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ロータリー情報ハンドブック2020年度版が発行されます事に関して
心からお祝い申し上げますと共に、私がRI会長年度にベルリン、ハワイ
そして広島にて講演させていただいた平和宣言「国境のない平和」の
一部を再度ここにご披露させていただき、私からのロータリー情報ハン
ドブックご発行に寄せる言葉並びにご挨拶とさせていただきます。

国境のない平和

平和宣言

人は誰でも、暴力や迫害、不平等や不条理に苦しむことなく、平和に暮らす権利をもっていま
す。私たちはここに、ロータリー活動の下に団結したリーダーそして同胞として、より平和な世
界の構築に全力を尽くす決意を宣言します。国境や政治的見解の違いによって人々が袂を分かち、
相反関係や争いが起きている現実を認識する一方、私たちは親善使節として、母国に誇りを持ち
つつ、国の利益という枠組みを超えて考えることを重要視します。
また、私たちの中に異なる意見や信念が存在していても、世界市民として、協力によって成し
得る共通の善に向かって力を尽くします。この精神と共に、私たちは「国境のない平和」という
概念を受け入れます。平和を実現するには、寛容の心が必要とされます。だからこそ私たちは、
互いの違いを受け入れようと努め、各個人が、政治的、宗教的、文化的、社会的見解や行為を、
自由に表現、発信できる権利を尊重します。
また、異なる観点と信念を有する人々の平等を守るために、民主主義と民主的統治の原則を擁
護します。さまざまな異なる国の市民である私たちは、法による正義と公平があればこそ平和な
社会が確立し得ると認識し、個人の権利が尊重され、また守られるよう、各国のリーダーが責任
を果たすことが重要であると考えます。私たちには、奉仕を実践して平和な世界を築くという希
望があります。
人々に奉仕し、支援の手を差し伸べることによって、共感と理解を生み、末永く続く友情を培
い、平和構築を目指す人々の力になることができます。ロータリーを通じて、どのように平和構
築に貢献できるか考えてみましょう。過去２回の世界大戦によって分裂された国際関係を修復す
るために、ロータリーは、国と国とが協力して人道的活動や平和活動に取り組めるようにするた
めの国際共同委員会を立ち上げました。今日、世界には約250の国際共同委員会があり、それぞ
れが国際理解、親善、平和の構築に寄与しています。ロータリー財団の平和フェローシップを通
じて、これまでに千人以上のロータリー平和フェローが、平和と紛争解決の分野のキャリアで活
躍するための土台となる、修士号または専門課程修了証を取得しました。
30年以上前に125カ国で猛威を振るっていたポリオは、現在、ロータリーとそのパートナー団
体の地道な努力により簡単ではありませんが撲滅の方向に向けて必死に取り組んでいます。この
進展によって、身体麻痺を引き起こすポリオの感染から推定500万人の子どもが守られたことに
なります。この世界最大規模の保健活動は、多くの人々と政府や民間団体が力を合わせれば、驚
くべき偉業が達成できることを物語っています。戦争による解決ではなく、平和的解決に力を注
ぐことを、各国のリーダーに呼びかけなければなりません、敵対概念を捨て、対立状況が頻繁に
発生する国の人々と積極的に交友関係を築き、民族性や宗教の違いから地域社会で疎外されてい
る人々に手を差し伸べ、新たな友好関係や協力関係を築いていく必要があります。
政治不安や法律の欠如といった問題を抱えた地域では紛争が発生しやすいため、そのような地
域の人々が自らの力で地域を改善していけるよう支援し、変化を起こすための人脈を築きましょ
う。世界には、200を超える国や地域に35,000のロータリークラブがあり、各クラブがそれぞ
れの地域社会で活動しています。
「奉仕を通じて平和を」推進するために、ロータリーでの活動にご参加ください。平和は、あ
る時点で達成されるものではなく、継続的な活動を通じて少しずつ形づくられるものです。私た
ち一人ひとりが、平和は可能であると意思表明し、行動することを通じて、平和構築者となるこ
とができます。
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RI元会長
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● IM（Intercity Meeting）

インターシティーミーティングのこと。

ア
カ

ロータリー資料１：「インターシティミーティングの歴史」を参照。

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

サ

● RI 栄誉賞（RI Award of Honor）

タ

度に、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

ナ

に理事が異議を申し立てた場合、本賞の授与に関する審議は次の理事会会合まで保留されるも

ハ

● RI 会長指名委員会の報告（Report of Nominating Committee for President）

マ

証さなければならない。30 日以内に、事務総長は報告書を各クラブに送付するものとする。

ヤ
ラ
ワ

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。各ロータリー年

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
のとする。

（ロータリー章典 43.060.）

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

サンプル

（RI 細則 10.060.）

● RI 広報の目的（Purpose of RI Public Relations）

ロータリー広報プログラムの目的は、ロータリーのプログラムと「ロータリーの目的」に対

する理解、評価、支援を助長することである。ロータリーがこの目標を果たし、人類へのロー
タリーの奉仕を広げたいのであれば、良い評判、好ましい広報、肯定的なイメージがロータリー
にとって望ましく、また不可欠な目標であるという認識を、広報プログラムを通じてすべての
ロータリアンの間に広げるべきである。

（ロータリー章典 50.010.）

● 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。

● 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、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
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。
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。
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。
－ 48 －

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 22.040.）

ア

● RI に対し未納金のあるロータリアンの任命（RI）

（Appointments of Rotarians with Financial Obligations）

RI あるいはロータリー財団に対して 90 日を超えて未納となっている米貨 100 ドルを超える
納入義務があることが事務総長から通知されているロータリアンには、一切の任命あるいは任
務を受ける資格がないものとする。
（ロータリー章典 31.040.6.・ロータリー財団章典 23.010.2.）

「ロータリーの成長」会員増強運営計画は、会員増強における長期的な持続可能性と成長を達

成するために、ロータリーの戦略的優先事項に沿って運営を行い、リソースを活用することを
目的とした計画である。
◦戦略 : 組織全体で協調して取り組む焦点（Strategy–Coordinated Institutional Focus）
◦戦略：クラブの能力開発（Club Capacity Building）
◦戦略：会員の入会促進（Member Attraction）

サンプル

◦戦略 : 会員の参加促進（Member Engagement）

上記 4 項目について、具体的に目標等が整理されている。

ロータリー章典 5.030. を参照。

● RI の中央役員（General Officers of RI）

会長、会長エレクト、副会長、財務長、その他の理事、事務総長。（ロータリー章典 1.040.）

● RI の通常会合に出席する財団代表および代表のパートナー

（Foundation Representative and Representative's Partner to Attend General RI Meetings）

ロータリー財団の活動へのパートナーの参加はロータリー財団の寄付の開拓と人道的、教育
的プログラムの推進に重要な関連性を持つ。したがって、ロータリー研究会に出席する管理委
員のパートナーによって発生した実費の支払も、該当する管理委員の旅行および経費の支払い
に関する方針に従って実施され、裏付けられることを条件として認められる。
（ロータリー財団章典 20.130.）

● RI の年間予算の公表（Publication of the Yearly Budget）

毎年 9 月 30 日までに、理事会が決定した方法で RI 予算を公表し、すべてのクラブおよびロー

● RI の元役員の定義（Definition Past Officer of RI）

（RI 細則 18.050.5.）

「元会長」、「元理事」、および「パストガバナー」といった用語は、RI 理事会が、個々の場合
－ 49 －
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● RI の会員戦略計画（RI Membership Strategic Plan）

ターアクトクラブに周知させるものとする。

カ

ナ
ハ
マ
ヤ
ラ
ワ

●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

ア

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

カ

ひろまった、通称「炉辺会合」と言われた集いは、名前に「座

サ
タ
ナ
ハ
マ
ヤ
ラ
ワ

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
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（PreservePlanetEarth）」では、ロータリークラブにロータリ

アンの認識を高めること、ならびに環境保全奉仕プロジェクトの数を増やすことを奨励してい
る。こうした活動は奉仕の第 3 部門である社会奉仕の一部である。（ロータリー章典 8.040.4.）

サンプル

●ワン・ロータリー・センター（One Rotary Center）

米国エバンストンの国際ロータリー世界本部のある本部ビルのこと。

設立当初より、国際ロータリーの本部は、米国イリノイ州シカゴ地方にある。最初はシカゴ
市の中にあったが、1954 年に魅力あふれる新しいビルが近郊のエパンストンに完成開館され
た。このリッジ・アベニューのビルは 1980 年までロータリー事務局の必要な容量は満たして
いたが、その後新しい行事計画の増加やロータリー財団の拡張や新規のポリオプラスで、この
本部ビルが極端に立て混んできて、職員たちは近くの補充事務所ビルに入らなければならなく
なった。
近代的な 18 階建のビルが 1987 年にエパンストンの商業地区で手に入った。このビルは
1977 年に建造されたものであるが、40 万平方フィート（37,160 平方メートル）の床面積が
オフィス用、その他の使用可能なスペースである。このビルは国際ロータリーが購入し、約半
分を商業を営むテナントに賃貸してある。
このビルは 190 席の広さの講堂、大きな駐車用ガレージ、300 席のカフテリヤをはじめ、
この世界本部の職員が働けるオフィスのスペースがある。18 階には国際ロータリーの理事会
や委員会の会議用の部屋もあるが、これらは RI 会長、会長エレクト、財団管理委員会委員長及
び事務総長用のオフィスに付随して設けてある。ワン・ロータリー・センターは、将来、多年
にわたって国際ロータリーの効率のよい運営に貢献するものである。

－ 340 －

ロータリー略語集
AF ���Annual Fund

年次基金、年次寄付を入れておく基金。

AFE���Applied Field Experience
AKS���Arch C. Klumph Soceity
AKU ��Aga Khan University

専攻分野の実地体験
アーチ・クランフ・ソサエティー

アガ・カーン大学

ARRFC � Assistant Regional Rotary Foundation Coordinator
団地域コーディネーター補佐

ロータリー財

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

サンプル

��Club Leadership Plan

クラブリーダーシップ・プラン

CMS ��Citation for Meritorious Service
COL ��Council On Legislation

財団功労表彰状

規定審議会

COR ��Council On Resolutions

決議審議会

CRS ���Club Recognition Summary

クラブ寄付認証概要レポート

cVDPV �� Circulating Vaccine-Derived Poliovirus
チンを由来とする循環ポリオ・ウイルス
DAF ��Donor Advised Fund

循環ポリオ・ウイルスワク

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

－ 341 －

現物拠出情報ネットワーク

ロータリー財団
The Rotary Foundation

サンプル
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。
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ロータリー財団の父
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
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。

サンプル

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

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。
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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（Definition of The Rotary Foundation）
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 10.010. 2011 年 9 月管理委員会会合、決定 8 号）
財団のミッションステートメント（The Rotary Foundation Mission Statement）
ロータリー財団および国際ロータリーの使命は、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 10.020. 2007 年 6 月管理委員会会合、決定 159 号）
財団のビジョン声明（The Rotary Foundation Vision Statement）
管理委員会は以下のビジョン声明を採択した。
私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能
な良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。
（ロータリー財団章典 10.030. 2017 年 9 月管理委員会会合、決定 12 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。管理委員の 4 名は元 RI の会長でなければならない。任期は
4 年とし、再任できる。（ロータリー財団章典 20.030.4. 2017 年 9 月管理委員会会
合、決定 12 号およびロータリー財団細則 3.2.）
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
会の任命手続（ロータリー財団章典 23.010.1. 2017 年 9 月管理委員会会合、決定
16 号）」を採択した。

サンプル
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ロータリー財団管理委員長エレクト
は次年度のロータリー財団地域コー
ディネーター、恒久基金／大口寄付ア
ドバイザーおよび同等の役職を、委員
長、副委員長、会長、会長エレクトお
よび次期委員長エレクト（既知の場合）
と相談の上任命する。
「任命」には複数
年度の任期在任者の更新も含む。（ロー
タリー財団章典 21.010. のⅡ 2018 年
8 月管理委員会会合、決定 6 号）
ロータリー財団の事務総長
ロータリー財団創設に貢献したアーチ・クランフ
RI 事務総長がロータリー財団の事務 と理事達「ロータリーの友」より
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、ロータリー財団の各種補助金、ポリオ、戦略的パートナー
および協力団体、賞・表彰、寄付推進、利害の対立、投資等の管理ならびに財務を
担当する最高責任者とする。
（ロータリー財団章典 21.010. のⅡ 2018 年 8 月管理
委員会会合、決定 6 号および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
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。

サンプル
２．ロータリー財団のあゆみ

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。
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ロータリー財団の６つの重点分野

重点分野
平和構築と紛争予防
ロータリー財団は、ロータリ
アンが以下のような形で、平
目的の説明 和と粉争予防／紛争解決を助
長するのを支援する。

目

疾病予防と治療

水と衛生

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。

① 紛 争 予 防 と 仲 裁 に 関 す る、① 地元の医療従事者の能力向上。 ① 地域社会における安全な水
リーダー（リーダーとして ② 伝 染 病 の 伝 播 を 食 い 止 め、 の公平な提供、衛生設備や
非伝染病の発生とそれによ
嘱望される若者を含む）の
衛生状況の改善。
る 合 併 症 を 減 ら す た め の、② 持続可能な水設備と衛生設
研修。
疾病予防プログラムの推進。 備の設置、資金調達、維持
② 紛争地域における平和構築
の支援。
管理を地域社会が自ら行っ
③ 地域社会の医療インフラの
改善。
③ 平和と紛争予防／紛争解決
ていくための能力向上。
に関連した仕事で活躍して ④ 主な疾病の蔓延を防止する ③ 安全な水と衛生の重要性に
標
ための、地域社会の人々の
ついて、地域社会の人々の
いくことを目指す専門職業
教育と動員。
認識を高めるためのプログ
人のための奨学金支援。
⑤ 疾病またはけがによって引き
ラム支援。
起こされる身体障害の予防。 ④ 水と衛生に関連した仕事で
⑥ 疾病予防と治療に関連した
活躍していくことを目指す
仕事で活躍していくことを
専門職業人のための奨学金
目指す専門職業人のための
支援。
奨学金支援。

重点分野

サンプル
母子の健康

基本的教育と識字率向上

社会の経済発展

ロータリー財団は、ロータリ ロータリー財団は、ロータリ ロータリー財団は、ロータリア
アンが以下の形で、母子の生 アンが以下のような形で、人々 ンが以下のような形で、持続可
活を改善するのを支援する。 の基本的教育と識字能力習得 能で測定可能な長期的改善を
目的の説明
を支援することを可能にする。 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

① 5歳未満の幼児の死亡率と ① 基本的教育と識字能力をす
罹患率の削減。
べての人々に与える地域社
② 妊婦の死亡率と罹患率の削
会の力を高めるプログラム
減。
を支援し、地域社会の参加
③ より多くの母子に対する基
を促進。
本的な医療サービスの提供、② 地域社会における成人の識
字率の向上。
地域社会の医療／保健関係
のリーダーと医療提供者を ③ 教育における男女格差を減
標
らすための活動。
対象とした母子の健康に関
④ 基本的教育と識字率向上に
する研修
関連した仕事で活躍してい
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
くことを目指す専門職業人
す専門職業人のための奨学
のための奨学金支援。
金の支援。
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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。

５．その他のプログラム
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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根絶
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、世界ポリオ根絶推進活動（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。

サンプル

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、根絶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、ポリオ根絶に必要な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、全世界でポリオを根絶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、世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）を開始した。
ロータリーがポリオ根絶活動を開始した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根絶への取
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。
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サンプル
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。
－ 362 －

・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。
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
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.）
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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。
❖ 2018-19年度 寄付総額 ❖
３億9,520万ドル（単位：ドル）

❖ 2018-19年度 支出総額 ❖
３億3,500万ドル（単位：ドル）
ロータリー
その他の補助金
地区補助金 平和センター
1200万
500万
2600万

1億2610万

年次基金

1億2870万

ポリオプラス基金
恒久基金

2630 5840万
万

その他

4080
万

1490万

ポリオプラス
1億5100万

84％

プログラム補助金
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グローバル
補助金
8700万

プログラム運営
2000万
寄付推進

1900万
一般管理運営
1500万

90％

プログラム補助金と
運営費

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
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：E/MGA）
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。
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●ポリオ根絶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、ポリオ根絶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。

●ロータリー財団の専門家グループ
（The Rotary Foundation Cadre of Technical Advisers）
ロータリー財団の補助金プロジェクトの審査、監視、評価を行うロータリアンのボランティ
アチームである。このグループは専門家、専門分野コーディネーター、グループ委員長および
副委員長により構成される。
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
A

Ｑ＆Ａ

ポリオプラスとは
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、ポリオ根絶
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、
ポリオ根絶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根絶推進活動（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、根絶があります。検
知は、ポリオを根絶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。世界ポリオ根絶推進活動（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、完全に根絶するま
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。
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Q
A

年次基金（シェア）とは何ですか？
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
A

国際財団活動資金（ＷＦ）とは何ですか？
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
A

地区財団活動資金（ＤＤＦ）とは何ですか？
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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公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
Rotary Yoneyama Memorial Foundation
ロータリー日本国内全地区合同プロジェクト
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外国人留学生を支援する
民間最大の奨学団体です。

ロータリー米山記念奨学会は、勉学、研究を志して

日本に在留している外国人留学生に対し、日本全国の
ロータリアン（ロータリークラブ会員）の寄付金を財源
として、奨学金を支給し支援する民間の奨学団体です。

参考文献：ロータリー米山記念奨学事業 豆辞典（2019-20 年度版）、
ロータリー米山記念奨学会公式HP、2018年度事業・会計報告書
監

修：（公財）ロータリー米山記念奨学会
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１．米山記念奨学会シンボルマークについて
重なり合うハート
は「 ロ ー タ リ ア ン 」
と「奨学生」です。
外国人留学生の支
援・交流を通じて国
シンボルマーク

を超えた信頼関係を
築き、世界の平和を

願う“心”を育てるという、事業創設の
願いが込められています。手は、そうし
た“心”を生み出すと同時に、当事業が

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
HP：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

ロータリアンの手で支えられていること
を示しています。

三井住友銀行京橋支店
口座番号 普 0920373
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２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会について
目

的

ロータリー米山記念奨学会は、将来母国と日本との懸け橋となって国際社会で活

躍する優秀な留学生を奨学することを目的としています。優秀とは「（1）学業、
（2）
異文化理解、（3）コミュニケーション能力」への意欲や能力に優れている点が含ま
れます。
ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを通して日本の文化、習慣などに触れ、
社会参加と社会貢献の意識を育て、将来ロータリーの理想とする国際平和の創造と
維持に貢献する人となることが期待されます。
けんさん

（１）学業��学問に対する研究の目的・目標を明確にし、研鑚を重ねてその成果を
あげる努力をする。

（２）異文化理解��異なる言語 ･ 文化 ･ 習慣などを理解する努力をする。

（３）コミュニケーション能力��人間関係における円滑なコミュニケーションを築
き、自己の確立と共に他者を受入れる柔軟な姿勢をもつ。
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３．米山記念奨学会の誕生
A．9 万人のロータリアンが支援

米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブの創立に貢献した

実業家米山梅吉氏の功績を記念して発足しました。1952 年に東京
ロータリー ･ クラブで始められたこの事業は、やがて日本の全クラブ
の共同事業に発展し、1967 年、文部省（現在の文部科学省）の許可
を得て、財団法人ロータリー米山記念奨学会となりました。
B．奉仕の人「米山梅吉」Yoneyama Umekichi

古沢丈作氏
（東京RC）
「米山基金」の
試案を作った

米山奨学事業の記念の称号を付した米山梅吉氏（1868-1946）は、

幼少にして父と死別し、母の手一つで育てられました。16 歳の時、
静岡県長泉町から上京し、働きながら勉学に励みました。20 歳で米
国へ渡り、ベルモント・アカデミー（カリフォルニア州）ウエスレヤ
ン大学（オハイオ州）シラキュース大学（ニューヨーク州）で 8 年
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間の苦学の留学生活を送りました。

帰国後、文筆家を志して勝海舟に師事しますが、友人の薦めで三井
銀行に入社し常務取締役となり、その後、三井信託株式会社を創立し

米山梅吉氏
（東京RC）
1868-1946

取締役社長に就任しました。信託業法が制定されると逸早く信託会社を設立して、
新分野を開拓し、その目的を“社会への貢献”とするなど、今日でいうフィランソ
ロピー（Philanthropy*）の基盤を作りました。晩年は財団法人三井報恩会の理事長
となり、ハンセン病・結核・癌研究の助成など多くの社会事業・医療事業に奉仕し
ました。また、子どもの教育のために、はる夫人と共に私財を投じて小学校を創立
しました。“何事も人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りせよ”これは
米山梅吉氏の願いでもあり、ご自身の生涯そのものでした。“他人への思いやりと助
け合い”の精神を身をもって行いつつ、そのことについて多くを語らなかった陰徳
の人でした。
* Philanthropy: 語源はギリシャ語の「フィラン（愛）」と「アンソロポス（人類）」から由
来している。人類愛・博愛などと訳され、今日的には「社会貢献」と訳される。

世界の平和を願って

― なぜ留学生支援なのか ―

「今後、日本の生きる道は平和しかない。それをアジアに、そして世界に理解して

もらうためには、一人でも多くの留学生を迎え入れ、平和を求める日本人と出会い、
信頼関係を築くこと。それこそが、日本のロータリーに最もふさわしい国際奉仕事
－ 385 －

業ではないか」――。
事業創設の背景には、当時のロータリアンのこのような思いがありました。
それから 60 年余の歳月が流れましたが、“民間外交として世界に平和の種子を蒔
く”という米山奨学事業の使命は一貫して変わっていません。
むしろ、今日の世界情勢と日本の置かれている状況を考えるとき、その使命はま
すます重要性を増しているのではないでしょうか。
留学生への支援は、未来に向かって平和の懸け橋をかける尊い奉仕なのです。

４．沿
年

月

革
出

来

事

1952年12月

日本で最初のロータリークラブを創立した米山梅吉氏の功績を記念して、
東京ロータリークラブが米山奨学制度を設立

1953年 4 月

米山基金として募金を開始

1954年 9 月

奨学生第1号のソムチャード（タイ）君来日

1956年10月

第60地区および第62地区の年次大会に際して、米山基金を地区内クラブの
共同事業とすべく合意された

1957年 9 月

国内全クラブの合同事業として「ロータリー米山記念奨学委員会」が結成さ
れ、全国組織となる。その後、
“月に煙草一箱を節約して”の合言葉によって、
会員 1 名あたり月額 50 円の寄付金を募る運動がスタート
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1958年 4 月 「ロータリー米山記念奨学委員会」として全国の大学から8名の奨学生を採用
1959年 2 月

世話クラブ制度を設置

1960年 1 月 「ロータリー米山記念奨学会」と名称変更
1967年 7 月

文部省（現・文部科学省）からの許可を得て、財団法人ロータリー米山記念
奨学会が設立される
年間の奨学生数： 6 ヶ国 59名

1971年 2 月

カウンセラー制度を設置

1972年12月

米山功労者制度の制定

1978年10月

特別寄付金の免税措置が認可される

1983年 1 月

台湾に元米山奨学生が組織する「米山学友会」が正式発足

1985年11月

国内初の米山学友会（関東）が誕生

1989年 6 月

韓国米山学友会が正式発足

1998年10月

米山奨学生の出身地をロータリークラブ所在国にかかわらず、すべての国・
地域に拡大。1999年４月採用から、ロータリークラブの所在の有無による
国籍別の資格制限がなくなる
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年

月

出

来

事

2001年10月

指定校・大学推薦制度での奨学生募集を開始

2001年11月

留学生受け入れ制度100年の記念にあたり、日本政府から留学生交流功労団
体として表彰を受ける

2003年10月

各地の米山学友会が連携し、社会貢献活動として、第1回米山奨学会学友セ
ミナーを開催

2004年 5 月

国際ロータリー 2004年国際大会（関西）に初出展

2006年 4 月

制度改編・新制度発足「現地採用奨学金」「地区奨励奨学金」、医療費補助制
度廃止

2007年11月

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きが完了

2009年 3 月

中国に米山学友会が正式発足

2012年 1 月

公益法人制度改革に伴い「公益財団法人ロータリー米山記念奨学会」へ移行

2012年 3 月

タイに米山学友会が正式発足

2013年10月

ネパールに米山学友会が正式発足

2014年 3 月

モンゴルに米山学友会が正式発足

2016年 6 月

スリランカ米山学友会設立

2016年 9 月

マレーシア米山学友会設立

2017年 2 月

ミャンマー米山学友会設立

2017年 7 月

財団設立50周年（公益財団法人ロータリー米山記念奨学会）

サンプル
５．寄付金について

ロータリー米山記念奨学事業は、皆さまのご寄付によって支えられています。
日本の文化、日本人の心を世界各国からの留学生へ伝え、世界の平和と発展に貢
献するこの事業に、ぜひ、手を貸してください。
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、
当会への寄付は、税制上の優遇措置（以降の当該項目参照）を受けられます。
◦ロータリークラブ会員の方は、所属するクラブを通じて公益財団法人ロータリー
米山記念奨学会へご送金ください。
◦ロータリークラブ会員以外の方のご寄付のお申し込みは、お近くのロータリーク
ラブまたは公益財団法人ロータリー米山記念奨学会事務局までご連絡ください。
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10．データで見る米山奨学生・学友
■奨学生数の推移（2004 ～ 2019年度）
（人数）
1,002

博士

修士

799 803 809 813 826 826 827 824

04

05

06

07

08

09

10

11

12

学部

クラブ支援

723 724 730 750

13

14

15

793

16

17

その他
852 868

18

19（学年度）

サンプル

■2019学年度

国・地域別の奨学生数（2019年7月現在）

2019
学年度

868 人

計

新規 638 人／継続 230 人

その他
（27.2％）

中国
（39.1％）

インドネシア
（4.1％）
マレーシア
（4.8％）

21,023 人

129 の国と地域

マレーシア
（4.6％）

その他
（18.0％）

中国
（34.0％）

ベトナム
（5.1％）
台
（16.7％）

韓国
ベトナム
（9.2％）（15.6％）

韓国
（21.6％）

（2019 年 7 月現在）
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■奨学生の募集と選考（2018年～ 2019学年度）
種

類

2018学年度

2019学年度

月額奨学金

期

間

学

部

課

299名
319名
10万円
程 学部３、４年および医、歯、獣医学系学部課程５、６年

修

士

課

程

博

士

課

209名
224名
14万円
2年以内
程 大学院博士課程２、３年および医、歯、薬、獣医学系博士課程３、４年

地

区

奨

2年以内

＊ただし、修業年限によって対象学年が異なる場合がある。

280名

269名

14万円

2年以内

大学院修士課程１、２年

＊ただし、修業年限によって対象学年が異なる場合がある。

励

16名

17名

学部相当：10万円 学部相当：最長2年
そ の 他： ７万円 そ の 他：1年

短期大学、高等専門学校、専修学校、準備教育課程

12名

9名

14万円

1年または
6 ヵ月

サンプル

ク ラ ブ 支 援 学部・修士課程の最終学年に在籍する奨学生で、同地区および近隣地区

所在の大学の上級課程進学者。博士課程最終学年に在籍する奨学生で、
博士号取得見込みの者。
海外応募者対象奨学金終了後、進級を予定する者。
＊4

海外応募者対象

合

計

＊4

26名

学 部：10万円 学部・大学院
大学院：14万円
2年間

申込時点で海外在住で、渡日前入学制度を含む大学の学部、大学院入学
予定者
＊3

海外学友会推薦

31名

5名

＊3

4名

14万円

1年

台湾、韓国学友会が組織する選考委員会より推薦された台湾、韓国の大
学・研究機関に所属する上級研究者（博士号取得者）。
＊1

852名

＊2

868名

注：学年度は４月から１年間。ロータリー年度とは異なる。
＊１：2018学年度奨学生は、採用枠820名枠に対して852名採用。32名多いのは、海外学友会推薦4名枠
のところ、新規・継続合わせて5名の採用となり1名超過、休学延長4名、海外応募者対象の別枠5名
の未消化、地区奨励奨学生および半年の奨学期間の奨学生を1名枠で2名採用した増加分32名の差し
引き32名の増加となる。
＊２：2019学年度奨学生は、採用枠850名枠に対して868名採用。18名多いのは、休学延長1名、海外応
募者対象別枠7名の未消化および海外学友会推薦奨学生の3名枠のところ新規・継続合わせて4名の採
用となり1名超過、地区奨励奨学生および半年の奨学期間の奨学生を1名枠で2名採用した増加分23
名の差し引き18名の増加となる。
＊３：海外学友会推薦奨学生の奨学期間は、毎年7月～翌年6月終了の1年間。このため、前年度の採用奨学
生を含めてカウントしている。割当数採用枠外にてカウントする。
＊４：海外応募者対象奨学金は、継続者と新規の割当数枠内・外採用者の合計。
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13．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

ロータリアンの皆さんからよくある質問

－ 寄付編 －

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？
Ⓐ 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。2018
年度の平均年額は 4,828 円でした。

Q なぜ普通寄付をするのですか？
Ⓐ 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
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、普通寄付の送金をぜひお願いします。

サンプル

Q 特別寄付金はいくらから受付けてもらえるのですか？
Ⓐ 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？
Ⓐ 「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？
Ⓐ 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。

Q 1 人の奨学生を奨学するのに年間どのくらいのお金が必要ですか？
Ⓐ 事業費として 1 人あたり年間約 170 万円が必要です。
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ロータリー資料１

サンプル

ロータリー戦略計画
（Rotary’s 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、ロータリーの戦略計画です。（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。

サンプル

RI戦略計画の経過
▪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
長はロータリー戦略評価委員会委員を任命。
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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。

▪2017年6月

ロータリーの新ビジョン声明が承認された。

▪2018年6月

2019年７月より５年間の新しい優先項目が承認された。

21世紀のロータリー
1905年の創立以来、他者への奉仕と同様に、個人的で専門職業的な意義深い関係
を創り上げていくことは、ロータリー活動の中心でした。この活動経験を提供でき
ることは、世界中の私たち会員の強さに対する証でもあります。

サンプル

しかし、現在までに達成したことに満足していては十分ではありません。
私たちがポリオ根絶の先端に立つに従い、私たちは新しいビジョン、すなわち、ロー
タリーがもっと人々を呼び集め、影響力を高め、末永く続く変化に向けて走りだす
という新しいビジョンに向けて動き出す必要があります。

今日の世界は、ロータリーが誕生した1905年の世界とは異なります。人口構成は
変わり、変化の速度は増し、テクノロジーによってネットワークと奉仕のための新
しい機会が生まれています。しかし、変わらないこともあります。それは、親睦、
高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ、つまりロータリーを定義する価値観に対
するニーズです。
ロータリーの新しい計画によって、私たちは過去を称えながら未来を受け入れて
いけるでしょう。私たちは進化を続け、人びとにとっての重要性が高いロータリー
の更なる成長を促していくことができます。

ロータリーのビジョン声明（Rotary Vission）
私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を
生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。
Together, we see a world where people unite and take action to create
lasting change—across the globe, in our communities, and in ourselves.
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ロータリーの戦略的優先項目と目標（Strategic Priorities and Goals）
ポリオ撲滅まであと一歩のところまできたロータリーは、次なる課題に取り組む
心構えができています。
より多くの仲間を迎え入れ、より大きなインパクトをもたらし、世界に変化を生
み出すための新たなビジョンの実現に向けて、行動を起こす時が来ています。
国際ロータリーとロータリー財団のビジョンを達成するため、今後５年間の活動
を方向づける４つの優先事項が定められました。
◇より大きなインパクトをもたらす（Increase Our Impact）
◦ポリオを撲滅し、残された資産を活用する

◦ロータリーのプログラムおよびロータリーが提供する体験に焦点を当てる
◦活動成果を挙げ、それを測る能力を高める
◇参加者の基盤を広げる（Expand our Reach）
◦会員基盤と参加者の基盤を広げ、多様化する

サンプル

◦ロータリーへの新しい経路を創り出す

◦ロータリーの開放性とアピール力を高める
◦活動成果とブランドに対する認知を築く

◇参加者の積極的なかかわりを促す（Enhance Participant Engagement）
◦クラブが会員の積極的参加を促せるよう支援する

◦価値を提供するため、参加者中心のアプローチを開発する
◦個人的／職業的なつながりを築くための新たな機会を提供する
◦リーダーシップ育成およびスキル研修の機会を提供する
◇適応力を高める（Increase our Ability to Adapt）

◦研究と革新、および進んでリスクを負うことへの意思を奨励する文化を築く
◦ガバナンス、構造、プロセスを合理化する
◦意思決定における多様な考え方を育むために、ガバナンスを見直す

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。
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中核的価値観（Core Values）
今日の世界は、1905年の世界と同じではありません。人口動態が変わり、変化の
スピードが加速し、テクノロジーによってつながりや奉仕の新たな機会が生み出さ
れています。不変なのは、ロータリーを定義づける下記の価値観に対するニーズです。
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。
奉仕（Service）

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。

サンプル

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。
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クラブ運営の柔軟性：よくある質問
毎週の例会への出席、朝食・昼食時の例会、従来の職業分類、高いコストなど、
以前からロータリークラブで採用されてきた方法や要件は、ロータリーに関心を寄
せる人の入会を妨げる要因となることがしばしばある。異なる考え方、背景、職業、
専門分野、才能、リソースをもつ人たちの入会・参加を促すには、創造的な方法を
取り入れることが大切となる。
新しいアプローチを取り入れることに関心があるクラブは、標準ロータリークラ
ブ定款で認められている通り、クラブ細則に独自の変更を加えることができる。変
更を加えるかどうかの裁量はクラブに委ねられているため、例会やその形式、出席
要件、会員種類について現行の方法を維持することもできる。会員のニーズにより
良く応えていくために柔軟性をクラブに導入すべきかどうかを、一度クラブで話し
合ってみることを推奨する。
例会の形式

Q
Ⓐ

サンプル

クラブは、どのような形で例会の形式を変更していますか？

既に多くのクラブで、卓話と食事を中心とする従来型の方法に代わる、柔軟で
革新的な方法が採用されています。例えば、会員の自宅、地元のレストラン、
または地元企業のオフィスなどを順番に回って例会を開いているクラブや、オ
ンラインで例会を開いたり、直接出席できない会員がスカイプなどのビデオ通
話ツールを用いて出席することを認めたりしているクラブがあります。奉仕プ
ロジェクトや募金活動の計画と実施、または会員同士の交流行事を開いてそれ
を例会としているクラブも多くあります。どのような新しい例会方法に関心が
あるか、クラブ会員向けにアンケート調査を実施してみましょう。

Q
Ⓐ

例会の形式を変えるメリットは何でしょうか？

例会方法を変えることで、さまざまなクラブ体験が可能になるだけでなく、会
員の積極的な参加を引き出すことができます。また、クラブに来訪する人の目
にも充実した楽しい例会として映り、ロータリーの価値観や使命をより良く理
解してもらえるでしょう。例会を開く方法に柔軟性を持たせることで、直接顔
を合わせる例会への出席が困難な人もオンラインで出席できるようになります。
例会の方法に関してどのような希望があるか、会員や入会候補者に尋ねてみま
しょう。
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例会頻度と出席

Q
Ⓐ

クラブはどれくらいの頻度で例会を開くべきですか？

クラブは少なくとも月に２回例会を開くべきです。例会の形式は従来型の方法
でも、交流行事や奉仕プロジェクトをもって例会とする方法でも構いません。
より頻繁に例会を開くことを希望するクラブは、そのようにすることができま
す。

Q
Ⓐ

クラブは出席要件を廃止することができますか？

はい。出席要件を緩める、または出席要件をなくすことがクラブに奨励されて
います。厳しい規則や方針は、入会促進や既存会員の参加促進の妨げになるこ
とがロータリーの調査で分かっています。また、規則や方針が厳しいと、キャ
リア初期にある若い社会人や幼い子どもがいる人の入会が困難となります。例
会への出席は「機会」であり、「義務」ではありません。

Q
Ⓐ

クラブ幹事は、今後も地区ガバナーに月次出席報告を送る必要がありますか？

出席報告は当初、会員の参加の度合いとクラブの健全性を測る方法として考え
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られていましたが、国際ロータリーでは出席報告による情報収集は行っていま
せん。一部の地区では出席報告の方法を引き続き採用していますが、クラブの
健全性は、プロジェクトの参加人数や受益者の数、またはクラブ役員への就任
状況など、ほかの方法で測ることが可能です。どのような方法が適しているか、
報告は必要かどうか、ロータリークラブ・セントラルから情報が収集できるか
どうかを、ガバナーに尋ねてみるのも一案です。

会員の種類

Q
Ⓐ

どのような会員種類がありますか？

クラブによって多様な会員種類を設けることができます。人気の高い例として、
法人会員、家族会員、若い会員のための会員種類などがあります。クラブは、
どのような点で従来の会員と異なるのかをクラブ細則に明記している限り、多
様な会員にとって魅力となる異なる会員種類を自由に考案できます。国際ロー
タリーのデータベースでは、正会員であるか名誉会員であるかのみを記録して
おり、会員種類は記録していません。

Q
Ⓐ

正会員と名誉会員の違いは何ですか？

国際ロータリーは、会員資格を満たし、RI 人頭分担金を納入し、クラブと地区
の案件について投票権をもち、クラブ役員職に就くことができ、国際ロータリー
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のデータベースでクラブ会員数に含まれる人を「正会員」と定義しています。
一方で、ロータリーの理念推進のために称賛に値する奉仕をした人、または、ロー
タリー活動への支援を通じてロータリーの友人であるとみなされた人を「名誉
会員」としています。名誉会員に RI 人頭分担金の納入義務はなく、ロータリー
の案件について投票したり、クラブ役員職に就くことはできません。また、ク
ラブの会員数に名誉会員は含まれません。正会員は「ロータリアン」と呼ばれ、
名誉会員は「名誉ロータリアン」と呼ばれます。
名誉会員は、クラブ理事会によって出席が免除されているロータリアンと混同
すべきではありません。ロータリーのデータベースで会員数に含まれるように
するには、正会員、つまり RI に会費を支払っている会員として報告される必要
があります。正会員は、ほかのクラブの名誉会員となることができますが、ほ
かのクラブの正会員になることはできません。
Q
Ⓐ

法人会員とはどのような会員ですか？

会員が「人」である限り、クラブはどのような会員種類も追加できます。法人
会員の場合も、会員となるのは（会員が勤める）企業ではなく、会員本人でな
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ければなりません。この会員が RI 人頭分担金を支払う限り、クラブの正式な会
員数に含められ、会費を支払うほかの正会員と同じ権利と特典が与えられます。
法人会員のために、クラブは RI 人頭分担金以外の会費納入（クラブ会費、地区
会費、食事代、など）や、出席要件、奉仕活動への参加について独自の方針を
定めることができますが、クラブ細則を改正してこれらの方針を反映させる必
要があります。詳しくは、「法人会員導入ガイド」をご参照ください。
Q
Ⓐ

家族会員とはどのような会員ですか？

家族会員は、配偶者会員やパートナー会員と呼ばれることもあり、しばしば主
要会員のほかに代わりとなる会員が一人以上いるという点で法人会員と似てい
ます。代わりとなる会員とは、多くの場合、主要会員の子どもにあたる成人や、
配偶者／パートナーとなります。家族会員の種類を設けているクラブでは、通常、
入会を促進するため、代わりとなる会員向けにより低い費用を設定しています。
代わりとなる会員は、主要会員の代わりに出席したり、家族会員となっている
ほかの人と一緒に出席したりできます。代わりとなる会員は、クラブが決めた
家族会員の定義によって、RI 人頭分担金を支払う正会員となることもできます。

Q

準会員とはどのような会員ですか？

Ⓐ 「準会員」をどのように定義するかは、クラブの裁量で決めることができます。
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クラブによっては、入会に関心のある人が準会員として「お試し体験」をし、
入会の意思が固まってから正式に入会とするケースもあります。このような場
合、クラブは、正式な入会の後でこの人を正会員として報告し、クラブ会員数
に含めることとなります。また新会員も、正式な入会後にのみ、会費を支払っ
ているほかの正会員と同じ会員権利と特典を得て、ロータリーのデータベース
でクラブ会員数に含められることとなります。
Q
Ⓐ

若い社会人のための会員種類とは、どのようなものですか？

一部のクラブでは、若い社会人のために会費をより低く設定し、参加について
もより柔軟性のある方法を導入しています。クラブがこのような配慮をする背
景として、若い会員は将来に中心的な役割を担うことができるものの、現段階
では経済的事情や例会に出席するための時間が十分に取れないという事情があ
ります。

Q
Ⓐ

ローターアクターは現在、ロータリアンでもあるのですか？

いいえ。ローターアクトクラブの会員は今後もローターアクターであり、ロー
タリークラブの会員がローアリアンとなります。2019 年規定審議会で採択さ
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れた制定案（19-72）は、ローターアクター独自のアイデンティティを変更
するものではなく、単に国際ロータリーの加盟クラブとしてロータリークラブ
とローターアクトクラブの両方を含めるように変更するものです。詳しくは、
「2019 年規定審議会におけるこの決定に関するよく尋ねられる質問」をご参照
ください。
Q

私がローターアクトクラブとロータリークラブの両方の会員となった場合、両

Ⓐ

はい。両方のクラブの会費と地区の会費、およびロータリークラブ会員に義務

クラブに会費を払う必要がありますか？

付けられている国際ロータリーへの人頭分担金を払う必要があります。ただし、
クラブの裁量で、ローターアクト会員と若い会員のために、異なる会員種類を
設けることもできます。これには、ローターアクトとロータリーの両方に属す
る会員のクラブ会費と地区会費を減額する可能性も含まれています（この場合
も、クラブはその会員の RI 人頭分担金を国際ロータリーに納入する必要があり
ます）。

クラブのモデル

Q
Ⓐ

どのようなロータリークラブのモデルがありますか？

ここで言うクラブのモデルとは、クラブが選ぶ運営方法を指します。柔軟性の
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利点は、組織規定文書が定める範囲内であれば、各クラブで自由にクラブ内部
の方法を定義できることです。現在確認されている「新しい「クラブモデル」
の種類」をご参照ください。
Q
Ⓐ

衛星クラブとはどのようなクラブですか？

衛星クラブは、主体となるスポンサークラブに属するクラブです。衛星クラブ
の会員はロータリアンであり、正式にはスポンサークラブの会員とみなされま
す。衛星クラブを立ち上げるには、8 名の会員とスポンサークラブによる支援
が必要となります。衛星クラブではしばしば、スポンサークラブとは異なるク
ラブ環境と日時・場所で例会が行われます。通常のロータリークラブと同様に、
衛星クラブも定期的に例会を開き、クラブ細則とクラブ理事会を有し、社会奉
仕プロジェクトに参加します。スポンサークラブは、助言と支援を提供します。
衛星クラブの規模が大きくなった場合、新しいロータリークラブとなるための
申請をすることもできます。詳しくは、「衛星クラブのガイド」、および「衛星
クラブについてよくある質問」をご参照ください。

Q
Ⓐ
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衛星クラブをつくることのメリットは何ですか？

衛星クラブをつくることにより、スポンサークラブとは違ったプロジェクトの
可能性が広がり、地域社会におけるロータリークラブの可視性とインパクトを
高めることができます。衛星クラブはまた、異なるクラブ経験やより低費用の
クラブ経験を求める会員にとって魅力となり、スポンサークラブのみでは支援
を行うことが難しい地域社会での活動を可能にします。また、新しいロータリー
クラブをつくるまでの移行形態として衛星クラブを立ち上げることもできます。

Q
Ⓐ

衛星クラブの会員は、ロータリークラブの会員と等しい存在ですか？

はい。衛星クラブは、ロータリークラブより「格下」のクラブ形態ではありません。
衛星クラブ会員は、正式にはスポンサークラブの会員であり、ロータリアンです。
通常のロータリークラブと同様に、衛星クラブでもリーダーや委員会が任命さ
れ、奉仕プロジェクトが実施され、定期的に例会が開かれます。詳しくは、「衛
星クラブのガイド」、および「衛星クラブについてよくある質問」をご参照くだ
さい。

Q

E クラブと従来型クラブの区別がなくなりましたが、主にオンラインで例会を

Ⓐ

その判断はクラブに委ねられます。ロータリーでは、直接顔を合わせる例会を

開くクラブを、今後も「E クラブ」と呼ぶことができますか？
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開くクラブと、オンラインで例会を開くクラブを区別していません。この区別
がなくなった理由は、すべてのクラブは今日、直接顔を合わせる例会またはオ
ンライン（スカイプや FaceTime など）、あるいはその組み合わせなど、どの
ような方法で例会を開いてもよいからです。オンラインのみ（または主にオン
ライン）で例会を開いているクラブは、今後も「E クラブ」をクラブ名に含め、
その例会形式を強調するために自らを E クラブと呼び続けることができます。
Q

オンラインで例会を開いているローターアクトクラブとインターアクトクラブ

Ⓐ

ローターアクトとインターアクトの標準クラブ定款と細則は既に、提唱ロータ

も「E クラブ」とみなされますか？

リークラブの承認があれば、直接顔を合わせる例会またはオンライン、あるい
はその組み合わせで例会を開くことが認められています。ローターアクトクラ
ブとインターアクトクラブの正式な名称に「E クラブ」という文言は含まれま
せんが、オンラインのみ（または主にオンライン）で例会を開くことを強調す
るために、自らを E クラブと呼ぶことができます。
なお、インターアクト会員は年齢が若いため、クラブのウェブサイトやソーシャ
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ルメディアページといったすべてのオンライン活動は、国の法律と規制に従っ
ていなければならず、提唱ロータリークラブは、必要に応じて、インターアクター
の両親または保護者から事前に参加承諾書を得なければなりません。
Q
Ⓐ

パスポートクラブとは何ですか？

パスポートクラブとは、ほかのクラブへの頻繁な訪問、出席に関する緩やかな
方針、食事や卓話を含まない例会など、より柔軟なクラブ体験を会員に提供す
ることを目的としたモデルです。「パスポート」とは、一つのクラブから別のク
ラブへと自由に移動して例会や活動に参加できることを表現したものです。ロー
タリアンは誰でも、旅行時にほかのクラブを訪問できますが、パスポートクラ
ブでは定期的にそうすることが奨励されています。詳しくは、「パスポートクラ
ブのガイド」をご参照ください。

Q
Ⓐ

一つの地区にいくつのパスポートクラブを設置できますか？

地区内で設置するパスポートクラブの数に上限はありません。
（2019 年 8 月
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RI ウェブサイトより）

ロータリー歴史的文書
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

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。
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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 profits 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。
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合理的ロータリアニズム
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。
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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
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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

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
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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 profits 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。
－ 456 －

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。
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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

－ 460 －
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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
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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

－ 461 －

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
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

サンプル

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
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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

― 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
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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。

－ 467 －

全分野の職業人のための倫理訓（道徳律）
Code 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
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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。

－ 483 －

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
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求してもよい、と長老の貴重な提言もある。

ロータリー倫理訓の中国語訳

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

－ 485 －

ロータリーの心得
A 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
1916 年

発行

フィラデルフィア・ロータリークラブ

ロータリー国際大会において採択及び承認

国際ロータリークラブ連合会本部
翻訳

シカゴ市ミシガン通り 910

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。
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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
－ 486 －

デトロイト・ロータリークラブ

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
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（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
－ 505 －

奉仕の図式
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。
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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。

－ 515 －

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
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
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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。
－ 518 －

1921 年 2 月号 The Rotarian 記事
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
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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
－ 549 －

ロータリーの礎石
The Rotarian 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
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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
－ 556 －

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。
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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
－ 562 －

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
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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。
－ 565 －

大連宣言採択
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。
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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。

－ 568 －

奉仕こそわがつとめ
Service 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

サンプル
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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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。
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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？
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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
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田中毅 PDG 訳）

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。
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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
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RI2680 地区 田中毅 PDG）

職業奉仕に関する声明
Statement 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；
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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
Declaration 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
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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 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。
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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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「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
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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
－ 585 －

ロータリー章典（2020年４月版）掲載

職業奉仕の基本理念

（Basic Principles of Vocational Service）

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
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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。

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
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。
－ 588 －

ロータリー綱領小史
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

サンプル

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。

－ 592 －

綱領の日本語訳の変遷
1956年 手続要覧
第３条

綱領

第１節

ロータリーの綱領は奉仕の理想を有益なる事業の根本精神として育成し、主として
次の事項を奨励するにある。

1．奉仕の機会を作るため知り合いを拡めてゆくこと。
2．社会に奉仕する目的を以てロータリアン各日の従事する商業又は専門的職業の徳義的
規準を高め、その職業の真価を認識し、且つ職業そのものに権威あらしめること。
3．およそロータリアンはその個人生活、職業生活、社会生活の別なく常にこれに奉仕の
三埋想を励行すること。
4．奉仕の理想のもとに結ばれた実業家及び専門家の世界的友誼によって、国際閲の建碑
と友帖と平和とを促進すること。

サンプル

1958、60 年
第３条

手続要覧

綱領

ロータリーの綱領は、尊ぶべき事業の基準として奉仕の理想を奨励且つ育成し、特に次の事
項を奨励育成するにある:
第一

奉仕の一つの機会として知り合いを拡めて行くこと；

第二

社会に奉仕する一つの機会としてロータリアン各自の従事する職業の道徳基準を高め、
その真価を認識し、且つ職業そのものに権威あらしめること；

第三

各ロークリーアンは、その個人生活、職業生活及び社会生活の別なく常に之れに奉仕
の理想を適用すること；

第四

奉仕の理想に結ばれた職業人の世界的親交によって国際間の理解と友情と平和を促進
すること。

1962、64、66、68 年
第３条

手続要覧

綱領

ロータリーの綱領は、尊ぶべき事業の基準として奉仕の理想を奨励且つ育成し、特に次の事
項を奨励育成するにある；
第一

奉仕の一つの機会として、知り合いを拡めて行くこと；

第二

職業上の高き道徳的基準；総ての有用な職業の価値あることの認識；そして社会に奉
仕する好機としての各自の業務を、各ロータリアンにより権威あらしめること；
－ 596 －

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、和
を推進すること。

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16条 ロータリーの目的の受諾と定款・細則の順守

サンプル

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、クラブ定款・細則を順守し、これに拘束されることを受諾する。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、クラブ定款・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。

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。

－ 598 －

シカゴ・ロータリークラブ
定

定款及び細則

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
第１節

会員資格

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

サンプル
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
－ 600 －

奉仕理念の歴史
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 profits 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 profits 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、

サンプル

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 profits 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
profits most who serves best」に関する講演を行う。
－ 605 －

ロータリー奉仕理念の変遷
年

度

1905年 2月
1906年 2月

内

容

最初のロータリークラブがシカゴに創設される
「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 profits 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 profits most who serves best」のレポートが紹介され、
「ロータリー

サンプル
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
－ 609 －

規定審議会 および 決議審議会
（Council on Legislation and Council on Resolutions）
審議会
審議会は、ロータリーの組織運営にクラブの声を反映させる機会である。３年に１度開催さ
れる規定審議会と毎年開催される決議審議会で構成されている。

規定審議会
３年に１度開催される規定審議会では、ロータリーの組織規定に変更を加える制定案と、
RI 理事会の見解を表明する見解表明案について審議と投票が行われる。

審議会代表議員
地区は、一地区につき１名の代表議員を３年任期で選出する。選ばれた代表議員は、任期中

サンプル

に開催される３回の決議審議会と１回の規定審議会に、地区の代表として出席する。

各地区は、2020年7月1日～ 2023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名を選出する。この代表議員は、以下の審議会で地区を代表する。
◦2020年、2021年、2022年決議審議会
◦2022年の規定審議会

代表議員と補欠議員は、2020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条を参照。

規定審議会とは
●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
制定案はロータリーの組織規定（RI 定款、RI 細則、標準ロータリークラブ定款）の改正を目
的とするものである。また、このような権限を持つのは規定審議会のみである。
●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
－ 611 －

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

サンプル

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。

－ 623 －

「四つのテスト」
四つのテストの誕生
ハーバート・Ｊ・テーラー氏（私）のジュエル

ティー会

社での昇進は早かった。まず本店支配人、次に社長補佐、そ
して副社長。1929 年には社長カーカー氏の次に位置する取
締役副社長となった。この時の給与、ボーナスを合わせると
年収３万３千ドルにも達した。
その時私は次期社長候補となっていたが、折りも折り、シ
カゴのコンチネンタル

ナショナル銀行副社長が、社長カー

カー氏にこう頼み込んで来たのである。 ―― テーラー氏の時
間を半分割いて、クラブ

アルミニュウム製品会社が破産し

ないように手を貸してもらえまいか ―― と。
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1930 年という年には、大恐慌のいやな日々が続き、何百万という人々が職を失い、会社は
いたる処で破産に瀕していた。銀行さえも安全ではなかった。カーカー氏は、私が時間を半分
割いてクラブ

アルミニュウム製品会社で働くことに賛成してくれた。そこで、私は自分の選

んだ数名のスタッフ共々、その会社に乗り込んだ。机の上に資料を集め、この会社が係争中の
訴訟事件を調べてみて、この会社には 40 万ドルの借金があることを掴んだ。クラブ

アルミ

ニュウム製品会社には全資産をもってしても如何んともしがたい負債があるのだ。債権者が３
人もかたまれば会社を破産させることもできるのだ。欲目でみても、荒涼たる光景としか言い
ようのない有様であった。報告書を債権者会議に提出したところ、大多数の意見はもう会社を
閉鎖したらどうかというものだった。クラブ

アルミニュウム製品会社を救い、そこで働く人々

の職を確保する手立てはもはや残されていないように思われた。
しかし、私の心の内で何か不思議なことが起こり始めていた。ジュエル
て３万３千ドルという素晴らしい年俸を得るのと、クラブ

ティー会社に戻っ

アルミニュウム製品会社に無報酬

で留まるのと見比べてみて、ふとこんな考えが心に浮かんだのである。「ひょっとしたら神が本
当にお望みなのは、私がここで留まり働くことではないか」と。
この件に関して、私は長い祈りを神に捧げた。この会社に残ることは誰の目から見ても、当
然賢いことではないだろう。しかし、これが神のお示しになった道だという思いは私から離れ
なかった。この会社こそ神が私のために選んで下さったのではないか ―― 我が第二の人生を全
－ 631 －

＜「四つのテスト」のテスト＞
＜その１＞
そうこうするうち、私達自身が「四つのテスト」を応用して良かったかどうかというテスト
を受ける羽目になった。ある日のこと、当社のセールス

マネージャーが部屋に飛び込んで来

るやいなや息も絶え絶え言うことには、５万点以上の台所用品の注文が取れるかもしれないと
言うのだ。それは夏のことで、販売業績もさほど良くなっておらず、私達は依然として破産状
態にあった頃の話である。そんなに素晴らしい注文が取れたらとは、誰もが思った。
しかし問題がひとつあった。セールス

マネージャーは一瞬「四つのテスト」に思いを巡らし、

「だけど、この注文主は製品を割り引いて売るつもりらしいのです。とすると、それは私達の製
品を宣伝、販売してくれている常連のディーラーに対して公平を欠くことになります。彼らは
常に定価通り売っていますから。定価通り売るつもりがないとすると ―― 」と言った。
私達は仕方なくこの取り引きを諦めた。しかし、この取り引きを中止したことは、破産状態
にあっては大変な痛手で、最も辛い決定だった。が、こういった特別の取り引きを例外としてやっ
てしまえば、それは私達が常日頃原則としている「四つのテスト」を自ら嘲笑することになっ
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てしまう。

＜その２＞

ある時、ある印刷屋に仕事を頼んだことがあった。なぜといって、その印刷屋の言い値が他
の印刷屋のそれより 500 ドル安かったからである。さて、出来上がった印刷物を受けとる段に
なった時、この印刷屋が言うことには、見積もりの計算違いで、言い値より 500 ドル高くなっ
てしまったと言うのである。彼の計算違いに対して料金を支払う必要があるだろうか。当社に
とっては取っておきの 500 ドルなのだ。そこで、
重役にこの件について相談した。ある重役は
「当
社に何の落ち度はない。従って 500 ドルは印刷屋の方で負担すべきだ」と言った。別の重役は
「しかし、それは『四つのテスト』の第２項に抵触するのじゃないかな。もし印刷屋が単純な計
算違いをしたというのが本当なら、彼にその金額を負担させるのは『みんなに公平』にならな
いよ。まず、それが不注意で生じたのかどうか調べてみる必要がありそうだ」と言った。少し
調べてみると、その印刷屋の間違いは故意のものではないことが分かった。そこで会社は彼に
その 500 ドルを支払ったのである。
「四つのテスト」なかりせば、そう出来たかどうか ―― 。
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＜「四つのテスト」の成果＞
「四つのテスト」を出来るだけ忠実に実行することによって、
私達はディーラーと消費者だけでなく、私達同業者の間にも善
意を築くことが出来るようになった。同業者の製品をこきおろ
すことなどしなかったのだ。実際何か言って善意を育む種にな
ること以外、私達は同業者に対して口を噤んでいた。「四つの
テスト」を適用し、同業者でも褒めるべきものは褒めたので、
私達の業界はディーラー、消費者双方から高い評価を得た。又
その結果、私達の業界の販売は全体で大幅に増えたのである。
神の御加護 ―「四つのテスト」― これは私の祈りに神が答
えて下さった贈物である。善良な社員、良質の製品といったいろいろの幸運が重なり合って、
会社は５年間で 40 万ドルの借金を返済することが出来た。もちろん、利子をも含めて１ドル
残さず返済したのである。
次の 15 年間で当社は 100 万ドル以上の株式配当を支払うことができるようになり、会社の
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純資産は 100 万ドルを遥かに越え 750 万ドルにまで達した。

しかし、「四つのテスト」がもたらした成果は、仕事の上だけに限られたものではない。と言
うより「四つのテスト」が最も有益で役に立ったのは、なんと言っても一般の人間関係におい
てである。

＜聖書のエレミア書＞
「四つのテスト」を書いてから約２年経った頃、「四つのテスト」の内容がどうしてこのよう
になったのか、その必然性が自分でもはっきり分かる時が来た。すでに記したように「四つの
テスト」は、神に対する祈りの結果もたらされたものだが、その悉くは聖書のエレミア書に書
かれていたのだ。だから、エレミア書の中に書かれている「四つのテスト」の原版である神御
自身の御言葉に出合った時、私は大して驚かなかった。エレミアは旧約聖書に出て来る偉大な
予言者の１人で、この世での人生を終わらんとする間際、神御自身から人々に述べ伝えよと直
接お告げの御言葉を賜ったのだ。即ち、エレミア書第９章 23 ～４節にこうある。
「主はこう言われる、『知恵ある人はその知恵を誇ってはならない。力ある人はその力を誇っ
てはならない。富める者はその富を誇ってはならない。誇る者はこれを誇りとせよ。すなわち、
さとくあって、わたしを知っていること、わたしが主であって、他に、いつくしみと公平と正
義を行っている者であることを知ることがそれである。わたしはこれらの事を喜ぶ』と」
『いつくしみ』は「好意と友情を深めるか」と「みんなのためになるかどうか」という２つの
－ 634 －

一業一会員制と職業分類制度
一業一会員制
1905年

ロータリー誕生

1915年

アディッショナル制度 （同業者を推薦）

一業一会員制で発足

1930年

パストサービス会員 （現役を離れた人）

1939年

シニアアクチブ会員 （年齢により５～ 15年でリタイアしたと見なす）

1970年

シニアアクチブ制自動移行 （会員歴15年で自動的にシニアアクチブ）

2001年

正会員と名誉会員のみに整理
退職者も継続して会員資格（職業分類を維持）

2007年

財団学友を正会員
地域社会の活動参加者を正会員

2013年
2016年
2019年

仕事をしたことのない人、または仕事を中断している人を正会員
職業分類は

専業主婦（主夫）

規定審議会

会員の種類に柔軟性の導入。ただし、職業分類は柔軟性の対象外。
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職業分類の制限を廃止する。（同一職業分類の会員数を50名以下は５名、51名以上
は正会員の10パーセント以下とする規定を削除）

また、『最低数の職業分類が存在する地域にクラブを結成すべきである』とのRI 細
則の規定を削除し、１つ以上のロータリークラブが存在する地域にも、クラブを結
成することができるとする。また、主にオンラインで活動をするクラブは所在地域
を全世界とするか、クラブ理事会が決定する所在地域とする。

一業一会員制は、ロータリーの創始者ポール･ハリスによって提唱されたロータリー創立以
来の大原則であり、ロータリーの魅力の中核をなすものです。ところで、ポール・ハリスは、
1905年２月23日に３人の友達と語り合ってロータリークラブを作ろうとしたときに、何故一
業一会員制を提唱したのでしょうか。
そこには1900年当時のシカゴの初期の資本主経済社会の実態があったのかもしれません。
熾烈な競争によって、同業者は、お互いに食うか食われるかの関係に立たされます。騙すより
騙される方が悪いそのような風潮の中で、もしクラブの中に同業者が居ると、お互いに疑心暗
鬼になり、心を開き合って仲良くなることができません。
このような事情から、ポール･ハリスは、ロータリークラブを作るに当たっては、同業者を排
除して、一つの職種から一人だけ会員を選ぶという一業一会員制の原則を採用したのだと思わ
れます。即ち、一業一会員制の原則は、クラブ親睦を担保するための原則であり、ロータリー
の魅力の根源なのです。
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出席規定の歴史
年

度

1917年

内

容

出席競争開始

1921年

60％出席規定（The Sixty Per Cent Attendance Rule）制定。
（６カ月間における出席率が60パーセントに達してない会員の会員身分を終結）

1922年

標準ロータリークラブ定款採択。メークアップ制度を含む出席規定制定。
例会日の前後各６日の間に他のロータリークラブの例会に出席し、本クラブに
その通知があれば、その出席を以てクラブの例会における欠席を補填すること
ができる。
出席競争規定（Attendance Contest Rule for the Clubs）制定。
会員数のグループ別による競争を促す。
AA区分
300名以上のクラブ
Ａ区分
200 ～ 300名のクラブ
Ｂ区分
100 ～ 200名のクラブ
Ｃ区分
50 ～ 100名のクラブ
Ｄ区分
50名以下のクラブ
60％ルール出席
会員の所属クラブ又は他のロータリークラプの例会に、その所定時間の少く
とも60%列席すること。
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1967年

地区出席競争制定。(District Attendance Contests)
理事会は各地区ガバナーに対し、その地区内のクラブ間に出席競争を行わせ、
月信においてその結果を公表するよう要請。

1980年

RA、IAでメークアップ可能。半期間に所属クラブ30％以上の出席。
出席競争規定廃止。
（1922年に採択された出席競争規定は、その後、決議29-12中の一部規定とし
て何度か改正されたが、1980年の規定審議会の決定によって削除された）

1986年

定款第7条出席を新設
（従来は、第４条会員資格の持続期間

第７節欠席による資格終結）

1989年

RCC（ロータリー地域社会共同隊）でメークアップ可能

1995年

メークアップ期間の延長
例会の前後14日間以内にメークアップ

1998年

理事会承認の奉仕プロジェクトがメークアップ

2001年

理事会が認めた奉仕委員会の活動、理事会出席、クラブがスポンサーした行事

2004年

相互参加型のウェブ会合に30分でメークアップ

2007年

年度半期ごとに例会出席50％（メークアップも含め）

2016年

出席の例外規定

2019年

メークアップを例会の前後２週間から、同年度内に変更する。
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ポール・ハリスの語録の中から、「出席してためになる例会」について
親愛の情に満ちた友人との出会いと、精神的道徳的高揚をもたらす
教養プラグラムがあり、それによって自分の人生が豊かになる、とい
うものでなければ誰が毎週のクラブ例会に規則正しく出席しようとい
う気になるものか。

ロータリーの理想と友愛

1935 年

ロータリーに参加することは無益ではないと知るならば、其処にロータリーから受くる少な
くとも或利益はあるのであって、又此運動の為に働くことの満足が生まれるのである。ロータ
リアンがクラブの例会に毎回規則的に出席するのは、其処に交友和親が能く彼の生活に豊かな
る潤沢を与え、提供せらるる教養上のプログラムが能く彼の智的並に道徳的向上に役立つこと
を認むるが為である。一定団体の目的を認識することは、その団体を支持し讃仰するに至る前
提条件である。商業会議所或は慈善事業団体等の尺度を以て量る時は、ロータリーの成果は或
は不満足のものたるや知るべからざるも、ロータリーの尺度を以て前者を測定せば、其の答は
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亦同じく不満足のものであろう。然るに十分なる予備知識を有せずして、或目的又は其の成果
に匆卒*なる判定を下さんとする人が甚だ少くない。

注釈：匆卒*（そうそつ）：過度に急ぎたがること（そして不注意を起こし得ること）

然らば会員の出席は如何、果して会員は出席を怠らないでいるか、それとも会員は有名無実
に過ぎないのであるか。この質問に答えて曰わん、各会員の出席は少くともクラブの集会数の
六割を下ってはならぬ、然らざれば会員資格は喪失すべきものなりと。茲に謂う六割とは最小
限度であって、平均すると遙に六割以上であり、各会員の集会出席率は増加するも曾て減じて
はいない。
是則ちロータリーの健全なる現状を証すものでなくて何であろう。ロータリーの初期にはク
ラブ在籍会員の総出席を見ることは破天荒とされた。然るに今日では会員の一人も残らず出席
することは、必ずしも特筆に値しない。仮に一個のクラブが全会員の総出席せる集会を連続し、
且つ期間が可なり久しきに亘るようならば夫れこそ注意を喚ぶに足るであろう。全会員の総出
席を見る会が十二回或は十五回位連続して開かれていても、今は亦之を異とせざる状況である。
クラブの中には全会員の総出席を毎週一年以上続けて行ったものが三百四十もあり、或クラブ
に於ては三年間を通じ一人も洩れなく出席したという好成績を挙げ、又二十年間に一回も欠席
しなかったという記録を有する会員も若干はいるのである。無欠席の記録を有する会員は今後
もこの記録を持続しようとして、自ら大いに精励せずにはいられない。それには絶えず身体の
強健であることが最も必要であって、出席という記録の上では、病気のためならば欠席しても
可いという申訳は成立たない。
平生居住する甲の地の集会に欠席したる者と雖も、勿論乙の地のロータリークラブに出席し
たる場合はこれを承認しなければならぬ。こう云う制度上の便宜が設けられなければ、上敍の
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ローターアクトクラブに関する変化
ローターアクトクラブの RI 加盟が承認（2019 年規定審議会）
2019 年規定審議会によって、ローターアクトクラブは RI 加盟が認められた。
19-72

ローターアクトク
ラ ブ が RI 加 盟 を
求められることを
明確にする件
（RI 理事会）

ローターアクトクラブの RI RI 定款
加盟を規定し、ロータリー
1,2,3,5,8,11,13.
ファミリーに迎え入れよう RI 細則
とするもの。RI 加盟により、
2.010.
ローターアクトクラブの RI
2.040.
との所属関係がより高い位
3.010.
置づけとなる。ローターア
3.030.
クターは引き続きロータリ
3.050.
アンと明確に異なる権利、
4.060.
特 権、 代 表 を 維 持 す る こ
6.060.
とになる。また、ローター
7.050．
アクトクラブは、その会員
18.020.
のおのおのにつき、理事会
18.030.
により定められた通りに人
18.040.
頭分担金を支払うものとす
19.010.
る。
19.020

再審議
AA
381:134

サンプル

この決定により国際ロータリー定款ならびに国際ロータリー細則が変更された。

主な変更点
国際ロータリー定款の主な変更点
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およびローターア
クト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、
ローターアクトクラブ、と RI 地区を支援すること。
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
ブおよびローターアクトクラブをもって構成されるものとする。
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第 11 条

会費

各クラブおよびローターアクトクラブは半年ごと、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 13 条

会員の称号と徽章

第 3 節 — ローターアクト会員。ローターアクトクラブの全会員は、ローターアクターとし
て認められ、ローターアクトの徽章、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。
国際ロータリー細則の主な変更点
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。
8．ローターアクトクラブ：若い成人のクラブ
9．ローターアクター：ローターアクトクラブ会員
2.040. ローターアクトクラブによる標準定款の採用
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標準ローターアクトクラブ定款は、理事会が作成するものとし、理事会が改正することがで
きる。すべての加盟ローターアクトクラブは、標準ローターアクトクラブ定款を採用するもの
とする。そのような改正は、自動的に、各ローターアクトクラブの定款の一部となるものとする。
第4条

クラブの会員身分

4.060. ローターアクトクラブ会員
ローターアクトクラブは、理事会により定められた通りに若い成人により構成されるものと
する。
18.030. 会費
18.030.2. ローターアクトクラブの人頭分担金
各ローターアクトクラブは、その会員のおのおのにつき、理事会により定められた通りに人
頭分担金を支払うものとする。
暫定規定
2019 年規定審議会が制定案 19-72 号によって採択し
た改正は、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。
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ローターアクトクラブの変化に関する経過
年

度

2014 年 10 月

内

容

理事会は、ローターアクターの RI 人頭分担金を支払うことを規定する件を
2016 年規定審議会提案として決定。その後、2015 年 1 月理事会で取下げ。

2015 年 1 月

理事会は、ローターアクトクラブと言う若者のためのクラブを設立し、人頭
分担金を課す件を 2016 年規定審議会提案として一時承認後、再度取下げ。

2016 年 4 月

2016 年規定審議会でローターアクターが正会員となることを認めることを
採択。（2 重会員が認められる）

2018 年 1 月

理事会は PETS や地区研修会議にアクトクラブの代表者を派遣することを推
奨し、その費用をロータリークラブや地区が支援することを奨励。

2018 年 4 月

2019 年国際協議会にアクト代表を公式に招待すること（60 名）を決定。

2018 年 10 月

理事会は、地域リーダー（ARC、ARRFC）に現・元アクターを任命を推奨。
さらに、財団補助金をアクトクラブが申請でき、またアクト会員の財団への
寄付の新たな認証制度を設けることを TRF に要請。
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2019 年 4 月
〃

2019 年規定審議会で、ローターアクトクラブの RI 加盟が承認。

理事会は、ローターアクトクラブが新たにインターアクトクラブを提唱でき
ること、大学を基盤としたローターアクトクラブと地域社会を基盤とした
ローターアクトクラブを独自の参加戦略を持った別のロータリープログラム
として分離すること、さらにローターアクトの年齢幅を削除することなどを
検討することを決定。

2019 年 7 月

理事会はローターアクト地位向上タスクフォースを設置し、下記を検討。
◦ローターアクトの人頭分担金の検討（金額と時期）
◦財団プログラムへのローターアクトの参加
◦コミュニケーションと変更管理計画
◦ロータリー章典 41.040. 節（また関連する節）の見直し
◦ローターアクトの状況変化でもたらされるその他すべてのテーマ

2019 年 10 月

ローターアクト定款の変更。2020 年 7 月より有効 （年齢制限廃止など）
ロータリー章典�アクトクラブの記述を大幅変更 （2020 年 7 月より有効）
スポンサー、会合や活動、研修などすべての項目が新たに決定。

2020 年 1 月

理事会は、2022 年 7 月 1 日よりアクターの人頭分担金徴収 8 ドル決定。
（ただし、大学基盤のクラブは 5 ドル）。
年齢上限撤廃については、クラブが独自に決めることができるに再修正。
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2019 年 10 月理事会決定
2019 年規定審議会は、国際ロータリーの組織規定を改正し、その結果、ローターアクトク
ラブが国際ロータリーの加盟クラブに含まれることとなりました。2019 年 4 月のこの画期的
な決定後、マーク・マローニー RI 会長は、ローターアクターとロータリアンから成る「Elevate
Rotaract Task Force（ローターアクト地位向上タスクフォース）」を任命しました。同タスク
フォースは、ローターアクトの新しい立場をより正確に反映する方針を提案します。同タスク
フォースによる話し合いのあらゆる段階で、ローターアクターが会員として求めるものを知り、
また、調査や討論グループを通じて重要な方針の決定に加わるあらゆる機会をローターアクター
に提供することが重要な目標とされました。
2019 年 10 月、国際ロータリー理事会は、「Elevate Rotaract Task Force」（ローターア
クト地位向上タスクフォース）の推奨に応じて、ローターアクトに関連する方針に複数の変更
を加えました。

2019 年 10 月理事会会合でのローターアクトについての重要な決定事項

（議事録より抜粋）
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ローターアクトに関連する方針で 2020 年 7 月 1 日から実施される変更事項についての詳細
◦ 2020 年 7 月 1 日から有効となる更新された「標準ローターアクトクラブ定款」
◦ 2020 年 7 月 1 日から 改定される「推奨ローターアクトクラブ細則」

（参照：巻末のローターアクトクラブ定款および推奨ローターアクトクラブ細則）

「ロータリー章典」への変更事項（2020 年 7 月 1 日から有効）
◦ローターアクトクラブは、スポンサークラブ（提唱クラブ）の有無に関わらず新しいクラ
ブを設立できるようになります。
◦ローターアクトクラブは、ほかのローターアクトクラブをスポンサークラブとして選ぶこ
とができるようになります。
◦ローターアクトクラブには、18 歳以上のすべての若い成人が入会できるようになります。
◦ ローターアクトに関する方針は、第 5 章「プログラム」の部分から移され、改訂後の第 2
章「クラブ」第 12 条ローターアクトクラブおよび第 17 条の地区委員会に記載されます。
◦方針に関する変更事項に基づき、
「標準ローターアクトクラブ定款」ならびに「推奨ローター
アクトクラブ細則」が改定されます。
◦すべての地区委員会にローターアクターを加えることがロータリー地区に奨励されます。
その他の重要な決定事項
◦ローターアクターは今後、人頭分担金を支払うことになるが、その額と支払い開始時期は
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未定である。（人頭分担金が設定された場合、2021 年 7 月 1 日付で新しいローターアク
トクラブの加盟金 50 米ドルを廃止する。）
◦将来の RI 会長エレクトに、ガバナーエレクトとローターアクターとの協働を促すためのセ
ションを計画することで、国際協議会にローターアクターを参加させるよう要請する。
◦会長に、ローターアクトに関係する事項について助言を求めるために、各理事会会合に出
席するローターアクト委員会からのローターアクターの代表を任命するよう要請する。
◦将来の RI 会長に RI 委員会のアドバイザーとしてローターアクターを任命するよう要請す
る。
◦事務総長に、ロータリーとローターアクトのクラブ管理とコミュニケーションをより容易
にする携帯アプリの開発を研究するよう要請する。
◦管理委員会に以下の件を要請する。：
a. 下記に掲げる意図する結果となる場合、2022 年 7 月 1 日から始まるグローバル補助
金に、ローターアクトクラブが実施国または援助国提唱クラブとなることを承認する
こと。
i. 適任で、熟達した、若い専門職を巻き込むことで、革新的で持続可能なプロジェク
トを成功裏に達成するという財団の能力を増加すること。
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ii. 財団プログラムに多様性、公平、インクルージョンを増加させることで、財団の約
束を増進すること。

b. 下記に掲げる意図する結果となる場合、ローターアクトクラブがグローバル補助金の
申請において、寄付者あるいはパートナーとして正式に認められるために、補助金セ
ンターを更新するよう事務総長に要請すること。

i. ロータリークラブとローターアクトクラブの有意義なパートナーシップの励みとな
ること。
ii. 持続可能な活動を実施できる有能なパートナーとして、また財団基金の責任ある管
理人として、ローターアクトクラブをパートナーとして認識されること。
iii. ローターアクトクラブがより成功するために、ロータリークラブからさらなる支援
が必要との認識であること。
c. プログラム参加者としてローターアクターに以前に与えられていた権利や特典は取り
消されないことを承認すること。
d. ローターアクターがロータリー財団に対する研修の機会、ファンドレイジング、およ
び支援により積極的に取り組めるよう、ロータリー財団地域コーディネーター、地区
ロータリー財団コーディネーターに奨励すること。
e. ロータリー財団を支援するクラブのリーダーを指名するよう、ローターアクトクラブ
に奨励すること。
f. 地区ロータリー財団委員会にローターアクトクラブのリーダーを加えるよう地区に奨
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励すること。
g. ローターアクトに関係する事項について、管理委員会に助言するために、ローターア
クト委員会にローターアクトのメンバーを任命することを考慮すること。
h. ローターアクト委員会に管理委員会のリエゾン（連絡委員）を任命することおよび、ロー
タリー財団に関係する事項について管理委員会に直接助言するために、ローターアク
ト委員会を招待することを管理委員長が考慮すること。
◦国際ロータリーは、ローターアクトの目標を次のように設定した。
❖ 2022 年までに、ローターアクターの数（国際ロータリーに報告される数）を 100％増
やす
❖ 2022 年までに、それらの報告されたローターアクターのうち、ロータリークラブに入
会した人の数を 20％増やす
❖ 2029 年までに、ローターアクターの数（報告される数）を 100 万人に増やす

よくある質問
Q

これらはどのように決定されたのですか。

A

数年にわたり、理事会、管理委員会、各種委員会、また世界中のロータリアンとローター
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アクターの間で、どのようにローターアクターの立場を高め、どのようにローターアクト
クラブをロータリークラブの奉仕のパートナーと認識するべきかが話し合われてきまし
た。ローターアクターはこれまで、RIのローターアクト委員会やローターアクト大会前会
議、またオンライン調査や討論グループを通じて、理事会にアイデアを提供してきました。
今回の決定は、これを反映したものです。
ロータリーではこれまでに、ローターアクトが単なるプログラムではないことと、ローター
アクターがより大きな柔軟性、リソース、支援を求めているということについて、多くの
人から意見が寄せられていました。また、ローターアクターはクラブ、地区、多地区合同
で素晴らしい活動を行っており、それについての認識を高めるべきだとの声が多く出てい
ます。ローターアクトクラブを正式に国際ロータリーの加盟クラブとすることを決定した
2019年規定審議会後、会長は、ローターアクトの新たな立場を反映する方針と、ローター
アクターが開放性、革新性、柔軟性を体験できるようにする方法について話し合う「Elevate
Rotaract Task Force（ローターアクト地位向上タスクフォース）
」を任命しました。
Q

これらの決定はなぜなされたのですか。

A

ロータリアンとローターアクターは、ロータリーファミリーとして、行動人として、ロー
タリーの新しい「行動計画」での欠かせない存在として、ローターアクターの重要性を話
し合ってきました。これらの重要な決定は、ローターアクトクラブの現在の傾向を反映し、
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ローターアクトをロータリークラブと並行して加盟クラブとし（独自性、クラブ文化、会
員の特典は異なる）、ローターアクト内でのより大きな柔軟性、革新性、多様性を奨励す
るものです。
Q

これらの変更事項は、すぐに実施されますか。

A

いいえ。「ロータリー章典」への変更事項は、2020年7月1日から有効となります。これ
により、変更事項についてクラブと地区で確認し、話し合う時間を持つことができます。
変更事項の実施には時間を要するため、クラブと地区には、細則を改定する計画を立て、
徐々に変更事項を取り入れていくよう奨励しています。

Q

ローターアクトについての方針はどこに記載されていますか。

A

2020年7月1日より、
「ロータリー章典」第2章「クラブ」に第12条「ローターアクトクラブ」
が追加されます。現在、第5章「プログラム」部分の41.040.項にあるローターアクトに
関連する方針は、2020年7月1日以降削除されます。

Q

変更実施前に、変更事項を確認することはできますか。

A

はい。現在、改定された方針を確認することができます。変更事項についてクラブや地区
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のリーダーと話し合いましょう。ご質問は rotaract@rotary.org にお問い合わせください。
Q

ローターアクト定款と細則は、いつ改定しなければなりませんか。

A 「標準ローターアクトクラブ定款」も、2020年7月1日に改定されます。改定できるのはRI
理事会のみです。
「標準ローターアクトクラブ定款」は、活動中の全ローターアクトクラブ
に自動的に適用されます。また「推奨ローターアクトクラブ細則」も同時に改定され、ク
ラブには、それぞれのニーズに合わせて細則をカスタマイズすることが奨励されています。
Q

ローターアクトの会員年齢の上限が取り除かれたのはなぜですか。

A

ローターアクトクラブは今後も、若年層の社会人を対象とします。ローターアクトの会員
年齢の上限を取り除くことで、会員は年齢に関係なく自分が望むクラブ体験を選べるよう
になります。現在の方針では、ローターアクターがロータリークラブへの入会に誘われる
前に、あるいは入会への心構えができる前に、ローターアクトから退会しなければならな
いということが頻繁にあります。これは、ローターアクターのロータリー離れにつながり
ます。
ローターアクトの会員年齢を30歳までとする制限については、地域によって受け止め方
が異なります。会員が年齢制限の引き上げの必要性を感じている地域がある一方で、引き
下げを望む地域もあります。ローターアクト地域向上のためのタスクフォースと理事会は
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慎重に検討した後、ローターアクト退会時期をローターアクター自身が決める柔軟性を提
供することが重要であると判断しました。調査したローターアクターの大多数は、年齢制
限を削除することで、クラブでの体験が変わることはない、あるいは改善されると考えて
いることがわかりました。また、ロータリークラブ入会への意向も変わらないという声が
聞かれました。
Q

ローターアクターには今後も、ロータリアンとなることを呼びかけていくのですか。

A

はい。これは変わりません。ローターアクターには今後も、自分が望むクラブ体験ができ
るロータリークラブにいつでも入会することを呼びかけていきます。ロータリークラブ
は、例会や行事、奉仕プロジェクトでローターアクターと定期的に協力を続けていきます。
また適時にロータリークラブへの入会をローターアクターに勧めていくことも従来通りで
す。ローターアクターは、ローターアクトクラブ会員であってもロータリークラブに入会、
あるいは新たにロータリークラブを設立することができます。

Q

ロータリークラブは今後も、ローターアクトクラブのスポンサークラブ（提唱クラブ）と
なることはできますか。

A
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はい。2020年7月1日以降、一つまたは複数のロータリークラブが、あるいはほかのロー
ターアクトクラブがローターアクトクラブを提唱できるようになります。また、スポンサー
クラブなしでローターアクトクラブを設立することも可能になります。これによりロー
ターアクトクラブは、柔軟にそれぞれのニーズに最適な協力関係をスポンサークラブと築
けるようになります。

Q

ローターアクトクラブは、ほかのローターアクトクラブを提唱できるようになりますか。

A

はい。2020年7月1日以降、ローターアクトクラブは、ほかのローターアクトクラブのス
ポンサークラブ（提唱クラブ）となることができます。これによりローターアクトクラブ
は、柔軟にそれぞれのニーズに適したスポンサークラブと関係を築けるようになります。
また、地域社会を基盤とするローターアクトクラブは、大学を基盤とするローターアクト
クラブのスポンサークラブとなることが奨励されます。

Q

これらの変更事項は、ローターアクトクラブでの体験にどのような影響をもたらしますか。

A

これらの変更事項によって、ローターアクトクラブでの体験に必ず影響がもたらされると
いうことはありません。ローターアクトクラブには今後も、ロータリークラブと協力し、
地元と海外で革新的かつ持続可能な奉仕プロジェクトを計画し、若い社会人の会員にリー
ダーシップ育成と職能開発の機会を提供するよう呼びかけていきます。ローターアクトク
ラブは、より柔軟にそれぞれのニーズに合わせて会員の活動を立案し、若い社会人ネット
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ワークの幅を広げ、多様な考え方や職種、才能を融合するような関係をクラブと築いてい
けるようになります。
Q

これらの変更事項は、ロータリークラブでの体験にどのような影響をもたらしますか。

A

これらの変更事項によって、ロータリークラブでの体験に必ず影響がもたらされるという
ことはありません。ロータリークラブには今後も、ローターアクトクラブを提唱し、ロー
ターアクトと手を結び奉仕プロジェクトを計画することや、協力と指導を通じてリーダー
シップ育成と職能開発の面でローターアクターを支援していくことが呼びかけられます。
ロータリークラブは、それぞれの地域社会でローターアクターとともに活動し、新しいロー
ターアクトクラブの発展を支援し、適時にロータリークラブへの入会についてローターア
クターに呼びかけていきます。

Q

ローターアクトクラブは現在、RI会費を支払う必要はありますか。

A

いいえ。まだ必要ありません。理事会は、ローターアクトクラブの人頭分担金の支払いに
同意しましたが、決定を行う前に、ローターアクトの会員調査の結果を慎重に検討します。
理事会は今後も、適切な金額、徴収時期、人頭分担金と引き換えにローターアクターが受
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けるリソースや支援について話し合いを進めていきます。今後、徐々に変更が加えられて
いくでしょう。
Q

ローターアクトの会員目標がなぜ既に立てられているのですか。

A

クラブの成長と繁栄に向けて目標を立てるのと同様に、ローターアクト全体としての会員
目標を立てることは、ローターアクトの今後の成功のために必要不可欠です。ローターア
クトの世界的影響について理解し、より多くの若い社会人にローターアクトを通じて奉仕
とリーダーシップに従事してもらうためにも、クラブと地区に大きな目標を立てるよう呼
びかけることがこれまで以上に重要です。

Q

ローターアクターが、RI理事会または管理委員会の役員となる、あるいは助言をできるよ
うになるのですか。

A

理事会と管理委員会は、ローターアクトの意見を重視した上で、RI会長が各種委員会にロー
ターアクターを任命することを推奨しました。理事会と管理委員会は、今後ローターアク
ターがより直接的に関与していく方法について引き続き話し合っていきます。
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インターシティミーティングの歴史
I n tercity M eeting （IM）
ＩＭとは Intercity Meeting インターシティーミーティングの略で、近隣都市の複数のクラ
ブで実施する都市連合会のこと。
グループ（Group of Clubs、地理的状態や広さなどにより、地区が 3 クラブから 7 クラブ
の基準で区分されたものです）分区単位でのクラブや、大都市の場合、その都市内の数クラブ
の会員が集まり、合同で行う自由討論会であり、ガバナー補佐が主催して開かれることが多い。
近隣クラブが共通のテーマで語り合い、知己の輪を広げる意義は大きく、殆どのＩＭはフォー
ラムと懇親会がセットになった IGF 形式がとられていますが、必ずしもこれにこだわる必要は
なく、セミナーの形式がとられることもたびたびあります。

IM の目的
この会合の大切な目的は、会員相互の親睦と知識を広めることであって、さらに、会員にロー
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タリー情報を伝え、立派なロータリアンの養成にあります。

そのため、経験豊かなリーダーの下で、ロータリーの奉仕理念を勉強する会合です。
同時にグループ、分区内の会員の親睦も重要な目的ですから、懇親会も併せて開催されます。
ＩＭは決議や決定を行う場ではありませんが、ＩＭへの出席はメークアップとなります。

IM のテーマ
テーマはロータリーのこと、そして一般社会のことで、そのときに話題になっていること、
考えなければならない問題点など、多岐にわたります。
形式も講演、フォーラムなどいろいろあります。

IM の歴史
1914 年

IM 始まる。
西海岸のサンフランシスコ RC（No2 クラブ）とオークランド RC（No3 クラブ）

1926 年

日本で IM 開催。

1920 年

初めて東京ロータリークラブが創立され、続いて、大阪、神戸、名古屋、京都に
RC が相次いで設立された。1926 年 5 月 15 ～ 16 日、日本の全ロータリーを集
めた第 1 回インターシティ・コンファレンス（連合会議）が大阪で開催。議題は、
拡大しつつある日本で、RC 連合会を結成するかどうか、各地にロータリーを広め
るか、さらにロータリー精神の広報についてであった。
－ 659 －

ロータリーの各種研修リーダー
Training Leader
ロータリアンのリーダーシップ研修で極めて重要な役割を果たすのが、クラブと地区の研修
リーダー。豊富な経験を分かち合いながら、優れたリーダーシップを発揮できる人材を育てよう。
研修に関する最新情報は「Rotary Training Talk」ニュースレター（英語のみ）の受信をお
申込みください。

（RI ウェブサイトより）

１．クラブ研修リーダー（Club Trainer）
クラブの研修リーダーは、会長をはじめとするクラブのリーダーと協力しながら研修プログ
ラムを開発します。地区研修リーダー、ガバナー補佐、ガバナーはクラブ研修リーダーを支援
してくれる存在です。

（参照：ロータリー章典 8.050.）

クラブの未来を担うリーダーを育てるために以下のリソースをご活用ください。
◦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、およびプレゼンテーショ
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ンとワークシート

◦実践リーダーシップ：プログラムを始めるための手引き
◦実践リーダーシップと情報交換をしよう

2．地区研修リーダー（District Trainer）

地区研修リーダーは、クラブと地区の次年度リーダーの研修でガバナーエレクトを支援し、
ロータリアンへの継続教育において現ガバナーを支援します。また、地区研修委員会の委員長
を務めます。

（ロータリー章典 17.030.、20.060.、20.070.）

１）次期ガバナー補佐と地区委員の研修
地区チーム研修セミナー（DTTS）では、次期ガバナー補佐および次期地区委員と委員長が
就任に備えて、地区ガバナーエレクトに、地区リーダーシップチームを築き、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します。開催時期は、丸 1 日、国際協議会の後、PETS
の前に開催すべきです。

（参照：ロータリー章典 20.080.）

２）次期クラブリーダーの研修
クラブと地区の次期リーダーの研修は、一連の研修会合を通じて行われます。各会合について、
地区と参加者のニーズに応じて柔軟に応用できる推奨時間枠と推奨カリキュラムが定められて
います。
◦会長エレクト研修セミナー（PETS）では、次年度のクラブ会長が各自の役割について学び、
ガバナー補佐と協力して次年度の目標設定に取り組みます。「会長エレクト研修セミナー：

－ 663 －

ロータリー資料２
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ロータリーの歴史年表
西

暦

ロータリーの動き

1905
◇2月23日、ポール･ハリス他3名（シルベ
（M38）
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

1907

1908

1910

社会の出来事
◇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
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◇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）
◇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）
◇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。
◇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となりシェルドンは
Business Method Committee 委 員 長
となる。
－ 671 －

◇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

西

暦

2019

2020

ロータリーの動き

社会の出来事

◇ロータリー行動規範に１項目が追加（全5
項目となる）
。成人（Adult）のハラスメ
ント方針が改訂された。それに伴い、行
動規範にハラスメントに関する記述が追
加された。
◇クラブの柔軟性の追加が行われた。メー
クアップ期間は、その年度内（7月1日～
6月30日）に変更された。
（ただし、採否
はクラブ細則で明示すること）
◇2019年規定審議会により、2020年７月
から国際ロータリーは、ロータリークラブ
とローターアクトクラブの連合体となる
（RI定款第２条）
。
◇10月理事会でローターアクターの年齢上
限が廃止。
（18歳以上のすべての若い成
人）
◇国際大会（ホノルル）が中止となり、バー
チャル大会（6月20 ～ 26日）に変更され
た。例会をはじめ、ほとんどの活動が中
止となった。

◇元 号 が 平 成 か ら 令 和 へ（5月1
日）、日本人42年ぶりに渋野日
向子全英女子オープンで優勝、
日本でラグビーワールドカップ
開 催 さ れ る。 日 本 初 の Ｇ20サ
ミットが開催される（大阪市）。
東日本で台風大雨被害。消費税
率10％スタート。国連難民高等
弁務官や国際協力機構（JICA）
理事長を務めた緒方貞子さんが
12月22日死去。沖縄首里城が
焼失。吉野彰氏ノーベル化学賞
受賞。
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◇COVID-19が世界に蔓延し、東
京オリンピック・パラリンピッ
ク（7 ～ 9月）が延期され、国
内では緊急事態宣言が発令さ
れ、不要・不急の外出は自粛さ
れた。スポーツ、演劇も中止さ
れた。

◇日本で最初に誕生した東京ロータリーク
ラブの創立100周年を迎える。

「ロータリー年表」
（RID2710 PDG諏訪 昭登著）を引用

－ 690 －

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。
1905年

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
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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

1906年

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、
1906年

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。

1910年
－ 708 －

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
1912年

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、
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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

1920年

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
－ 709 －

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。
1924年
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
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初期ロータリーの徽章

－ 710 －

ロータリーの先駆者
日本編
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
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
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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。

－ 712 －

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
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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。

－ 713 －

歴代RI会長とテーマ
RI会長
開催地

ポール P. ハリス（Paul P. Harris）
1910－1911 米国・シカゴRC

シカゴ
（イリノイ州）

開催日

1910.8.15-17

登録者数

60

クラブ数：16 会員数：1,085 国数：1
RI会長
開催地

ポール P. ハリス（Paul P. Harris）
1911－1912 米国・シカゴRC

ポートランド
（オレゴン州）

開催日

1911.8.21-23

登録者数

149

クラブ数：20 会員数：3,750 国数：2
RI会長
開催地

グレン C. ミード（Glenn C. Mead）
1912－1913 米国・フィラデルフィアRC

ドゥルース
（ミネソタ州）

開催日

1912.8.6-9

登録者数

598

クラブ数：44 会員数：5,008 国数：5
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RI会長

開催地

ラッセル F. グレイナー（Russell F. Greiner）
1913－1914 米国・カンザスシティ RC

バッファロー
（ニューヨーク州）

開催日

1913.8.18-21

登録者数

930

クラブ数：74 会員数：10,000 国数：6

RI会長
開催地

フランク

L. マルホランド（Frank L. Mulholland）
1914－1915 米国・トレドRC

ヒューストン
（テキサス州）

開催日

1914.6.22-26

登録者数

1,288

クラブ数：123 会員数：15,000 国数：6
RI会長
開催地

アラン D. アルバート（Allen D. Albert）
1915－1916 米国・ミネアポリスRC

サンフランシスコ
開催日
（カリフォルニア州）

1915.7.18-23

登録者数

1,988

RI

クラブ数：167 会員数：20,700 国数：6
RI会長
開催地

アーチ C. クランフ（Arch C. Klumph）
1916－1917 米国・クリーブランドRC

シンシナティ
（オハイオ州）

開催日

1916.7.16-20

登録者数

クラブ数：230 会員数：27,000 国数：8

－ 727 －

3,591

RI会長
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開催地

イアン H. S. ライズリー（Ian H. S. 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）

開催日

2018.6.23-27

登録者数

25,188

クラブ数：35,656 会員数：1,202,605 国と地域：200以上
Rotary：Making a Differnce

（テーマ）

ロータリー：変化をもたらす
RI会長
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開催地

***バリー・ラシーン（Barry Rassin）
2018－2019 バハマ・イーストナッソー RC
ハンブルグ
（ドイツ）

開催日

2019.6.1-5

登録者数

26,859

クラブ数：35,681 会員数：1,194,785 国と地域：200以上
Be the Inspiration

（テーマ）

インスピレーションになろう
RI会長
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開催地

マーク・ダニエル・マローニー（Mark Daniel Maloney）
2019－2020 米国・ジケーター RC
ホノルル（アメリカ）中止
バーチャル大会となる

開催日

2020.6.20-26

登録者数

サンプル

クラブ数：35,875 会員数：1,189,271 国と地域：200以上
Rotary Connects the World

（テーマ）

ロータリーは世界をつなぐ

RI会長
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開催地

ホルガー・クナーク（Knaack Holger）
2020－2021 ドイツ・ヘルツォークトゥム・ラウエンブルグ・メリンRC
台北
（台湾）

クラブ数：

登録者数

会員数：
ロータリーは機会の扉を開く

RI会長
開催地

シェカール・メータ（Shekhar Mehta）
2021－2022 インド・カルカッタ-マハナガルRC
ヒューストン
（アメリカ）
クラブ数：

（テーマ）

2021.6.12-16

Rotary Opens Opportunities

（テーマ）

113

開催日

開催日

2022.6.4-8

登録者数

会員数：
（2021年1月末決定）

◈2023年の国際大会はメルボルン（暫定）

（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。
（注3）*** ： 第110回RI会長は、サミュエルＦ.オオリ氏の死去により繰り上げバリー・ラシーン氏が
会長となる。
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RI

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｡

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｡

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｡

サンプル
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｡
－ 748 －
－
－

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｡

サンプル
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｡
－
－753 －－

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)

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。

サンプル
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。

2014年
ロータリー機関誌の電子版発行
－ 755 －

1920
1920年(大正9)10 ､
創立し､ 会長に
しました｡
です｡
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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 2019年7月5日時点で、RI
ロータリークラブセントラルの地域レポートを参照しております。
（ただし、RACおよびIACのク
ラブ数は2014年3月31日時点のものである。
）

国・地理的地域名

クラブ数
アフガニスタン
（Afghanistan）
3
オーランド諸島
（Aland Islands）
2
アルバニア
（Albania）
10
アルジェリア
（Algeria）
16
米領サモア
（American Samoa）
1
アンドラ
（Andorra）
1
アンゴラ
（Angola）
3
アンギラ
（Anguilla）
1
アンタークティカ
（Antarctica）
0
アンティグア・バーブーダ （Antigua&Barbuda）
2
アルゼンチン
（Argentina） 578
アルメニア
（Armenia）
6
アルーバ
（Aruba）
1
オーストラリア
（Australia） 1,056
オーストリア
（Austria） 153
アゼルバイジャン
（Azerbaijan）
2
バハマ諸島
（Bahamas）
14
バーレーン
（Bahrain）
3
バングラデシュ
（Bangladesh） 365
バルバドス
（Barbados）
3
ベラルーシ
（Belarus）
4
ベルギー
（Belgium） 268
ベリーズ
（Belize）
10
ベニン
（Benin）
28
バミューダ
（Bermuda）
4
ブータン
（Bhutan）
1
ボリビア
（Bolivia）
51
ボネール
（Bonaire）
1
ボスニア・ヘルツェゴビナ （Bosnia-Herzegovina）
15
ボツワナ
（Botswana）
3
ブラジル
（Brazil） 2,375
英領バージン諸島 （British Virgin Islands）
3
ブルネイ
（Brunei Darussalam）
2

RC
会員数
53
125
208
249
26
47
75
21
0
89
8,866
103
48
26,556
8,101
41
537
148
10,338
151
37
9,786
219
670
108
25
1,193
28
295
49
52,278
162
50

RAC IAC
女性会員数 クラブ数 クラブ数
10
21
30
93
8
2
11
1
5
26
15
1
0
34
1
5
2,819 157 299
34
3
9
7,525
70 190
899
24
10
16
2
210
7
21
32
1
1
1,412 273
60
35
2
4
16
3
1
1,078
46
4
99
5
5
142
14
3
26
8
458
20
15
6
98
6
3
18
2
14,285 514 885
71
2
16
1

サンプル
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国内地区別クラブ数・会員数
地区
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560
2800
2830
2570
2580
2590
2600
2610
2620
2750
2760

ＲＣ数
67
70
78
65
42
49
56
49
41
50
70
55
54
64
79
98
85

会員数
2,293
2,641
2,260
2,346
1,159
1,771
2,136
1,596
1,178
1,619
3,010
2,018
1,993
2,655
2,987
4,813
4,927

地区
2770
2780
2790
2820
2840
2630
2640
2650
2660
2670
2680
2690
2700
2710
2720
2730
2740
合 計

ＲＣ数
74
68
82
56
45
75
68
96
80
74
71
66
61
73
75
67
56
2,259

会員数
2,537
2,384
2,829
2,009
2,131
3,257
1,849
4,639
3,673
3,062
2,771
3,103
3,253
3,331
2,468
2,442
2,226
89,366

サンプル
注１. 第2750地区のクラブ数・会員数は、PBグループ９RC269人を含
みます。（ロータリーの友より 2020年1月末現在）

日本ロータリー分布図

2020年１月現在
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ロータリーの特別行事
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。2019 年 4 月に管理委員会は重点分野の見直しが
行われ、３つの名称変更があった。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・日である。
特別月間・週間・日

Month/Week/Day

会員増強・新クラブ結成推進月間
（Membership and New Club Development Month）

8月

重点分野：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

重点分野：社会の経済発展月間
（Community Economic Development）
※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

ロータリー財団月間（The Rotary Foundation Month）

11月

世界インターアクト週間（World Interact Week）

11月5日を含む週

重点分野：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

重点分野：平和構築と紛争予防月間
（Peacebuilding and Conflict Prevention Month）

2月

サンプル

ロータリー創立記念日：世界理解と平和の日
2月23日
（Rotary’ｓ Anniversary：World Understanding and Peace Day）
重点分野：水と衛生月間（Water, Sanitation, and Hygiene）

3月

世界ローターアクト週間（World Rotaract Week）

3月13日を含む週

重点分野：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. 2020年1月理事会会合、決定85号）

－ 783 －

８月

会員増強・新クラブ結成推進月間

（Membership and New Club Development Month）

2015 年 1 月 RI 理事会は重点分野である「会員増強・新クラブ結成推進月間」で
ある 8 月は、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とした。

９月

基本的教育と識字率の向上月間

（Basic Education and Literacy Month）

2014 年 10 月 RI 理事会は、重点分野である「基本的教育と識字率の向上月間」
である 9 月を、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とした。

サンプル

※「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。

10月

社会の経済発展月間

（Community Economic Development Month）

2014 年 10 月 RI 理事会は、重点分野である「社会の経済発展月間」である 10 月を、
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
ための奨学金支援を強調する月間とした。

－ 784 －

ロータリーの各種賞・表彰
人びとの生活を豊かにするため、クラブに活気をもたらすため、そして平和な世界を築くた
めに、ロータリーでの奉仕に力を尽くした方々に表彰というかたちで感謝の気持ちを伝えるこ
とができます。
RI ウェブより（2020 年 5 月）

Ａ．個人の表彰（Recognize individuals）
奉仕部門賞（地区による表彰）（Avenues of Service Award（district recognition））
5 つの奉仕部門賞がある。
奉仕活動に参加したロータリアンを称えることができる。
推 薦 者：クラブ会長
推薦期間：通年
表彰形式：電子形式の表彰状
奉仕部門賞（RI による表彰）（Avenues of Service Award（RI recognition）
）
すべての奉仕部門で奉仕活動を実施した会員を、世界レベルの賞に推薦できる。
推 薦 者：地区ガバナー
推薦期間：通年
表彰形式：ピンおよびクリスタルの表彰

サンプル

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。
推 薦 者：地区ガバナー
推薦期間：11 ～ 12 月
表彰形式：電子形式の表彰状

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。
ロータリアンは、功労表彰状を受賞後、少なくとも丸 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：地区ガバナー
推薦期間：1 月 1 日～ 2 月 8 日
表彰形式：ピンおよびクリスタルの表彰
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ロータリアンを表彰するもの。
推 薦 者：地区ガバナー（地区財団委員長から提出された推薦を受理）
推薦期間：通年（地区大会前が理想的）
表彰形式：電子形式の表彰状
超我の奉仕賞（Service Above Self Award）
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
－ 789 －

月曜から日曜までの一週間）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。
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
推薦期間：通年
表彰形式：電子形式の表彰状
インターアクト・ビデオ賞（Interact Video Awards）
インターアクターが制作した優れたビデオを表彰する賞である。
（インターアクト公式
facebook・公式 YouTube）
推 薦 者：インターアクターまたは提唱ロータリークラブ会員
推薦期間：10 月 1 日～ 12 月１日
表彰形式：盾または表彰状
卓越したローターアクト・プロジェクト賞（Rotaract Outstanding Project Awards）
地元や海外で、ロータリーの重点分野のいずれかにおいて持続可能な影響をもたらす画期的
な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賞である。
推 薦 者：ローターアクター
推薦期間：8 月 1 日～ 2 月 1 日
表彰形式：盾または表彰状

サンプル

Ｃ．ロータリアン・クラブ・地区・ゾーンの表彰

ロータリー会員増強賞（Rotary Membership Development Award）
会員増加を実証し活動について、ロータリー賞（会長賞）において示される各カテゴリーに
おいて、地区、ゾーン内の地区、および全世界のゾーンの上位 5 クラブの達成が表彰されるもの。
推 薦 者：不要
推薦期間：なし
表彰形式：電子形式の表彰状等
（注１）ロータリークラブ、ローターアクトクラブ、インターアクトクラブは、ロータリーとクラブを強化す
ることを目的とした各種目標を達成することで、ロータリー賞を受賞することができます。目標には、会員
増強、持続可能なプロジェクトの立案、ロータリー財団への寄付、地域社会でのロータリーの認識向上が含
まれます。
（注２）新しい賞または表彰の提案（New Award or Recognition Proposals）
一般的な指針として、理事会は次の場合を除き、新しい賞または表彰を採択してはならないものとする。
ａ）プログラムが既存の賞または表彰プログラムの一部またはすべての構成要素と実質的に異なる場合
ｂ）新しいプログラムがロータリーの戦略計画に沿っている場合
ｃ）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
ｄ）一つ以上の RI 委員会がプログラムの構成要素を評価および作成している場合
ｅ）実際の成果を評価するために、理事会が、期間（2 ～ 3 年、等）を明確に決めた上で、期待される具
体的結果を特定した場合
ｆ）新しいプログラムの導入前に計画と準備を行う十分な時間がある場合
ｇ）プログラムの発足と継続的運営を支援するために十分な職員と資金がある場合
（ロータリー章典 43.110.）

－ 792 －

会員数の変遷
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会員数の多い国 ベスト10
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

国 名
アメリカ合衆国
インド
日本
韓国
ドイツ
ブラジル
イタリア
イングランド
台湾
フランス

（2019年7月5日現在）
会員数
309,260
146,711
87,873
61,472
56,387
52,278
39,467
34,276
32,659
30,095

女性会員数の多い国 ベスト10
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

国 名
アメリカ合衆国
インド
ブラジル
韓国
台湾
フィリッピン
カナダ
オーストラリア
イタリア
ドイツ

女性会員数
97,479
18,211
14,285
12,779
9,040
8,265
7,730
7,525
7,127
6,863

クラブ数
7,556
3,840
2,252
1,646
1,091
2,375
901
1,329
854
1,071

会員数／ RC
40.9
38.2
39.0
37.3
51.7
22.0
43.8
25.8
38.2
28.1

（2019年7月5日現在）
会員数
309,260
146,711
52,278
61,472
32,659
24,595
22,523
26,556
39,467
56,387

女性会員の割合
31.5%
12.4%
27.3%
20.8%
27.7%
33.6%
34.3%
28.3%
18.1%
12.2%

サンプル

女性会員の割合が多い国 ベスト10
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

国 名
インドネシア
エジプト
ケニア
ベネズエラ
コロンビア
タイ
ウガンダ
ペルー
ロシア連邦
ボリビア

女性会員数
1,049
1,244
900
984
1,025
3,171
1,562
1,207
416
458

（2019年7月5日現在）
会員数
2,089
2,642
1,913
2,214
2,376
7,659
3,784
2,996
1,069
1,193

女性会員の割合
50.2%
47.1%
47.0%
44.4%
43.1%
41.4%
41.3%
40.3%
38.9%
38.4%

（注）会員数：1,000人以上の国を対象としています。
－ 795 －

国際ロータリー日本事務局
国際ロータリー日本事務局
所在地：〒108-0073
TEL

03－5439－5800

ウェブサイト

業務時間

東京都港区三田１丁目4-28

月～金

（三田国際ビル 24F）

FAX

03-5439－0405

http://www.rotary.or.jp

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

サンプル

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。

公益財団法人ロータリー日本財団
〒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
ウェブサイト：piif-rfj.org
ロータリー財団への送金先…… 三井住友銀行 赤羽支店 普通預金 3978101
公益財団法人 ロータリー日本財団
寄付送金明細書送付先………… Email：kifu@rotary.org

－ 798 －

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
TEL

東京都港区芝公園2-6-15

03－3436－6651

ウェブサイト

（黒龍芝公園ビル４階）

FAX

03－3436－5956

http://www.rotary-no-tomo.jp

E-mail :（編集部）hensyu@rotary-no-tomo.jp
（管理部）keiri@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。

サンプル
ロータリー文庫
ロータリー文庫
所在地：〒105-0011
TEL

東京都港区芝公園2-6-15

03－3433－6456

ウェブサイト

（黒龍芝公園ビル 3F）

FAX

03－3459－7506

http://www.rotary-bunko.gr.jp

E-mail：rotary-bunko@msj.biglobe.ne.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

－ 799 －

ガバナー会事務局
所在地：〒105-0011
TEL

東京都港区芝公園2-6-15

03－3433－6497

（黒龍芝公園ビル 3F）

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

サンプル
館

平日の午前 10 時より午後 5 時

一般社団法人 国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構

ライジェム

RIJYEM（General Incorporated Association Rotary International
Districts of Japan Youth Exchange Multidistrict Organization）
RIJYEM事務局

所在地：〒105-0011
TEL

東京都港区芝公園2-6-15

03－6431－8106

（黒龍芝公園ビル４階）

FAX

03－6431－8107

ウェブサイト：https://rijyec.org/
E-mail：rijyem@air.ocn.ne.jp

2018 年 4 月に RIJYEC（ライジェック）を改編し、RIJYEM（ライジェム）が設
立されました。ロータリー章典に準拠し日本の 34 地区の多地区合同組織体として、
RI 承認が 2017 年 11 月、一般社団の法人登記が 2018 年 4 月に完了し、2018 年
5 月 12 日 RI 認証されました。
－ 800 －

ロータリーソング
日本のロータリーソング
ロータリーソングは、現在、世界で 140 曲以上あるそうです。日本のロータリー
ソングで最もよく歌われ、かつ最も古い「奉仕の理想」と「我等の生業」は、1935
年（昭和 10 年 5 月 5 日）、京都における第 7 回区大会で発表されたものです。
日本でよく歌われるロータリーソング
1.

奉仕の理想（1935 年～）

2.

我等の生業（1935 年～）

3.

手に手つないで（1952 年～）

4.

それでこそロータリー（1953 年～）

5.

四つのテスト（1973 年～）

ロータリーソング「奉仕の理想」誕生秘話
（ロータリー文庫より、第 368 区ガバナー月信 1971 年 6 月、並びに京都ロータリークラ

サンプル

ブ会報 第 262 号 1972 年 1 月 19 日から抜粋して転載）

奉仕の理想に集いし友よ

御国に捧げん我等の業

望むは世界の久遠の平和
永久に栄えよ

めぐる歯車いや輝きて

我等のロータリー
作詞

前田和一郎、 作曲

萩原英一

いま、日本全国 5 万のロータリアンによって、全国津々浦々、今日も声高らかに
歌われている日本の代表的ロータリーソング“奉仕の理想”が、いつごろ、どうし
てできたか？を知ることは、私たちロータリアンにとって少なからず興味のあるこ
とです。このたび、全く偶然の機会からこれを知ることができ、しかも作詞者の前
田和一郎さん自身から“由来を語る”貴重な原稿を当ガバナー事務所に頂戴するこ
とができましたので、本月信に掲載して、広く全会員にご披露するとともに、先人
のご苦労とご奉仕に対し深く敬意と感謝を捧げたいと思います。
下記の原稿は当地区豊岡ロータリークラブ武田好弘会員（作者前田和一郎氏の甥
に当たる）のご厚意で、前田氏自ら病床で執筆されたものです。
（第 368 区幹事、末正）

－ 802 －

ポール・ハリス語録
（抜 粋）

～ 過ぎし時に敬意を表して ～
進

歩

「ロータリーとその子供たち（いわゆる他の奉仕クラブ）は、私たちの選んだ範囲
内の社会的進歩にだけ寄与するものとみなすことができます」「私たちは自らとその
活動に対して適正な物の見方ができます」「自己満足してはなりません」「私たちは
逆境なときも順境にあるときも変わらず、平和においても戦時に際しても敢然と事
に立ち向かう覚悟がなくてはなりません」
「思考力を硬直化させてはなりません」
「私
たちはいつまでも成長してやむことはないでしょう」心底からロータリーに関心を
抱く人々はこのように信じているのです。世界は絶えず変化しています。そして私
たちは世界とともに変化する心構えがなければなりません。ロータリー物語は何度
も書き替えられなければならないでしょう。

（This Rotarian Age）

サンプル
人生観

他の人が自分を見るように、時々自分を見つめることは誰にも適切と思われます。
たまたま自分のうぬぼれにショックを受けることがあっても、長い目で見れば、自
らと自分の立場を悦に入って過大評価しているより、ましでしよう。

（ナショナル・ロータリアン、1912年3月号）

平

和

戦争に至る道は、よく舗装されたハイウエイです。平和への道は今だに茨の道です。
（第164地区のロータリアン手配による1945年米国アラバマ州タスキーギ インタビュー記録）

目的達成

南米の人は、事業を目的ではなく、目的のための手段とみなします。彼らは、い
わゆる成功より人生を大切にします。本当にそうなら、多分、その人生哲学は、危
機に瀕したとき、よりよく、より健全で、より穏健で、より頼りがいがあるでしょう。
物事は必ず変わっていきます。私たちもやがては同じようになるでしょう。南米の
人も、事業の能率を高めるでしょうし、私たちも、人生から健全な楽しみを引き出し、
好みも変わっていき、品位のない喜びを求めないようになるでしょう。
（米国、ニュージャージー州アトランティック・シティー 1936年RI国際大会でのメッセージ）

－ 810 －

国際ロータリー定款（2019 年版）
第1条

定義

びローターアクトクラブをもって構成されるもの

1. 理事会：RI 理事会

とする。

2. クラブ：ロータリークラブ

第 2 節 ― クラブの構成。

3. ガバナー：ロータリー地区のガバナー

(a) クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップ

4. 会員：名誉会員以外のロータリークラブ会員

を身をもって示し、事業、専門職務、職業お

5. RI：国際ロータリー

よび／または地域社会でよい評判を受けてお

6. ローターアクトクラブ：若い成人のクラブ

り、地域社会および／または世界において奉

7. ローターアクター：ローターアクトクラブの

仕する意欲のある成人によって構成されるも

会員

のとする。上記に加え、以上のいずれの場合も、

8. 年度：7 月 1 日に始まる 12 カ月間

第2条

その事業場、またはその住居がそのクラブの

名称および性格

所在地域内、もしくはその周辺地域にあるこ

本組織体の名称は国際ロータリーとする。RI は

と。クラブの所在地域外、もしくはその周辺

全世界のロータリークラブおよびローターアクト

地域外へ移転する会員は、理事会が承認し、

クラブの連合体である。
第3条

さらに同課員がクラブ身分のすべての条件を

RI の目的

引き続き満たしている場合、その会員身分を

RI の目的は次の通りである。

保持できる。

サンプル

(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クラブ、ローターア

(b) 各クラブは、一事業、一専門職務、一職業、
一種類の社会奉仕、またはその他の職業分類

クトクラブ、RI 地区を支援すること。

に偏らないバランスの取れた会員構成を有す

(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

るものとする。

(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。

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

(d)「クラブ」という語が不穏当な意味を持つ国々

のクラブまたはローターアクトクラブは、RI

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

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 ― ローターアクトクラブの構成。ローター

アクトクラブは、理事会により定められた通りに
ローターアクターにより構成されるものとする。

第 4 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およびローター

アクトクラブは、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。

第 5 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

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およ

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
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国際ロータリーのロータリー財団細則
（2019 年手続要覧）
第１条

当法人の目的

第 1.1 項

目的。当法人の目的は、法人設立定款

(a) 国際ロータリーの役員とすべてのロータリア
ンに、直接参加と財政的貢献を通じて、財団

に記載されている通りとする。
第２条

のプログラム、プロジェクト、活動を支援す

るよう奨励すること。さらに、クラブ、地区、

構成員

第 2.1 項

国際レベルの会合、指導力養成、教育プログ

構成員。当法人の構成員は１種類とし、

ラム、出版物を通じて、財団のプログラム、

これは「法人会員」として指定された唯一の構成

員から成るものとする。初めの法人会員は、イリ

ノイ州の非営利法人の国際ロータリー、または、
合併、商号変更によるその後継者とする。何らか

プロジェクト、活動を推進すること。

(b) 財団の新プログラム、プロジェクト、活動を
管理委員会に提案すること。

の理由で、法人会員の地位に欠員が生じた場合は、

第３条

とする。

員とする。当法人の全業務は、管理委員会によっ

当法人の管理委員会が新たに法人会員を選ぶもの
第 2.2 項

選挙と任命。毎年、法人会員は、任期

の満了した管理委員の後任委員と、欠員が生じた

場合それを埋める管理委員を任命するものとする。

総括的権限。当法人の理事は、管理委

て処理される。ただし、特定の事項は、第 2 条第 2.4

項に述べられているように法人会員の承認を受け

なければならない。当法人の業務を処理するに当

サンプル

法人会員による、このような決定は、年次会合に
おいて行われるものとする。
第 2.3 項

決議方法。法人会員は、本項にこれと

異なる規定のある場合を除き、その理事会の過半
数の投票によって決議を行うものとする。法人会
員の１名の役員により署名された、投票事項が明
記された書面を法人の委員長または事務総長に通
達して行う。
第 2.4 項

法人会員の承認を必要とする事項。法

人会員は管理委員会の次のような決定を承認しな
ければならない。

(a) 財団の財産の全支出。ただし、次のものを除

たっては、管理委員会は、1986 年のイリノイ州
の一般的非営利財団法または米国イリノイ州の採

択する継承法によって現在、または以後認められ

るすべての権限を行使することが認められている。
ただし、この権限は、法人定款に述べられている
法人の目的を遂行する場合において、また、1986
年の米国国内歳入法の第 501 項（c）（3）とその
改正において記述される法人の身分に合致した上

で、初めて行使することができる。管理委員会は、
次の具体的任務を負うものとする。

(a) 財団のあらゆる資金と財産を保管し、投資し、

く。

運用し、管理すること。この責務の遂行に当

たって、法令または本細則によって別に認め

( i ) 財団の管理運営に必要な経費

( ii ) 贈与または遺贈という条件で指示されて

いる財団寄付の収益または元金の支出、
両者とも管理委員会の承認のみで十分と
する。

られている権能のほかに管理委員会は、次の
ことをする権限を有する。

( i ) これら財産の全部または一部を、管理委
員会が最善と考える価格および条件で売

却し、賃貸し、譲渡し、もしくは交換す

(b) 法人設立定款または細則の改正または修正

(c) 当法人の実質上あらゆる資産の合併、解散、
売却、リース、交換、抵当、質入れ

(d) 設立定款に掲げた目的のため、提案された当
法人のプログラム、プロジェクト、活動のす

べてについて、その発表または資金拠出前に。

第 2.5 項

管理委員会

第 3.1 項

法人会員の責務。法人会員は次の責務

を負うものとする。
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ること。

( ii ) 管理委員会が必要または適切と考える、
そして法律上許される、委任状の発行、
代理権の賦与、または契約の締結を行う
こと。

(iii) 管理委員会が財団資金の投資として適当

と考える貸付、証券、または不動産に投
資、再投資すること。

標準ロータリークラブ定款（2019 年版）
________________________ ロータリークラブ
第1条

定義

1. 理事会：

本クラブの理事会

3. 理事：

本クラブ理事会の理事

2. 細則：
4. 会員：
5. RI：

本クラブの衛星クラブは、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。

本クラブの細則

第5条

名誉会員以外の本クラブ会員

奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具

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
（該当する場合）：

クラブの会員でもある。

7. 書面：

文書化が可能なコミュニケー

8. 年度：

7 月 1 日に始まる 12 カ月間

第2条

本会は、

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

第2

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕

会とすること；

事はすべて価値あるものと認識し、社会

ション。通信手段は問わない。

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

名称

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；

サンプル

______________________ ロータリークラブとする。

（国際ロータリー加盟会員）

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、

本クラブの衛星クラブの名称は、

_____________________________________________

（ ______________ ロータリークラブの衛星クラブ）
とする。
第3条

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。

クラブの目的

1.

本クラブの目的は、次の通りである。

(a)「ロータリーの目的」の達成を目指すこと

(b) 五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プ
ロジェクトを実施すること

2.

(c) 会員増強を通じてロータリーの発展に寄与す

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。
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
う認識を深め、あらゆる職業に携わる中で

(d) ロータリー財団を支援すること

奉仕の理念を実践していくという目的を持

(e) クラブレベルを超えたリーダーを育成するこ

つものである。会員の役割には、ロータリー

と

の理念に従って自分自身を律し、事業を行

（※訳注：
「第 3 条 クラブの目的」の原文は「Article

うこと、そして自己の職業上の手腕を社会

3 Purposes」 で す が、 既 存 の 第 5 条「 目 的 」

の問題やニーズに役立てるために、クラブ

［Object］と区別するため、上記の訳では「クラ

が開発したプロジェクトに応えることが含

ブの」が補足されています。）
クラブの所在地域

奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本ク

る業務はすべて尊重されるべきであるとい

ること

第4条

目的

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として

3.

本クラブの所在地域は、次の通りである：

まれる。

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。
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推奨ロータリークラブ細則（2019 年版）
_____________________ 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が、クラ
ブが一旦採択したら、クラブ会員はこれに従う義
務があります。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

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

第3節

役員または理事会メンバーが辞任した場

候補者が当選したものと宣言される。

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

会

本クラブの理事

名誉会員以外の本クラブ会員

長：1 年

会

計：

サンプル
幹

い会員の最低人数。クラブの決定の

1、クラブ理事会の決定の場合は理

6. 年度：

事：

会場監督：

場合は本クラブ会員総数の 3 分の

理

事：

事の過半数。

標準ロータリークラブ定款は、選挙手続をクラブ

7 月 1 日に始まる 12 カ月間

指名委員会を用いる場合は、指名委員会委員の任

細則に具体的に記載することを義務づけている。

国際ロータリー

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

各役職の任期は以下の通りである。

副 会 長：

4. 定足数： 投票時に出席していなければならな

5. RI：

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
第5節

1. 理事会： 本クラブの理事会
3. 会員：

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

任者が任命される。

定義

2. 理事：

第1節

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。後任者が選出されていな
い場合、現会長の任期を 1 年まで延長できる。

理事会

本クラブの管理主体は、理事会とする。理事会は、

第4条

会計で構成される。

おいて議長を務める。

少なくとも、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、

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
第2節

第3節

役員の任務

会長は、クラブの会合と理事会の会合に

直前会長は、クラブの理事を務める。

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

第5節

理事は、クラブの会合と理事会の会合に

第6節

幹事は、クラブの会員と出席について記

第7節

会計は、すべての資金を監督し、財務報

合と理事会の会合において議長を務める。
出席する。

録をつける。
告を行う。
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標準ローターアクトクラブ定款
（［2019 年 10 月 RI 理事会 決定 57 により改定］
2020 年 7 月 1 日より有効）
第 1 条 — 名称
本クラブの名称は、
ローターアクト
クラブとする。
本クラブのスポンサークラブは、
クラブとする。
第 2 条 — 目的
本クラブの目的は、次の通りである。
ロータリー会員が、若い成人および職業人が社
会奉仕と国際奉仕を通じて行動し、職業的発展を
通じてリーダーシップのスキルを養い、奉仕にお
けるパートナーとして世界平和と文化理解を促進
する世界的視野を得られるよう、積極的かつ個人
的にエンパワメントに力を注ぐことを通じて、若
い成人によってもたらされる好ましい変化を認め
ること。
学生と若い職業人が、地元と海外における課題
への持続可能な解決を生み出す社会奉仕と国際奉
仕を通じて行動し、職業的ネットワークを広げ、
リーダーとアイデアを交換し、世界各地で末永い
友情を培うためにロータリーのグローバルコミュ
ニティと結びつき、地域社会と世界のリーダーと
なるためのスキルを養い、地元と海外に友人を作
り、「超我の奉仕」の重要性を認識しつつ、楽しむ
こと。

下、スポンサークラブによる管理と助言が行
われるものとする。
５．国際ロータリー（RI）による正規クラブとし
ての認定を維持するために、本クラブの会長
は、毎年 6 月 30 日までにクラブと会員の更
新情報を RI に提出するものとする。この更新
情報の毎年の RI への提出を怠った場合、クラ
ブは終結される。
* 本定款中の「大学」という言葉は、すべての最高
教育機関を含む。
第 4 条 — 会員資格
１．善良な人格とリーダーシップの資質を備えた
18 歳以上の学生および若い職業人が、資格あ
る会員となるべきである。
２．本クラブへの新会員の入会方法は、
細則に従い、
スポンサークラブと協議の上、本クラブが決
定するものとする。大学を基盤とするクラブ
への新会員の入会方法は、大学当局の承認を
得るものとする。
３．会員身分は、次の場合に自動的に終結するも
のとする：
（a）クラブが終結した場合、または、
（b）正当かつ十分な理由により本クラブ理事
会が承認した場合を除き、出席義務を満たさ
なかった場合。
４．会員身分は、正会員の 3 分の 2 以上の多数を
もって本クラブが決定した事情により、終結
される場合がある。

サンプル

第 3 条 — スポンサーシップ
１．本ローターアクトクラブのスポンサーは、ク
ラブが決定した委員数から成る合同委員会を
通じて、本ローターアクトクラブに指針と支
援を提供するものとする。
２．本クラブは、
スポンサークラブの一部ではなく、
本クラブまた会員は、スポンサークラブに対
していかなる権利または特権も有しない。
３．本クラブは、政治、宗教にかかわりのない団
体である。
４．本ローターアクトは、大学 * または地域社会
を基盤とできる。大学を基盤とするローター
アクトクラブでは、学生団体および課外活動
のために大学当局によって定められる規定と
方針をローターアクトクラブが順守するとい
う理解とともに、大学当局との完全な協力の

第 5 条 — 会合
１．本クラブは、細則に従い、会員にとって都合
のよい日時で会合を開くものとする。
２．直接顔を合わせる形式とオンライン形式の会
合に出席でき、出席が不可能となる会員の場
合はオンライン接続を用いて出席できる。
３．理事会は、細則に従って会合を開かなければ
ならない。
４．クラブの例会および理事会の会合は休日また
は休暇の期間中、または理事会の裁量による
事情により、これを中止することができる。
第 6 条 — 委員会
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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、
この度「ロータリー情報ハンドブック」
（改訂第３版）を発行することになりました。

サンプル

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（RI 理事会、管理委員会決定事項含む）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

版

第3

改訂

ロータリー情報ハンドブック（改訂第３版）
本書をご希望の方は下記へお問い合わせください。
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：050-1092-2634 FAX：050-3730-5737
Email：rotary@sugita-corp.com

サンプル

案内書・申込書：http://rotaryinformationgroup.jp
Facebook：https://www.facebook.com/RotaryReserchClub
（本書はロータリアンの研修用資料として作成しました。）
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