは適切な言語によるウェブサイトを維持するよ
う強く奨励され、可能な場合、こうしたウェブサ
イトにロータリーのウェブサイトへのリンクを設
けるものとする。
第 23条　ロータリー財団
23.010.  財団の目的
23.020.  管理委員会
23.030.  管理委員の任期
23.040.  管理委員の報酬
23.050.  管理委員会の経費
23.060.  管理委員会の報告
23.010.  財団の目的
RI のロータリー財団は、財団の法人設立定款およ
び細則に従って、ロータリー財団管理委員会が人道
的、教育的目的のためにのみ運営するものとする。
法人設立定款と細則は、管理委員会が理事会の同
意を得て改正できるが、そのほかの方法はない。
23.020.  管理委員会
会長エレクトが推薦し、理事会が選出した 15名
の管理委員がいなければならない。各管理委員は
就任する前の年度に選出される。管理委員のうち
4名は、RI の元会長とする。すべての管理委員は、
財団細則に挙げた資格条件を満たさなければなら
ない。
23.020.1.  管理委員の空席
管理委員に空席が生じた場合、残存期間を埋める
新しい管理委員を会長が指名し、理事会が選出す
るものとする。
23.030.  管理委員の任期
管理委員の任期は 4年とする。管理委員は再任す
ることができる。
23.040.  管理委員の報酬
管理委員は無報酬でその任を務めるものとする。
23.050.  管理委員会の経費
管理委員会は、理事会の承認があった場合にのみ、
財団資産から支出する。ただし、次の 2種類の支
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出は、管理委員会の承認だけで差し支えない。（1）
財団の管理運営に必要な経費。（2）財団への贈与
または遺贈の条件により定められた通り、収益ま
たは元金からの支出。
23.060.  管理委員会の報告
管理委員会は、財団のプログラムと財務について
少なくとも年 1度RI に報告するものとする。財団
の年次報告は、役職ごとに、それぞれの管理委員
に弁済されたすべての経費、ならびに代わって行
われたすべての支払いが明確に記載されるものと
する。
第 24条　補償
理事会は、RI 理事、役員、従業員、代行者の補償
方針を設定、実施することができる。
第 25条　仲裁および調停
25.010.  意見の相反
25.020.  調停または仲裁の期限
25.030.  調停
25.040.  仲裁
25.050.  仲裁人または裁定人の決定
25.060.  調停または仲裁の費用
25.010.  意見の相反
理事会の決定に関すること以外で、ロータリーク
ラブの現会員または元会員、ロータリー地区、RI、
または RI 役員との間に意見の食い違いが起こり、
友好的に解決できない場合、その問題は、論争当
事者のいずれかが事務総長に要請し、調停によっ
て解決されるか、または調停が論争当事者のいず
れかによって拒否された場合は、仲裁によって解
決されるものとする。調停や仲裁の要請は、論争
が起きてから 60日以内に行うものとする。
25.020.  調停または仲裁の期限
調停または仲裁の場合、理事会は論争当事者と協
議して、調停または仲裁の要請を受理してから 90
日以内に、調停または仲裁の日取りを決定するも
のとする。
25.030.  調停
調停の手続きは、理事会により定められるものと
する。論争当事者のいずれかが、事務総長または
調停のために事務総長によって任命されたほかの
者に、論争当事者が所属するクラブ以外のロータ
リークラブ会員で、適切な調停技能と経験を有す
る者を調停人として指名するよう要請できるもの
とする。
25.030.1.  調停の結果
調停によって当事者同士が合意に達した結果もし

くは決定は、記録されるものとし、各当事者がそ
の記録をそれぞれ保管するものとする。さらに、
理事会にも記録を 1部提出し、事務総長がそれを
保管するものとする。両論争当事者への通知とし
て、当事者が承諾できる結果に関する要約文を作
成するものとする。当事者の一方が調停内容を十
分に履行しなかった場合、もう一方は事務総長を
通じて、更に調停を要請することができる。
25.030.2.  調停の失敗 
調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当
事者は本条の第 25.040節に定める仲裁に訴える
ことができる。 
25.040.  仲裁 
仲裁が要求された場合、両当事者はそれぞれ 1名
の仲裁人を指定し、両仲裁人は 1名の裁定人を指
定するものとする。裁定人または仲裁人には、論
争当事者の所属するロータリークラブ以外のロー
タリークラブ会員のみが指定されることができる。 
25.050.  仲裁人または裁定人の決定 
もし仲裁が要求され、仲裁人によって合意に達し
た決定もしくは、両仲裁人が意見の一致を見なかっ
た場合、裁定人による決定が最終であって、当事
者すべてを拘束するものとなり、提訴することは
できない。 
25.060.  調停または仲裁の費用 
論争解決にかかる費用は、調停または仲裁にかかわ
らず、調停人または裁定人による別段の決定がない
限り、両論争当事者が等しく負担すべきである。
第 26条　改正 
本細則は第 7.060. 節の臨時審議会の規定を除き、
規定審議会に出席し投票した人の過半数によって
のみ改正することができる。



標
準
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
定
款

－ 810 －

________________________ ロータリークラブ
第 1条　定義
本条の語句は、本定款で使われる場合、他に明確
に規定されない限り、次の意味を持つものとする。
1. 理事会： 本クラブの理事会
2. 細則： 本クラブの細則
3. 理事： 本クラブの理事会メンバー
4. 会員： 名誉会員以外の本クラブ会員
5. RI： 国際ロータリー
6.  衛星クラブ：  潜在的クラブ。その会員は本

クラブの会員でもある。
　（該当する場合）：
7. 年度： 7月 1日に始まる 12カ月間

第 2条　名称
本会の名称は、
_____________________ ロータリークラブとする。

（国際ロータリー加盟会員）
(a) 本会の衛星クラブ（該当する場合）の名称は、
________________________  ロータリー衛星クラブ
（ ______________ ロータリークラブの衛星クラブ）
とする。

第 3条　クラブの目的
本クラブの目的は、「ロータリーの目的」の達成を
目指し、五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉
仕プロジェクトを実施し、会員増強を通じてロー
タリーの発展に寄与し、ロータリー財団を支援し、
クラブレベルを超えたリーダーを育成することで
ある。
（*訳注：「第 3条 クラブの目的」の原文は「Article 
3 Purposes」ですが、既存の第 5条「目的」
［Object］と区別するため、上記の訳では「クラ
ブの」が補足されています。）
* 国際ロータリー細則は、RI に加盟したロータリー
クラブが所定の標準ロータリークラブ定款を採用
することと規定している。

第 4条　クラブの所在地域
本クラブの所在地域は、次の通りとする。
________________________________________
________________________________________

第 5条　目的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として
奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具
体的には、次の各項を奨励することにある：
第１　 知り合いを広めることによって奉仕の機

会とすること；
第２　 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕

事はすべて価値あるものと認識し、社会に
奉仕する機会としてロータリアン各自の職
業を高潔なものにすること；

第３　 ロータリアン一人一人が、個人として、
また事業および社会生活において、日々、
奉仕の理念を実践すること；

第４　 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的
ネットワークを通じて、国際理解、親善、
平和を推進すること。

第 6条　五大奉仕部門
ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリークラ
ブの活動の哲学的および実際的な規準である。
1.  奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラ

ブの機能を充実させるために、クラブ内で会
員が取るべき行動に関わるものである。

2.  奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業およ
び専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業
務はすべて尊重されるべきであるという認識
を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理
念を実践していくという目的を持つものであ
る。会員の役割には、ロータリーの理念に従っ
て自分自身を律し、事業を行うこと、そして
自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに
役立てるために、クラブが開発したプロジェ
クトに応えることが含まれる。

3.  奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの
所在地域または行政区域内に居住する人々の
生活の質を高めるために、時には他と協力し
ながら、会員が行うさまざまな取り組みから
成るものである。 

4.  奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物など
を読むことや通信を通じて、さらには、他国
の人々を助けることを目的としたクラブのあ
らゆる活動やプロジェクトに協力することを

標準ロータリークラブ定款（2016年版）
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通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、
願い、問題に対する認識を培うことによって、
国際理解、親善、平和を推進するために、会
員が行う活動から成るものである。

5.  奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力
養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際
奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文
化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、
青少年ならびに若者によって、好ましい変化
がもたらされることを認識するものである。

第 7条　例会と出席に関する規定の例外
本定款の第 8条第 1節、第 12条、第 15条第 4
節に従わない規定または要件を細則に含めること
ができる。そのような規定または要件は、本定款
の上記の節の規定または要件に優先する。ただし、
クラブは少なくとも月に 2回、例会を行わなけれ
ばならない。

第 8条　会合
第 1節 ― 例会。［本節の規定への例外は第 7条を
参照のこと］
(a)  日および時間。本クラブは、毎週 1回、細則

に定められた日および時間に、定期の会合を
開かなければならない。例会は、直接顔を合
わせるか、オンラインでの例会、またはこれ
らの方法では例会に出席できない会員のため
に、オンラインでつながる方法を利用できる。
あるいは毎週、もしくは前もって定められた
週にクラブのウェブサイト上に参加型の活動
を載せることによって例会を開くものとする。
ウェブサイト上で開く場合、会合は、ウェブ
サイトに参加型の活動が掲載される日をもっ
て開かれるとみなされるものとする。

(b)  会合の変更。正当な理由がある場合は、理事
会は、例会を、前回の例会の翌日から次の例
会の前日までの間のいずれかの日または定例
日の他の時間または他の場所に変更すること
ができる。

(c)  取消。例会日が一般に認められた祝日を含む
国民の祝日に当たる場合、またはその週に一
般に認められた祝日を含む国民の祝日が含ま
れる場合、またはクラブ会員が死亡した場合、
または全地域社会にわたって流行病もしくは
災害が発生した場合、または地域社会での武
力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、理

事会は、例会を取りやめることができる。理
事会は、本項に明記されていない理由であっ
ても、1年に 4回まで例会を取りやめること
ができる。ただし、本クラブが 3回を超えて
続けて例会を開かないようなことがあっては
ならない。 

（d）  衛星クラブの例会（該当する場合）。細則によ
り定められている場合、衛星クラブは、会員
により定められた場所と日時において、毎週 1
回、定期の会合を開くものとする。例会の日、
時間、場所は、本条第 1節（b）と同様の方法
で変更できる。衛星クラブの各会合は、本条
第 1節（c）に列記されたいずれの理由によっ
ても取りやめることができる。投票手続は細
則の規定通りである。

第 2節 ― 年次総会。
（a）  役員を選挙するための年次総会は、細則の定

めるところに従い、毎年 12月 31日までに開
催されなければならない。

（b）  衛星クラブ（該当する場合）は、衛星クラブ
の管理全般を担う役員を選挙するため、12月
31日までに年次総会を開催するものとする。

第 3節― 理事会の会合。理事会のすべての会合に
ついて書面による議事録が提供されるべきである。
この議事録は当該会合後 60日以内に全会員が入
手できるようにすべきである。

第 9条　会員身分に関する規定の例外
本定款の第 10条第 2節と 4～ 8節に従わない規
定または要件を細則に含めることができる。その
ような規定または要件は、本定款の上記の節の規
定または要件に優先するものとする。

第 10条　会員身分
［本条の第 2節および 4～ 8節への例外は第 9条
を参照のこと］
第 1節 ― 全般的資格条件。本クラブは、善良さ、
高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、職業
上および（または）地域社会でよい評判を受けて
おり、地域社会および（または）世界において奉
仕する意欲のある成人によって構成されるものと
する。
第 2節 ― 種類。本クラブの会員の種類は正会員
および名誉会員の 2種類とする。
第 3節 ― 正会員。RI 定款第 5条第 2節に定めら
れた資格条件を有する者は、これを本クラブの正
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会員に選ぶことができる。
第 4節 ―衛星クラブの会員。衛星クラブの会員は
スポンサークラブの会員でもあり、これは衛星ク
ラブがロータリークラブとしてRI から加盟が認め
られるまで続く。
第 5節 ―二重会員。同時に、本クラブと、本クラ
ブの衛星クラブ以外の別のクラブにおいて、正会
員になることはできない。いかなる人も本クラブ
において、正会員であると同時に名誉会員の資格
を保持することはできない。
第 6節 ― 名誉会員。
(a)  名誉会員の資格条件。ロータリーの理念を推

進するために称賛に値する奉仕をした人、お
よびロータリーの目的を支援したことでロー
タリーの友人であるとみなされた人を本クラ
ブの名誉会員に選ぶことができる。かかる会
員の身分の存続期間は、理事会によって決定
されるものとする。その人は、二つ以上のク
ラブで名誉会員身分を保持できる。

(b)  権利および特典。名誉会員は、会費の納入を
免除されるが、投票権を持たず、クラブのい
かなる役職にも就くことができない。名誉会
員は、職業分類を保持しないが、本クラブの
あらゆる会合に出席することができ、その他
クラブのあらゆる特典を享受することができ
る。本クラブの名誉会員は、他のクラブにお
いてはいかなる権利または特典も認められな
いものとする。ただし、ロータリアンの来賓
としてではなく他のクラブを訪問する権利は
認められている。

第 7節 ― 公職に就いている人。一定の任期の間
選挙または任命によって公職にある者は、当該公職
の職業分類の下に本クラブの正会員となる資格を
有しないものとする。この制約は、学校、大学その
他の教育施設に奉職する者または裁判官に選挙も
しくは任命された者には適用されない。会員で一定
の任期をもった公職に選挙または任命された者は、
その公職に在任中、以前の職業分類の下に、引き
続き会員としての身分を保持することができる。
第 8節 ― RI の職員。本クラブは、RI に雇用され
ている人を会員として保持できる。

第 11条　職業分類
第 1節 ― 一般規定。
(a)  主な活動。各会員は、その事業、専門職務、

または社会奉仕の種類に従って分類されるも

のとする。職業分類は本人の所属する会社、
企業、団体の主要かつ一般世間がそのように
認めている事業活動を示すものか、本人の主
たるかつまた一般世間がそのように認めてい
る事業または専門職務を示すものか、本人の
社会奉仕活動の種類を示すものでなければな
らない。

(b)  是正または修正。理事会は、正当な理由があ
る場合、在籍中の会員の職業分類を是正また
は修正することができる。是正または修正の
提案については、当該会員に対して然るべき
予告が与えられ、その会員には、これに対し
て聴聞の機会が与えられなければならない。

第 2節 ― 制限。5名またはそれ以上の正会員が
いる職業分類からは、正会員を選出してはならな
い。ただし、会員数が 51名以上のクラブの場合
は、同一職業分類に属する正会員がクラブ正会員
の 10パーセントより多くならない限り、その職
業分類の下に正会員を選出することができる。引
退した会員は、その職業分類に属する会員総数に
含めてはならない。選出によってクラブ会員数が
職業分類の制限を一時的に超えることになっても、
クラブの移籍会員または元クラブ会員、またはロー
ターアクターあるいはRI 理事会によって定義され
たロータリー学友の職業分類は、正会員に選出さ
れることを妨げるものであってはならない。会員
が職業分類を変更した場合、クラブは、これらの
制限にかかわらず、同会員の会員身分を新しい職
業分類の下で継続することができる。

第 12条　出席
［本条の規定への例外は第 7条を参照のこと］
第 1節 ― 一般規定。各会員は本クラブの例会、
あるいは細則により定められている場合は衛星ク
ラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェク
トおよびその他の行事や活動に参加するべきもの
とする。会員が、ある例会に出席したものとみな
されるには、その例会時間の少なくとも 60パー
セントに直接またはオンラインのつながりを使っ
て出席するか、または、会合出席中に不意にその
場を去らなければならなくなった場合、その後そ
の行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由
を提示するか、または、クラブのウェブサイトに
例会が掲載されてから 1週間以内にその例会に参
加するか、または、次のような方法で欠席をメー
クアップしなければならない。
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(a)  例会の前後 14日間。例会の定例の時の前 14
日または後 14日以内に、

(1) 他のロータリークラブ、他のロータリークラ
ブの衛星クラブ、または仮クラブのいずれかの
例会の少なくとも 60パーセントに出席するこ
と。または、
(2) ローターアクトクラブ、インターアクトクラ
ブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー親
睦活動、あるいは仮ローターアクトクラブ、仮
インターアクトクラブ、仮ロータリー地域社会
共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席す
ること。または、
(3) RI 国際大会、規定審議会、国際協議会、RI
元ならびに現役員のためのロータリー研究会、
RI 元、現ならびに次期役員のためのロータリー
研究会または、RI 理事会またはRI 理事会を代行
するRI 会長の承認を得て招集された他の会合、
ロータリー合同ゾーン大会、RI の委員会会合、
ロータリー地区大会、ロータリー地区研修・協
議会、RI 理事会の指示の下に開催された地区会
合、地区ガバナーの指示の下に開催された地区
委員会、または正式に公表されたロータリーク
ラブの都市連合会に出席すること。または、
(4) 他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会
に出席の目的をもってそのクラブの例会定刻に
定例会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の
時間または場所において例会を開いていなかっ
た場合。または、
(5) 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまた
はクラブが提唱した地域社会の行事や会合に出
席すること。または、
(6) 理事会の会合、または理事会が承認した場合、
選任された奉仕委員会の会合に出席すること。
または、
(7) クラブのウェブサイトを通じて、平均 30分
の参加が義務づけられた相互参加型の活動に参
加すること。

会員が 14日以上にわたり海外で旅行している場
合、会員が旅行中他国で他クラブあるいは衛星ク
ラブの例会に出席するならば、メークアップ期間
に拘束されない。このような出席は、会員の海外
旅行中欠席した例会のメークアップとして有効と
みなされる。
(b) 例会時において。例会のときに、
(1) 本節（a）項の（3）に挙げた会合の一つに
出席するため、適切な直行日程による往復の途

次にある場合。または、
(2) RI の役員、委員、ロータリー財団管理委員が
ロータリーの職務に携わっている場合。または、
(3) 地区ガバナーの特別代表として、新クラブ結
成中、ロータリーの職務に携わっている場合。
または、
(4) RI に雇用されている者が、ロータリーの職
務に携わっている場合。または、
(5) メークアップすることができないような僻遠
の地で、地区、RI、またはロータリー財団の提
唱する奉仕プロジェクトに直接かつ積極的に従
事している場合。または、
(6) 理事会が正当に承認したロータリー職務に従
事していて、例会に出席できない場合。
第 2節 ― 転勤による長期の欠席。会員が転勤先
で長期にわたって実際に業務に従事している場合、
会員の所属クラブと転勤先の指定クラブ間の合意
があれば、会員は、転勤先における指定クラブの
例会への出席が所属クラブの出席の代わりとなる。
第 3節 ― 出席規定の免除。次のような場合、出
席規定の適用は免除されるものとする。
(a)  理事会の承認する条件と事情による欠席の場

合。理事会は、正当かつ十分な理由による会
員の欠席を認める権限を持つ。このような出
席規定の適用の免除は、最長 12カ月間までと
する。ただし、健康上の理由あるいは子ども
の誕生、養子縁組、または里親となることに
より 12カ月間を超えて欠席となる場合は、理
事会が改めて、当初の 12カ月の後に、さらに
一定期間の欠席を認めることができる。

(b)  一つまたは複数のロータリークラブのロータ
リー歴と会員の年齢の合計が 85年以上であ
り、一つまたは複数のクラブで少なくとも 20
年の会員歴があり、さらに出席規定の適用を
免除されたい希望を、書面をもって、クラブ
幹事に通告し、理事会が承認した場合。

第 4節 ― RI 役員の欠席。会員が現役のRI 役員ま
たは現役のRI 役員の配偶者／パートナーである場
合、その会員に対する出席規定の適用は免除され
るものとする。
第 5節 ― 出席の記録。本条第 3節（a）の下に出
席規定の適用を免除された会員がクラブ例会を欠
席した場合、その会員と会員の欠席は、出席記録
に含まれないものとする。本条第 3節（b）また
は第 4節の下に出席規定の適用を免除された会員
がクラブ例会に出席した場合、その会員と会員の
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出席は、本クラブの出席率の算出に使う会員数と
出席者数に含まれるものとする。

第 13条　理事および役員および委員会
第 1節 ― 管理主体。本クラブの管理主体は、細
則の定めるところによって構成される理事会とす
る。
第 2節 ― 権限。理事会は全役員および全委員会
に対して総括的管理権を持つものとし、正当な理
由がある場合は、そのいずれをも罷免することが
できる。
第 3節 ― 理事会による最終決定。クラブのあら
ゆる事項に関する理事会の決定は最終的なもので
あって、クラブに対して提訴する以外にはこれを
覆す余地はない。しかしながら、会員身分の終結
の決定に関しては、会員は第 15条第 6節の規定
に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁
に訴えることができる。このような提訴の場合、
提訴の対象となった決定は、理事会が指定した例
会において、定足数の出席を得て、その出席会員
の 3分の 2の投票によってのみ覆すことができる
ものとする。そして、当該例会の少なくとも 5日
前に、当該提訴の予告が、幹事により、各会員に
対して与えられていなければならない。もし提訴
が行われた場合は、クラブの決定が最終決定とな
る。
第 4節 ― 役員。クラブの役員は、会長、直前会長、
会長エレクト、幹事、会計とし、1名または数名
の副会長を役員に含めることができ、これら全員
を理事会メンバーとする。また、会場監督も役員
であるが、細則の定めるところに従って、理事会
のメンバーとすることができる。クラブ役員は定
期的に衛星クラブの例会に出席するものとする。
第 5節 ― 役員の選挙。
(a)  会長を除く役員の任期。各役員はクラブ細則

の定めるところに従って選挙されるものとす
る。会長を除き、各役員は選挙された直後の 7
月 1日に就任し、選挙された任期中または後
任者が然るべく選挙されかつ適格となるまで
在任するものとする。

(b)  会長の任期。会長は、細則の定めるところに
従って、就任する日の直前 18カ月以上 2年
以内に選挙されるものとし、選挙された時点
から会長ノミニーを務めるものとする。会長
ノミニーは、会長として就任する前の年度の 7
月 1日に、会長エレクトの役職名が与えられ

るものとする。会長は、7月 1日に就任し、1
年間、または後任者が然るべく選挙されて適
格となるまで、その職務に当たるものとする。

(c)  資格要件。各役員および各理事は、いずれも、
本クラブの瑕疵なき会員でなければならない。
クラブ会長の候補者は、指名に先立つ少なく
とも 1年間、本クラブの会員であるものとす
る。ただし、1年未満であっても、当該会員の
奉仕がこの要件の趣旨を満たしていると地区
ガバナーが判断した場合は例外となる。会長
エレクトは、ガバナーエレクトから特に免除
されない限り、会長エレクト研修セミナーと
地区研修・協議会に必ず出席しなければなら
ない。免除された場合は、所属クラブによっ
て指名された代理を必ず派遣しなければなら
ない。この代理人は会長エレクト本人に対し
結果報告するものとする。会長エレクトが、
ガバナーエレクトからの免除を受けずに、会
長エレクト研修セミナーおよび地区研修・協
議会に出席しない場合、あるいは、免除され
ても指定の代理をこれらの会合に派遣しな
かった場合、かかる会長エレクトはクラブ会
長に就任できないものとする。このようなこ
とが起こった場合、会長エレクト研修セミナー
および地区研修・協議会、もしくはガバナー
エレクトが十分であるとみなした研修に出席
した後任者が正式の手続きによって選挙され
るまで、現会長が継続してクラブ会長を務め
るものとする。

第 6節 ̶ 本クラブの衛星クラブの組織運営（該
当する場合）。衛星クラブは、本クラブと同じ、ま
たはその周辺地域に所在するものとする。
(a)   衛星クラブの監督。本クラブは、理事会が適

切とみなす一般的な監督と支援を、衛星クラ
ブに提供するものとする

(b)   衛星クラブの理事会。衛星クラブの日々の運
営のため、衛星クラブ独自の理事会を毎年選
出するものとする。この理事会は会員から選
ばれ、細則の定めるところに従って、衛星ク
ラブの役員および 4～ 6名のその他の会員に
より構成される。衛星クラブの最高役員は議
長（chair）であり、その他の役員は、直前議長、
議長エレクト、幹事、会計である。衛星クラ
ブ理事会は、本クラブの指導の下、ロータリー
の規定、要件、方針、目標、目的に従って、
衛星クラブの日々の運営とクラブ活動の管理
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を担う。本クラブ内または本クラブに対して、
いかなる権限も持たない。

(c)   衛星クラブの報告手続。衛星クラブは、毎年、
クラブ会員と、クラブの活動およびプログラ
ムに関する報告書を、本クラブの会長と理事
会に提出するものとする。この報告書には、
財務諸表と監査済みの会計報告を添付するも
のとし、これらは、本クラブの年次総会に向
けた報告書に含まれる。また、本クラブから
の要請に応じて、その他の報告書を随時提出
する。

第 7節̶ 委員会。本クラブは次の委員会を有すべ
きである。
•  クラブ管理運営
•  会員増強
•  公共イメージ
•  ロータリー財団
•  奉仕プロジェクト

必要に応じて追加の委員会を任命できる。

第 14条　会費
すべての会員は、細則の定める年会費を納入する
ものとする。

第 15条　会員身分の存続
第 1節 ― 期間。会員身分は、次に定めるところ
によって終結しない限り、本クラブの存する間存
続するものとする。
第 2節 ― 自動的終結。 
(a)  会員の資格条件。会員が、会員資格条件に欠

けるようになったとき、会員身分は自動的に
終結するものとする。ただし、

(1) 理事会は、会員が本クラブの所在地域外、も
しくはその周辺地域外に移転する場合、新しい
地域社会にあるロータリークラブを訪問して知
り合いになってもらうために 1年以内の期間に
限って、出席義務規定の特別免除を与えること
ができる。ただし、この場合、同会員は引き続
きクラブ会員たるすべての条件を満たしている
ことが前提である。
(2) 理事会は、本クラブの所在地域外、もしくは
その周辺地域外に移転する会員の会員身分を保
持できる。ただし、同会員は引き続きクラブ会
員たるすべての条件を満たしていることが前提
である。

(b)  再入会。会員の会員身分が本節（a）項の規定

によって終結した場合、終結時におけるその
会員の身分が瑕疵なきものであれば、同人は、
同じ職業分類または別の職業分類の下に、新
たに入会申込をすることができる。

(c)  名誉会員の会員身分の終結。名誉会員の会員
身分は、理事会が決定した期間の終了をもっ
て自動的に終結する。しかしながら、理事会
は名誉会員身分の期間をさらに延長すること
ができる。理事会はいつでも名誉会員身分を
取り消すことができる。

第 3節 ― 終結 ― 会費不払。
(a)  手続。所定の期限後 30日以内に会費を納入し

ない会員に対しては、その分かっている最新
の宛先に、幹事が、書面をもって催告しなけ
ればならない。催告の日付後 10日以内に会費
が納入されなければ、理事会の裁量に従って
当該会員の会員身分を終結して差し支えない。

(b)  復帰。理事会は、その嘆願がありかつクラブ
に対する同人のすべての負債が完済されれば、
元会員を会員身分に復帰させることができる。
しかしながら、同人の以前の職業分類が本定
款の第 11条第 2節に適っていない場合は、
いかなる元会員も正会員に復帰させることは
できない。 

第 4節 ― 終結 ― 欠席。［本節の規定への例外は
第 7条を参照のこと］
(a) 出席率。会員は、
(1) 年度の各半期間において、メークアップを含
むクラブ例会または衛星クラブ例会の出席率が
少なくとも 50パーセントに達しているか、ク
ラブのプロジェクトおよびその他の行事や活動
に少なくとも 12時間参加していなければなら
ない。または、バランスの取れた割合でその両
方を満たしていなければならない。
(2) 年度の各半期間に、本クラブまたは衛星クラ
ブの例会総数のうち少なくとも 30パーセント
に出席、またはクラブのプロジェクトおよびそ
の他の行事や活動に参加しなければならない（RI
理事会によって定義されたガバナー補佐は、こ
の義務を免除されるものとする）。
会員が規定通り出席できない場合、その会員身
分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認
めない限り、終結することができる。

(b)  連続欠席。会員の会員身分は、理事会が正当
かつ十分な理由があると認めない限り、また
は第 12条第 3節もしくは第 4節に従う場合
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を除き、連続 4回例会に出席せず、またメー
クアップもしていない場合、クラブ理事会は、
その欠席がクラブ会員身分の終結を要請して
いると考えられる旨通知するものとする。そ
の後、理事会は、過半数によって、会員の会
員身分を終結することができる。

第 5節 ― 他の原因による終結。
(a)  正当な根拠。理事会は、いずれの会員も、本

クラブの会員としての資格条件に欠けるよう
になった場合、もしくは他に十分と認められ
る根拠があれば、特にその目的のために招集
された理事会の会合において、出席し投票し
た全理事の 3分の 2を下回らない賛成投票に
よって、その会員身分を終結することができ
る。本会合の指針となる原則は、第 10条の第
1節、「四つのテスト」、およびロータリークラ
ブ会員として持つべき高い倫理基準とする。

(b)  通知。本節（a）項の下に会員身分を終結する
前に、当該会員は、かかる懸案案件について、
少なくとも 10日間の予告を書面によって与え
られ、理事会に対して書面による答弁を提出
する機会を与えられなければならない。また、
理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権
利を持つものとする。かかる予告の通達は、
配達証明便または書留郵便によって、分かっ
ている最新の宛先に送付されなければならな
い。

(c)  職業分類の充填。本節の規定によって理事会
が正会員の会員身分を終結した場合、もし提
訴があれば、これに対する聴聞の期限が切れ
て本クラブの決定または仲裁人の決定が発表
されるまでは、本クラブは、当該会員の持っ
ていた職業分類の下に新しい会員を選挙して
はならない。ただし、たとえ終結に関する理
事会の決定が覆されても、新会員の入会によっ
て同一職業分類に属する会員の制限を超えな
い場合はこの限りではない。

第 6節 ― 会員身分の終結に提訴、調停または仲
裁を求める権利。
(a)  通知。幹事は、理事会決定後 7日以内に、そ

の理事会の会員身分を終結または保留させる
決定を、書面をもって、当該会員に通告しな
ければならない。その会員は通告の日付後 14
日以内に、幹事に対する書面をもって、クラ
ブに提訴するか、調停を要請するか、もしく
は第 19条に定める仲裁に訴えるか、いずれか

の意思のあることを通告することができる。
(b)  提訴に対する聴聞の期限。提訴する場合は、

提訴を通告する書面を受理してから 21日以内
に行われるべきクラブの例会において、当該
提訴の聴聞を行うために、理事会はその日取
りを決定しなければならない。例会およびそ
の例会で行う特別案件について、少なくとも 5
日間の予告が、書面をもって、全会員宛に与
えられなければならない。提訴が聴聞される
場合には、会員のみが出席するものとする。

(c)   調停もしくは仲裁。調停もしくは仲裁に使用
される手続は第 19条に規定された通りであ
る。

(d)  提訴。もし提訴が行われた場合は、クラブの
決定が最終決定となり、当事者すべてに拘束
力のあるものとなり、仲裁を要求することは
できない。

(e)  仲裁人または裁定人の決定。もし仲裁が要求
され、仲裁人によって下された決定もしくは
両仲裁人が合意に達し得なかった場合、裁定
人による決定が最終であって、当事者すべて
に拘束力のあるものとなり、提訴することは
できない。

(f)  調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗
した場合、本節（a）項の規定に従い、会員は
クラブに提訴するか仲裁に訴えることができ
る。

第 7節 ― 理事会による最終決定。もしクラブに
対する提訴も行われず、仲裁も要求されなかった
場合は、理事会の決定は最終決定となる。
第 8節 ― 退会。いかなる会員も、本クラブから
の退会の申出は書面をもって行い（会長または幹
事宛）、理事会によって受理されなければならない。
ただし、当該会員の本クラブに対するすべての負
債が完済されていることを前提とする。
第 9節 ― 資産関与権の喪失。いかなる理由にせ
よ、本クラブの会員身分を終結された者は、すべ
て、本クラブに入会した時点で地元の法律の下で
その会員がなんらかの権利を得ていた場合、本ク
ラブに属するいかなる資金その他の財産に対して
も、あらゆる関与権を喪失するものとする。
第 10節 ― 一時保留。本定款のいかなる規定にも
かかわらず、理事会の見解において、
(a)  会員が、本定款に従うことを拒否または怠っ

た、あるいは会員としてふさわしくない振舞
い、またはクラブに害をもたらすような振舞
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いをしたという信憑性のある告発があった場
合、および、

(b)  これらの告発が立証された場合、当該会員の
会員身分を終結するのに正当な理由となる場
合、および、

(c)  当該会員がその結果を待つ間、または理事会
が適切と考える措置が取られるまでは、当該
会員の会員身分に関していかなる措置も取ら
ないことが望ましいとされる場合、および、

(d)  クラブの最善の利益のために、当該会員の会
員身分に対する票決を取ることなく、当該会
員の会員身分を一時保留とし、当該会員が例
会やそのほかの本クラブの活動への出席や、
本クラブのいかなる役職や任務からも除外さ
れるべきである場合、

理事会は、その 3分の 2以上の賛成票によって、
理事会の決定する妥当な期間（ただし90日間以内）
と追加条件に従い、前述の通り会員の会員身分を
一時保留とすることができる。一時保留とされた
会員は、第 15条第 6節に定められる通り、一時
保留について提訴する、または調停や仲裁を求め
ることができる。一時保留期間中、当該会員は出
席義務を免除されるものとする。理事会は、一時
保留期間が過ぎる前に、一時保留となっているロー
タリアンの会員身分を終結する手続きを取るか、
通常の会員身分に復帰させなければならない。

第 16条　地域社会、国家、および国際問題
第 1節 ― 適切な主題。地域社会、国家および世
界の一般福祉にかかわる公共問題の功罪は、本ク
ラブの会員にとって関心事であり、会員の啓発と
なり各自が自己の意見を形成する上で、クラブ会
合における公正かつ理解を深める研究および討議
の対象として適切な主題というべきである。しか
しながら、クラブは、いかなる係争中の公共問題
についても意見を表明してはならない。
第 2節 ― 支持の禁止。本クラブは、公職に対す
るいかなる候補者も支持または推薦してはならな
い。またいかなるクラブ会合においても、かかる
候補者の長所または短所を討議してはならない。
第 3節 ― 政治的主題の禁止。
(a)  決議および見解。本クラブは、政治的性質を

もった世界問題または国際政策に関して、討
議ないし見解を採択したり配布したりしては
ならない。またこれに関して行動を起こして
はならない。

(b)  嘆願。本クラブは、政治的性質をもった特定
の国際問題の解決のために、クラブ、国民、
政府に対して嘆願してはならない。また書状、
演説、提案を配布してはならない。

第 4節 ― ロータリーの発祥を記念して。ロータ
リーの創立記念日（2月 23日）の週は、世界理解
と平和週間と呼称する。この 1週間は、本クラブ
はロータリーの奉仕活動を祝い、これまでの業績
を振り返り、地域内と世界中で、平和、理解、親
善のためのプログラムに重点を置く。

第 17条　ロータリーの雑誌
第 1節 ― 購読義務。RI 細則に従って、本クラブ
がRI 理事会によって、本条規定の適用を免除され
ていない場合、各会員は、会員身分を保持する限
りRI の機関雑誌またはRI 理事会から本クラブに
対して承認ならびに指定されているロータリー地
域雑誌を購読しなければならない。同じ住所に住
む 2人のロータリアンには、機関雑誌または理事
会が承認し、そのクラブに指定したロータリー雑
誌を合同で購読する選択肢がある。購読は、本ク
ラブの会員となっている限り継続し、購読料は理
事会が決定した人頭分担金の支払い日に支払われ
るものとする。
第 2節 ― 購読料。購読料は、クラブが、その前
払金を各会員から徴収し、RI の事務局またはRI 理
事会の指定によって購読することとなった地域雑
誌の発行所に送金しなければならない。

第 18条　ロータリーの目的の受諾と定款・細則
の順守
会員は、会費を支払うことによって、ロータリー
の目的の中に示されたロータリーの原則を受諾し、
本クラブの定款・細則に従い、その規定を順守し、
これに拘束されることを受諾するものとする。そ
してこれらの条件の下においてのみ、会員は、本
クラブの特典を受けることができる。各会員は、
定款・細則の文書を受け取ったかどうかにかかわ
らず、定款・細則の条項に従うものとする。

第 19条　仲裁および調停
第 1節 ― 意見の相反。理事会の決定に関するこ
と以外で、現会員または元会員と本クラブ、クラ
ブ役員、または理事会との間に意見の食い違いが
起こり、このような場合のために規定されている
手続によってはどうしても解決できない場合、そ
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の問題は、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、
調停によって裁定を行うか仲裁によって解決を図
るものとする。
第 2節 ― 調停または仲裁の期限。調停または仲
裁の場合、理事会は論争当事者と協議して、調停
または仲裁の要請を受理してから 21日以内に行
われるよう、調停または仲裁の日取りを決定しな
ければならない。
第 3節 ― 調停。このような調停の手続きは、国
もしくは州に対し管轄権を有する関係当局によっ
て認められたものであるか、または代替の争議の
解決方法を含む専門知識に定評のある優れた専門
職団体によって推薦されたものであるか、または
RI 理事会もしくはロータリー財団管理委員会が定
めた指針文書によって勧められるものとする。調
停人にはロータリークラブの会員のみを指定する
ことができる。クラブは、適切な調停技能と経験
を有するロータリークラブの会員を任命するよう
地区ガバナーもしくはガバナーの代理人に要請す
ることができる。
(a)  調停の結果。調停によって当事者同士が合意

に達した結果もしくは決定は、記録されるも
のとし、各当事者ならびに調停人がその記録
をそれぞれ保管するものとする。さらに、理
事会にも記録を 1部提出し、幹事がそれを保
管するものとする。クラブへの報告のために、
当事者が承諾できる結果の要約文を作成する
ものとする。当事者の一方が調停内容を十分
に履行しなかった場合、もう一方は会長また
は幹事を通じて、さらに調停を要請すること
ができる。

(b)  調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗
した場合、論争当事者は本条の第 1節に定め
る仲裁に訴えることができる。

第 4節 ― 仲裁。仲裁が要求された場合、両当事
者はそれぞれ 1名の仲裁人を指定し、両仲裁人は
1名の裁定人を指定しなければならない。裁定人
または仲裁人にはロータリークラブの会員のみを
指定することができる。
第 5節 ― 仲裁人または裁定人の決定。もし仲裁
が要求され、仲裁人によって下された決定もしく
は両仲裁人が合意に達し得なかった場合、裁定人
による決定が最終であって、当事者すべてに拘束
力のあるものとなり、提訴することはできない。

第 20条　細則
本クラブは、RI の定款・細則、RI によって管理上
の地域単位が認められている場合には、その手続
規則、および本定款と矛盾しない細則を採用しな
ければならない。細則は、本クラブの管理のため
に、さらに追加規定を設けるものとする。同細則は、
細則中に定められているところに従って随時改正
することができる。

第 21条　解釈の仕方
「郵便」、「郵送」、および「郵便投票」という用語には、
経費を節約し応答を頻繁にするために、電子メー
ル（Eメール）およびインターネットテクノロジー
の活用が含まれるものとする。

第 22条　改正
第 1節 ― 改正の方法。本条第 2節に規定されて
いる場合を除き、本定款は、規定審議会によって
のみ改正できる。その方式については、RI 細則の
改正について同細則で定めているものと同じとす
る。 
第2節 ― 第2条と第4条の改正。定款の第2条（名
称）および第 4条（クラブの所在地域）は、定足
数を満たした数の会員が出席した本クラブの例会
においていつでも、出席している全投票会員の最
低 3分の 2の賛成投票によって、改正することが
できる。ただし、当該改正案の通告が、これを議
する例会の少なくとも 10日前に、各会員および
ガバナーに郵送されなければならない。そしてさ
らに、かかる改正は、RI 理事会に提出してその承
認を求めなければならない。その承認があって初
めてその改正は効力を発するものとする。ガバナー
は、提出された改正案に関してRI 理事会に意見を
提供することができる。
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_____________________ ロータリークラブ細則
クラブ細則は、標準ロータリークラブ定款を補足
し、クラブの慣習を定めるものです。本文書に記
載された細則は、推奨されているものです。クラ
ブの慣習を反映させて適宜変更を加え、RI 定款、
RI 細則、標準ロータリークラブ定款（認められた
部分を除く）、ロータリー章典と矛盾していないこ
とを確認してください。クラブが含めなければな
らない、義務づけられた条項については、以下に
特記されています。

第 1条　定義
1. 理事会： 本クラブの理事会
2. 理事：  本クラブの理事会メンバー
3. 会員：  名誉会員以外の本クラブ会員
4. 定足数：   投票時に出席していなければならな

い会員の最低人数。クラブの決定の
場合は本クラブ会員総数の 3分の
1、クラブ理事会の決定の場合は理
事の過半数。

5. RI：  国際ロータリー
6. 年度：  7月 1日に始まる 12カ月間

 
投票における定足数をどう定義するかはクラブが
選ぶことができる。

第 2条　理事会
本クラブの管理主体は、理事会とする。理事会は、
少なくとも、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、
会計で構成される。
 
標準ロータリークラブ定款は、クラブ細則に第 2
条を含めることを義務づけている。また、上記の
役員は、クラブ理事会のメンバーとなることが義
務づけられている。クラブ理事会はこのほかに、
副会長、会長ノミニー、会場監督、その他の理事
を含めることができる。クラブに衛星クラブがあ
る場合、この条項に衛星クラブの理事会メンバー
も列記すること。

第 3条　選挙と任期
第 1節　選挙の 1カ月前に、会員は、会長、副会長、

幹事、会計、空席となっている理事の候補者を立
てる。指名委員会または会員のいずれか一方また
は双方が、候補者を立てることができる。
第 2節　各役職において、過半数の票を獲得した
候補者が当選したものと宣言される。
第 3節　役員または理事会メンバーが辞任した場
合、残りの理事会メンバーによって後任者が任命
される。
第 4節　役員エレクトまたは理事エレクトが辞任
した場合、残りの次期理事会メンバーによって後
任者が任命される。
第 5節　各役職の任期は以下の通りである。

会　　長：1年
副 会 長：______
会　　計：______
幹　　事：______
会場監督：______
理　　事：______

 
標準ロータリークラブ定款は、選挙手続をクラブ
細則に具体的に記載することを義務づけている。
指名委員会を用いる場合は、指名委員会委員の任
命方法についても詳述しなければならない。クラ
ブ会長の任期は、標準ロータリークラブ定款で 1
年間と規定されている。

第 4条　役員の任務
第 1節　会長は、クラブの会合と理事会の会合に
おいて議長を務める。
第 2節　直前会長は、クラブの理事を務める。
第 3節　会長エレクトは、会長就任に向けて準備
し、理事を務める。
第 4節　副会長は、会長不在の場合、クラブの会
合と理事会の会合において議長を務める。
第 5節　理事は、クラブの会合と理事会の会合に
出席する。
第 6節　幹事は、クラブの会員と出席について記
録をつける。
第 7節　会計は、すべての資金を監督し、年次財
務報告を行う。
第 8節　会場監督は、クラブの会合の秩序を維持
する。

推奨ロータリークラブ細則（2016年版）
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各クラブ役員の役割については、クラブリーダー
用の手引きを参照のこと。

第 5条　会合
第 1節　本クラブの年次総会を 12月 31日まで
に開催し、そこで次年度の役員と理事の選挙を行
う。
第 2節　本クラブの例会は、次の通り開催する：
__________________________________。例会に関
するあらゆる変更または例会の取消は、クラブ会
員全員にしかるべく通知される。
第 3節　理事会の会合は毎月開催される。理事会
の臨時会合は、会長または理事 2名の要請により
招集され、開催にあたっては然るべき通知を行う。
 
標準ロータリークラブ定款は、クラブ細則に第 5
条第 2節を含めることを義務づけている。

第 6条　会費
本クラブの年会費は ________ 円とする。会費は次
の通り支払われる：______________。クラブ年会
費には、RI 人頭分担金、「The Rotarian」誌また
はロータリー地域雑誌の購読料、地区賦課金、ク
ラブ会費、ロータリーまたは地区によるその他の
賦課金で構成される。
 
標準ロータリークラブ定款は、クラブ細則に第 6
条を含めることを義務づけている。

第 7条　採決の方法
本クラブの議事は、口頭または挙手により採決を
行う。ただし、役員と理事の選挙はその例外となり、
投票により行われる。理事会は、特定の決議を、
投票で採決するよう決定することができる。
 
衛星クラブの投票手続もここに含める。

第 8条　委員会
第 1節　クラブの各委員会は、クラブの年次目標
と長期目標を達成するために、活動を調整する。
各クラブは、標準ロータリークラブ定款の第 13
条第 7節に挙げられた委員会を設けるべきである。
第 2節　会長は、すべての委員会の職権上の委員
となり、その資格において委員に付随するあらゆ
る特権を持つ。

第 3節　それぞれの委員長はその委員会の定例会
合と活動に対して責任を持ち、委員会の仕事を監
督、調整し、委員会の全活動について理事会に報
告する。

第 9条　財務
第 1節　各会計年度の開始に先立ち、理事会は年
次収支予算を作成する。
第 2節　会計は、理事会によって指定された一つ
または複数の金融機関にクラブ資金を預金する。 
クラブ資金は、クラブ運営用と奉仕プロジェクト
用の 2つの口座に分けて預金する。
第 3節　勘定書は、会計もしくは権限を持つ役員
によって支払われ、他の 2名の役員または理事に
より承認される。
第 4節　有資格者が、すべての財務処理について
徹底した年次監査を行う。
第 5節　クラブの年次財務報告がクラブ会員に配
布される。
第 6節　会計年度は、7月 1日から 6月 30日ま
でである。

第 10条　会員選挙の方法
第 1節　会員が、入会候補者を理事会に推薦する。
または、ほかのクラブが、そのクラブから移転す
る会員もしくはそのクラブの元会員を推薦する。
第 2節　理事会は、30日以内にこの候補者の入
会を承認または拒否し、その候補者を推薦した会
員にその決定を通知する。
第 3節　理事会が入会を承認した場合、その候補
者は、クラブに入会するよう招かれる。
 
現会員から異議が出た場合の手続をここに含めて
もよい。

第 11条　改正
本細則は、いかなるクラブ例会においても改正で
きる。クラブ細則の変更には、当該例会の 10日
前に各会員に書面による通知を行うこと、投票の
定足数を満たす会員が出席していること、全票の
3分の 2が変更を支持することが義務づけられる。
本細則への変更は、標準ロータリークラブ定款、
RI 定款、RI 細則、ロータリー章典と矛盾してはな
らない。
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（順不同）

　手続要覧　2016年版

　ロータリー章典　2017年６月版

　ロータリー財団章典　2017年４月版

　My friend ………………………………………元RI会長　田中作次著

　米山奨学事業豆辞典　2016-2017年度版

　ロータリーの源流 ……………………… RI2680地区 田中毅PDG

　ロータリーの友　各号

　ロータリー日本60年史

　国際ロータリー第2650地区地区史

　奉仕の一世紀 … デイビッド C. フォワード著／日本語訳監修 菅野多利雄

　世界でよいことをしよう …………… デイビッド C. フォワード著

 

　カット漫画 …………………………………………………市村　章氏

参　考　文　献参　考　文　献



あ　と　が　きあ　と　が　き

　過去ロータリアンの先達が「入りて学び、出でて奉仕せよ」の実践としてロータ
リー理念から運営などに関し数多くの資料を提供されております。ロータリー用語
自身も、規定審議会、決議会や国際ロータリー理事会などの決定事項によって絶え
ず変遷してまいりました。そこで、「全般的により整理され分かりやすく、また新し
い情報を」という日本のロータリアンのご要望にお応えしようと2013年9月に全国
のロータリアン有志が集い「ロータリー情報研究会」を創設し、各種のロータリー
情報編集・発行のボランティア活動を始めました。その情報発信の主たるものとして、
「ロータリー情報ハンドブック」（改訂版）を発行することになりました。ロータリー
用語の取捨選択にはじまり、ロータリー理念の歴史に裏付けされた重要な決議、ま
た最新の情報や資料などを再編集させていただきました。編集にあたり、元RI会長
の田中作次氏には本会の趣旨にご賛同賜り、「まえがき」としてご挨拶のお言葉をお
寄せいただきましたこと、まことにありがたく存じます。また、源流の会(田中毅パ
ストガバナー主宰)より多くの資料提供を戴き感謝しております。本書を多くのロー
タリアンの必携ハンドブックに育てて戴ければ幸甚に思います。
　今後とも先輩ロータリアンのご教示をいただき、みなさまにお役に立つよう精進
してまいりたいと思います。

ロータリー情報研究会　代表　杉 田 　博



ロータリー情報ハンドブック（改訂第２版）
本書をご希望の方は下記へお問い合わせください。

　　奉仕頒価 1冊　3,000円（送料別）

　　申 込 先 ロータリー情報研究会
  〒639-0226　奈良県香芝市五位堂4-250
  TEL：0745-79-2634　FAX：050-3730-5737
  Email：rotary@sugita-corp.com

　　案内書・申込書：http://j.mp/HKeiQu
Facebook：https://www.facebook.com/RotaryReserchClub

発行日 2017年6月吉日
発行者 ロータリー情報研究会
編集者 大　西　省　司（福知山西南ロータリークラブ）
 岡　井　　　忍（福知山西南ロータリークラブ）
 杉　田　　　博（日本ロータリーＥクラブ2650）
 辻　　　利津子（勝山ロータリークラブ）
 刀　根　荘兵衛（敦賀ロータリークラブ）
 西　村　信　行（京都南ロータリークラブ）
 渕　上　勝　夫（勝山ロータリークラブ）　　　　　（五十音順）
印　刷 朝日印刷株式会社

改訂第
2版
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