
www.rotary.org/ja/rotarybasics

「大小さまざまなロータリー・クラブがありますが、一つ共通していること、 
それは親睦です。親睦を通じて、私たちは地域に奉仕します」 

— ケマール･アッティラ（トルコ、アンカラ・タンドガン・クラブ）

www.rotary.org/ja/rotarybasicsも併せてご参照ください。

ロータリーの基本知識
ロータリーに積極的に参加するためのガイド

http://www.rotary.org/ja/Members/NewMembers/RotaryBasics/Pages/ridefault.aspx


事業と専門職のリーダーや地域のリーダーから成る世界的
ネットワーク、ロータリーへようこそ！

世界中のロータリー・クラブでは、会員たちが地元や海
外で活動を行いながら、生涯続く固い友情を育んでい
ます。あなたも自分に合った方法でロータリーに積極
的にご参加ください。

スキルを生かしたボランティ
ア活動
✔   活動に生かせる自分の経験やスキルについて

クラブに伝えておく。

✔  クラブ委員会の委員となる。

✔   クラブ協議会に出席し、活動の計画に 
携わる。

地域社会の改善
✔   クラブが一番力を入れている活動（地域 

内でよく知られている活動）にボランティアで 
参加する。

✔   インターアクトやローターアクトなど、クラブが
提唱する青少年プログラムに携わる。

✔   地域が抱えるニーズを調べ、これに取り組む 
ための参加型プロジェクトを提案する。

ネットワークづくり
✔   例会に極力出席し、毎回違う会員と話し、 

できるだけ多くの会員と知り合いになる。

✔   ロータリー親睦活動グループに入会し、同じ趣味や 
関心を持つロータリアンとの親睦を深める。

✔  地区大会とRI国際大会に出席する。

✔  他クラブの例会でメークアップをする。

「地域や世界に恩返しがしたいなら、ロータリーが一番です。どんな活動も可能になります」
— アルナ・コーシック（カナダ、オンタリオ州、ウィンザー・ローズランド・クラブ）



ロータリアンは、世界中どこででも、
ロータリー・クラブ例 会 へ の 出 席
が歓迎されています。RIウェブサイト

（www.rotary.org）の「クラブ所在
地検索」またはスマートフォン用のクラブ所在地
検索アプリを利用して、他クラブの例会場所や曜

日・時間を調べることができます。

ロータリアンにより考案された四つのテスト
は、高潔さを重んじる精神を表しています。

言行はこれに照らしてから

1) 真実かどうか

2) みんなに公平か

3) 好意と友情を深めるか

4) みんなのためになるかどうか

標語「超我の奉仕」は、ロータリーの奉仕の精神
を表しています。ロータリーの5つの「奉仕部門」
は活動を導く指針となります。

l  クラブ奉仕を通じて、会員が楽しみ、末永い
友情を築くとともに、クラブのスムーズな運
営を促進します。

l  職業奉仕を通じて、自分の職業スキルを
奉仕に生かし、あらゆる行動における高
潔さを推進します。 

l  社会奉仕を通じて、地元地域のニーズに
取り組み、長期的な改善をもたらすため
に地域の人々とともに活動します。

l  国際奉仕を通じて、世界中の人道的ニー
ズに取り組み、世界理解と平和を推進
します。

l  新世代奉仕を通じて、青少年や若者たち
との活動を行い、次世代のリーダー、時
代の先駆者、平和構築者を育成します。

「あらゆる国、民族、寛大な心をもった人たちが、家族のように親交を深める場、そして 
世界中に支援の手を広げる機会が、ロータリーにはあります」

— アリンダ・サウィ（タンザニア、ダルエス・サラーム・ムジィジマ・クラブ）



国際的活動への参加
✔  クラブが実施している国際奉仕活動に参加する。

✔   オンラインのデータベース、ProjectLINKを活用して、 
ボランティアやその他の援助を必要としている 
他クラブの国際奉仕プロジェクトを探す。

✔   地区に来訪するロータリー青少年交換の世話役 
（カウンセラー）またはホストファミリーとなる。

ロータリーの発展に貢献
✔   友人や同僚を会員候補者としてクラブに推薦する 

（新入会者の推薦は全ロータリアンの責務です）。

✔  クラブの指導力育成研修に出席する。

✔   クラブが地域で行っている意義ある活動について、友人や 
同僚に話す。

ロータリー財団は、補助金の提供を通じて、クラ
ブと地区が意義ある活動を行い、持続可能な成果
を出せるよう支援しています。1947年以来、財団
が授与した補助金額は24億ドル以上に上ります。
これらの補助金を使って、クラブと地区が、きれ
いな水、医療、読み書きの授業を提供するなど、
世界中の恵まれない人々のニーズに取り組んで
います。

さらに財団は、フェローシップ（奨学金）の授
与を通じて、世界各地にあるロータリー平和
センターに留学するフェローを支援していま
す。2002-03年度以来、80カ国、480名以上
がこの留学プログラムに参加し、授与額の
合計は3,100万ドル以上に上っています。

財団へのご寄付は、援助を必要とする地
域社会に末永い変化をもたらすために
生かされています。財団の支援方法に
ついては、クラブのロータリー財団委
員長にお尋ねください。

「ロータリーとは奉仕です。何かをもらうためではなく、与えるために、ロータリーに入会す
るのです。とはいえ、結果として得られるものは、あなたが期待していたよりもずっと素晴ら
しいものです」

 — リズ・スミス（米国ミシガン州、デトロイト・クラブ）



奉仕活動を支援
✔   ポリオ撲滅を目指す「ロータリーの2億ドルのチャレンジ」のた

めの募金活動に参加する。

✔  ロータリー財団に寄付をする。

✔  自分の年間寄付目標を立てる。

草の根の団体であるロータリーは、クラブを
通じて意義ある奉仕活動を行っています。

各クラブが役 員を選
出し、ロータリーの
定款と細則に違反し
ない範 囲で独自に
活動する自治権が
与えられています。
ロータリーの地区 

（複 数クラブから
成 る 区 域 ごとの
単位）は、地区ガ
バナーの指 揮の
下、クラブの活動
を支 援していま
す。また、ロータ
リー・クラブ は
世界的組織であ
る国際ロータリー

（RI）に加盟して
おり、RI会長とRI
理事会が国際ロ
ータリーの指揮
管 理を行ってい
ます。

財団は、ロータリーの6つの重点分野 
（「平和と紛争予防／紛争解決」「疾病

予防と治療」「水と衛生設備」「母子の健
康」「基本的教育と識字率向上」「経済と
地域社会の発展」）に沿った活動を奨励し
ています。

すべてのクラブは、職業、性別、年齢など、地域
社会の多様性をバランスよく反映した会員基盤
を築く努力をしています。こうした多様性は、幅
広い知識や経験をクラブの活動に取り入れるため
にとても重要です。

フェイスブック、ツイッター、リンクトイン（LinkedIn）、ユーチューブ、Flickr（フリッカー）で世界中の 
ロータリアンとつながることができます。詳しくはwww.rotary.org/ja/socialnetworksをご覧ください。

http://www.rotary.org/ja/MediaAndNews/Multimedia/social_networking/Pages/ridefault.aspx


数字で知るロータリー

ロータリアン数：約120 万人

ロータリーについてもっと知る
✔   新会員向けにウェブサイト（www.rotary.org）にどのような 

リソースや情報が掲載されているかを調べてみる。

✔   ロータリーの雑誌（「ロータリーの友」「The Rotarian」 
など）、クラブ会報、地区ガバナー月信を読む。

✔  クラブと地区のウェブサイトを訪問する。

✔   ロータリーのオンラインショップ（shop.rotary.org）から 
出版物やビデオを注文する（サイトは英語のみですが、 
日本語の資料やビデオもこちらから注文できます）。

ロータリー・クラブ数： 

約34,000
インターアクト・クラブ数： 

約13,200
ローターアクト・クラブ数： 

約8,500

ロータリー地域社会共同隊
（RCC）数： 

約7,000
ロータリー地区数： 

532
ゾーン数： 

34

ロータリーの 最 優 先事 項 は 
ポリオの撲滅です。ロータリー
と国際的協力組織の努力によ
り、ポリオ（脊髄性小児まひ）
の感染件数は、1988年以来、
世界で99パーセント減少して

います。しかし、ポリオの脅威にさらされている
子どもが世界に一人でもいる限り、世界中すべて
の子どもが感染の危険にさらされていることに
なります。

ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団からチャレ
ンジ補助金3億5,500万ドルが授与されたこと
を受け、世界中のロータリー・クラブは、これ
に2億ドルを上乗せしてポリオ撲滅に寄付す
るための募金活動を行っています。

国際ロータリーは、ユニセフ、世界保 健 
機 関（WHO）、米国疾 病 対 策センター

（CDC）とならび、主要パートナーとして
世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）を先導
しています。

2011年7月1日現在の推定数



知っておくと役立つ用語
クラブ協議会：クラブのプログラムや活動について協議するための会
合。クラブ全員が出席できる。

地区大会：毎年開かれ、クラブと地区の活動を紹介し、意欲と感
動を与える大会。地区のすべてのロータリアンとその家族が出席
できる。

インターアクト：年齢12～18歳までの青少年による奉仕と親睦
を目的としたクラブ。ロータリー・クラブの提唱によって設立さ
れる。

ポリオ・プラス：世界からポリオを撲滅することを目指すロー
タリー財団のプログラム。

ProjectLINK（プロジェクトリンク）：ボランティアや資金援
助を必要としているロータリーの奉仕プロジェクトが登録さ
れたデータベース。www.rotary.orgからプロジェクトが検索
できる。

ローターアクト：年齢18～30歳の青年による奉仕と親睦を
目的としたクラブ。ロータリー・クラブの提唱によって設立
される。 

ロータリアン行動グループ：人道問題や奉仕活動への熱意
を同じくする世界中のロータリアンから成るグループ。一例
として「水と衛生のためのロータリアン行動グループ」など
がある。

ロータリー地域社会共同隊（RCC）：ロータリアンではな
い人々から成るグループで、地域での奉仕活動に取り組
む。ロータリー・クラブによる組織と提唱によって設立さ
れる。

ロータリー親睦活動グループ：職業や趣味を同じくする世
界中のロータリアンから成るグループ。一例として「スキー
愛好家ロータリアンの親睦活動グループ」などがある。 

ロータリー財団：国際ロータリーの慈善部門。ロータリア
ンによる人道的・教育的プログラムを通じた世界理解、親
善、平和の推進を支えている。 

ロータリー財団管理委員会：管理委員長の指揮の下、ロ
ータリー財団の管理にあたる15名のロータリアンから成
る。RI会長により任命され、RI理事会によって承認され
る。任期は4年。  

国際ロータリー（RI）：世界中ほぼすべての国に存在する
34,000のロータリー・クラブが加盟する国際的組織。世界
本部は米国イリノイ州、エバンストン。世界4大陸に国際事
務局が存在している。

RI理事会：国際ロータリーの方針を決定する19名のロータ
リアンから成る。選挙により選ばれ、任期は2年。 

RI国際大会：ロータリーとロータリアンによる功績を祝う年
次大会。毎年、世界の異なる地で開かれ、すべてのロータリア
ンとその家族が出席できる。

RI会長：RI理事会の議長を務めるロータリアン。選挙により選
ばれ、任期は1年。  

ロータリー平和センター：世界8大学に設置され、平和と紛争解
決の分野の修士号もしくは専門課程修了証のコースを提供して
いるプログラム。 

ロータリー平和フェロー：ロータリー財団奨学金によってロータリ
ー平和センターに留学した奨学生。

ロータリーの2億ドルのチャレンジ：ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財
団からポリオ撲滅のために授与されたチャレンジ補助金に2億ドルを
上乗せして寄付するための募金活動。

ロータリー青少年交換：年齢15～19歳の青少年のための文化交流プロ
グラム。留学期間は1週間～1年間。

ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）：年齢14～30歳までの
若者のために、ロータリー・クラブまたは地区が実施する指導者養成の研
修や活動。
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