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参加者の基盤を広げる： 
多様性、公平さ、インクルージョン（DEI）

DEIについて考える
2022-23年度会長イニシアチブ JA—(122)



ロータリー会員の皆さま

ロータリーでは、多様性、公平さ、インクルージョンを重視しています。各個人がどのような人で誰を大切に思っている
か、信仰や障害の有無、文化や出身国の違いといったことは重要ではありません。重要なのは、地域社会とのつながり
を強め、持続的な変化を生み出すために行動しようとすることです。 

ロータリーは、DEIタスクフォースからの意見を基に、多様性、公平さ、インクルージョンに対する取り組みを強化しまし
た。その帰結として、個々の貢献を尊重し、公平さを高め、すべての人が大切にされていると感じられるインクルーシブ
な文化を創出するための手段である、DEIの重要性がますます高まっています。DEIは単なる推奨される行動指針ではあ
りません。ロータリーが現在および将来にわたり、有意義なリーダーシップ、ネットワークづくり、奉仕活動の機会を実
現するために必要な指針です。 

2022-23年度を通じて、ロータリーのすべての会員が、個人、クラブ、地区として、多様性、公平さ、インクルージョンへの
取り組みを実践することを奨励します。次のように、私たちがそれぞれの役割を果たすことで、DEIを推進できます。

1. ロータリーにおけるDEIについて詳しく学ぶ
2.  自分のクラブや地域にとってDEIが重要である理由と、これらの原則を取り入れることがクラブの成長と発展に

どのように役立つかを理解する
3. DEIについての認識を高め、理解を深める
4.  クラブ内や地域社会内でDEIに関する行動を起こす

このパンフレットでは、これらの各ステップでできる実践例を紹介しています。これらの推奨事項を基に自分のアイデア
を生み出し、この重要な取り組みに独自の視点や体験を取り入れてください。

そうすることで、皆さまのクラブ、地区、そしてロータリーそのものの目標達成を支援するうえで重要な役割を果たしま
す。DEIに真摯に取り組み、優れた戦略を活用することで、私たちにとってより有意義なリーダーシップ、ネットワークづ
くり、奉仕活動の機会を実現できます。DEIの価値観を取り入れることで、より強力なパートナーシップを構築し、より
画期的なプロジェクトを計画し、進化し続ける世界により俊敏に対応できるようになります。私たちと関わるすべての人
が歓迎され、尊重され、大切にされていると感じられるようにすれば、私たちもロータリーの活動によりやりがいを感
じられるようになるでしょう。すべての人の意見に耳を傾け、尊重する必要があります。私たち全員が、成果を上げ、リー
ダーとなり、ロータリーを通じてインパクトをもたらすチャンスを等しく与えられる必要があります。

ロータリーについて考え、DEIについて考えましょう。私たちの取り組みにより、地域社会および世界中でリーダー 
シップを高め、私たちが大切にする価値観の認識を広め、世界をより良い方向に変える力を高めることができます。私た
ち全員がこの取り組みから多くのものを得ることができます。ともにこれらのステップを実践できることを楽しみにして
います。

心を込めて
ジェニファー・ジョーンズ
2022-23年度国際ロータリー会長

2022-23年度国際ロータリー会長ジェニファー・
ジョーンズからのメッセージ



私たちがそれぞれの役割を果たすことで、自分自身、クラブ、地域社会においてDEIを推進で
きます。DEI経験は非常に個人的なものですが、私たちには、私たちと関わるすべての人が尊
重され、大切にされていると感じられるようにするという共通の責任があります。以下の推奨
事項は指示ではありませんが、皆さまおよび皆さまのクラブや地区が、独自のDEIの取り組み
を開始または継続する方法を決定するのに役立つアイデアとして紹介するものです。詳細情
報やリソースについては、rotary.org/deiを参照してください。

ロータリーにおけるDEIについて詳しく知るために、 
次のことができます。

• ロータリーのDEIへの取り組みについて目を通します。

• ロータリーのDEI行動規範を確認します。

• ロータリーのラーニングセンターでDEIコースを受講します。

•     「クラブ会員基盤の多様化」の評価ツールを利用します。

•  文学作品や論評を読んだり、スピーチや講義を聴いたり、動画を見たり、DEIの意味
と価値について紹介するオンラインコースを受講したりします。

DEIが自分のクラブや地域において重要である理由を確認するため、 
DEIの推進によってもたらされる次の効果について検討しましょう。

•  私たちと関わるすべての人が歓迎され、尊重され、大切にされていると感じられ
る、安全で居心地の良い環境を構築できます。

• クラブや地区の発展と成長を促します。

• クラブや地区への会員の積極的参加を促します。

• 新規会員や入会候補者を見つけやすくなります。

• 地域社会でより大きなインパクトをもたらすことができます。

•  クラブがより多くのリソース、アイデア、パートナーシップを活用できるようになり
ます。

次の方法で、ほかのロータリー、 
ローターアクト、インターアクトクラ
ブと連携することを検討します。

•  ほかのクラブ（ロータリー、ロータ
ーアクト、インターアクト）とDEIにつ
いて話し合います。すべての会員が
多様性、公正さ、インクルージョンに
ついて、さらには学校、職場、地域
社会におけるそれらの取り組みにつ
いて、意見を共有できる機会を設け
ましょう。

•  マルチクラブフォーラムを開催し
て、DEIについてのアイデアを出し合
います。 

•  ロータリアンやローターアクター
に、自身の職業経験や学術経験、ボ
ランティア経験から得たDEIに関す
る優れたアイデアを、クラブリーダ
ーや地区リーダーと共有してもらい
ます。

クラブを強化する4つの方法

https://my.rotary.org/ja/learning-reference/about-rotary/diversity-equity-and-inclusion
https://my-cms.rotary.org/ja/document/rotarys-commitment-diversity-equity-and-inclusion-statement
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/about-rotary/diversity-equity-and-inclusion
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/151
https://my-cms.rotary.org/ja/document/diversifying-your-club-member-diversity-assessment


DEIについての認知度を高め、理解を深めるために、 
次のことができます。

•  地域社会の属性を反映するクラブのDEI委員会を創設し、クラブの会員に参加を促し
ます。委員長は、クラブの理事会メンバーが務める必要があります。

•  DEIについての取り組みをクラブや地区のニュースレターに反映させるようにします。
多様性や地域社会の懸念事項を反映したコンテンツを取り上げましょう。各エディシ
ョンにおいて、DEIについての課題や概念を説明する専用のセクションを設けること
を検討します。

•  DEIの視点でポリシーや規約文書を見直します。現在および将来のすべての会員にと
って公平なポリシーとなるように変更を加えることを検討します。

•  地区ガバナー：地区リーダーやクラブリーダーがその責務を果たす際に新しい意見に
耳を傾けるように促し、これまでリーダー職に付く機会の少なかった人びとにもリー
ダーシップを発揮できる機会を広げます。特に地区リーダーの役割に就く人を任命ま
たは推薦するときは、無意識のバイアスを認識し、これを取り除くようにします。

•  自分の地区の属性を反映する地区のDEI委員会を創設し、会員に参加を促します。委
員長を地区の管理チームに加え、任期は3年とします。

クラブ、地区、地域社会のDEI活
動から学んだことを共有するため
に、次のことができます。

•  ロータリアンやローターアクター
に、自身のDEIの成功事例を紹介
してもらう機会を設けます。

•  あらゆるコミュニケーションにお
いて、インクルーシブな言葉、写
真、動画を使用し、ロータリーで
はどのようなグループに属する人
にも居場所があり、その貢献が評
価されることを伝えます。

•  地区リーダー：最も効果的なDEI
の 行 動 計 画 を 策 定したロ ー タ 
リークラブおよびローターアクト
クラブを表彰します。

•  地 区リーダー：クラブ会 費 が 高
い、その他のコストがかかる、例
会の場所や時間が不都合または
適切でないなどの理由により、従
来ロータリーから除外されていた
人びとを取り込む柔軟なクラブの
モデルを推進します。 



定義

多様性：人びとの生い立ち、経験、アイデ
ンティティ（年齢、民族、人種、肌の色、
障害、学習スタイル、宗教、信条、社会経
済的立場、文化、婚姻状況、使用言語、
性別、性的指向、ジェンダー自認などを
含む）がさまざまであること

公平さ：すべての参加者がそれぞれのニ
ーズや状況に応じて、親しみやすく生産
的な経験が得られるよう、さまざまなレ
ベルの支援、機会、資源を提供すること

インクルージョン：すべての人が歓迎さ
れ、尊重され、大切にされる経験を創造
すること

無意識のバイアス：私たちの決断や判断
に影響を及ぼしたり、人や集団に対する
否定的な行動や危害をもたらしたりする
可能性のある、私たちが認識していない
感情、印象、思い込み、恐怖心のこと

その他のDEI関連の用語や定義について
は、rotary.org/deiを参照してください。

クラブ内および地域社会内でDEIについての行動を起こすために、 
次のことができます。

•  より知識が豊富で効果的なDEIの推進者となるために、地域社会の少数派グループに
ついて学びます。講演を聴いたりイベントに参加したり、ソーシャルメディアでこれら
のグループに属する人をフォローしたり、その人らが書いた本や記事を読んだりする
機会を見つけましょう。

•  コミュニティフォーラムや討論会を主催して、より多くの参加者にDEIについて紹介
し、ロータリーのDEIに対する取り組みを説明します。

•  クラブや地区のイベントおよび研修会に、DEIについての課題に関する講演、実例、
プログラムを取り入れます。地域社会の属性がコンテンツ全般に反映されるようにし
ます。 

• DEIについての課題を扱う本や多様な作家の著書を読む読書会を主催します。

• 地域社会内の多様性を尊重するイベントを支援または開催します。 

•  多様性と公平さに対する取り組みを実践している、LGBTQ+プライドイベントや多文
化イベントに参加している、または国際女性デーなどの国連の定めに従っている地元
の企業を表彰します。

https://my.rotary.org/ja/learning-reference/about-rotary/diversity-equity-and-inclusion


DEIを通じてより大きなインパクトをもたらすために、次のことができます。

•  クラブのDEI戦略を策定し、その戦略に向けた有意義な奉仕プロジェクトの重要性を
強調します。

•  地域内で最も関心の高いDEIについての課題を特定するため、地域社会調査を実施
します。 

DEIを通じて参加者基盤を広げるために、次のことができます。

•  地域社会の奉仕クラブやその他の組織と交流し、そこでのDEI戦略について学びま
す。

•  クラブに参加する際に存在するまたは想定される障壁を特定し、これらを排除する方
法を見つけます。 

DEIを通じて参加者の積極的な関わりを促すために、次のことができます。

•  ロータリーのあらゆる参加者とのつながりを築き、アイデアや発見を紹介するように
促します。 

•  イノベーションフォーラムや意見交換会を開催し、会員や参加者から地域社会におけ
るDEIについてのアイデアを募ります。

DEIを通じて適応力を高めるために、次のことができます。

•  クラブの役割やプロセスを見直し、これらをより公平でインクルーシブなものにする
方法を検討します。 

•  継続性を維持するための計画を策定し、より統一的なDEIの取り組みを目指します。

私たちは、ロータリーの行動計画や戦略的優先事項 
に沿う形でDEIに取り組んでいます。 









 

 

 

多様性、公平さ、インクルージョンに関する 

ロータリーの枠組み  
ロータリーは、会員と参加者のために、ロータリーの基本的価値観を反映し、一人ひとりの可能性を最

大限に発揮し、人びとのありのままの姿を称賛するロータリーを築き、維持するよう努めます。ロータ

リーの中核的価値観（奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ）は、すべての人にとって多様性

、公平さ、インクルージョン（包摂性）のある環境を育むというロータリーのコミットメントに合致し

ています。  

ロータリーにおける「多様性、公平さ、インクルージョン」（DEI）の状況を評価するため、ロータリー

は専門業者のネットワークである PricewaterhouseCoopersに協力を依頼しました。この一環として、次の

ことが行われました。 

 ロータリーの方針と手続を文書化したものを確認  

 ロータリーのリーダーと会員を対象とした座談会とインタビューの実施 

 会員の感情や経験を理解するため、世界規模のアンケート調査に寄せられた 31,000の回答を分

析 

 DEIタスクフォース会合を利用して、ロータリーリーダーたちの支持を集め、進むべき道を模索  

今回の評価は、より多様な会員の受け入れ、よりインクルーシブな文化の構築、より公平な機会の提供

など、ロータリーの文化のあらゆる側面に DEIをさらに統合していく枠組みの土台となりました。  

評価の結果、8つの重要な課題が明らかとなりました。これらのうち、一部は既に取り組みが開始されて

おり、ロータリーにおける DEIを向上させるための活動の指針として活用していきます。  

1. ロータリーの会員基盤を成長させ、インパクトを高めるために、会員はロータリーがより多様性

、公平さ、インクルージョンのある組織となるよう力を注ぐ。 

ロータリーのアクションを導くのは会員です。ロータリーは、より多様かつ公平、そしてインク

ルーシブな組織となることで、DEIに対する関心と信念への対応を継続していきます。 

2. DEIに関するロータリーの現方針および手続きの状況には地域差があり、一貫性のない不公平な

経験につながっている。 

ロータリーは現在、リーダーがよりインクルーシブに考え、行動するという、インクルーシブ・

リーダーシップへの期待を強調しています。また、人びとの経験がより一貫したものとなるよう

、クラブ、地域、地区のリーダー、およびシニアリーダーのための DEI研修を立ち上げています

。これには、DEIについてリーダーへの研修を行い、DEIの行動規範に記されている行動の模範

となることを期待するほか、言動が他者に与える影響を全会員が認識できるよう、この行動規範

を随所に適用することをリーダーに求めることが含まれます。  



3. 多様性、公平さ、インクルージョンを高めるためのロータリーの取り組みについて、会員は十分

な情報や見識を持ち合わせていない。DEIへのコミットメントに関する声明、研修コース、ウェ

ブページへの認知度が低いことが明らかとなった。  

 

多様性、公平さ、インクルージョンをすべての活動に取り入れるためのロータリーの活動につい

て、より深く学ぶことのできるページが My ROTARYにあります。ここから、DEIの行動規範、

用語と定義、ロータリーのコミットメントに関する声明などのリソースをダウンロードし、多く

の人に紹介することができます。また、DEIに関する知識を深めるためのラーニングセンターの

コースへのリンクや、クラブを通じて地元で DEIをサポートするための提案も掲載されています

。このページやその他のリソースを、ロータリーのあらゆるコミュニケーションで推進し、最新

の情報をお届けしていきます。 

 

4. 調査回答者の 25％以上は、ロータリーでの差別やハラスメントを報告する方法を知らないと回

答した。また、このような行為を報告、収集、対処するための中心的な場所がないことを指摘す

る会員や、報告されない出来事があったり、不適切な行為が何の措置にもつながらないことがあ

ったりする、と回答した会員もいた。 

DEIの行動規範の目標は、協力的で前向き、かつ健全な環境を作り、維持するために、ロータリ

ー会員がどのように行動することが期待されているかを明確にすることです。つまり、会員は皆

、礼節のある言葉遣いで話し、協力を惜しまずに温かくインクルーシブな環境を育み、多様性を

歓迎することが期待されています。 

非協力的または多様性を歓迎しない会員がいる場合や、DEI の行動規範に沿わない行為を目撃し

た場合は、cds@rotary.orgまでご連絡ください。ロータリー職員はいただいた情報を確認し、適

切なフォローアップを行います。  

5. 調査回答者の 30％以上は、ロータリーリーダーが DEIを積極的に推進しているとは思わないと

回答した。また、ロータリーのリーダーが説明責任（アカウンタビリティ）を果たしているとは

思えず、ロータリーの DEIの原則を一様に適用し、遵守しているとは思えないと回答した。 

すべてのロータリーリーダーは、DEIの行動規範をむらなく適用し、遵守することが期待されて

います。ロータリーリーダーによる、行動規範に沿わない行為を目撃した場合は、

cds@rotary.orgまでご連絡ください。ロータリー職員はいただいた情報を確認し、適切なフォロ

ーアップを行います。 

6. 会員は、ロータリーの伝統的なリーダー像に該当しない人には、リーダーとなる機会が限られて

いると考えている。また、見た目や振る舞いがある種の様式とは異なる会員や、「正しい」ロー

タリーでの履歴を持っていない会員には、昇格の機会がないと述べている。  

国際ロータリー理事会は、より多様な意見や観点を受け入れられるよう、国際協議会のモデレー

ターや地域リーダーなどの一部の主要な指導的役割について、資格要件を見直し、更新しました

。また、初のケースとして、1名のローターアクターが 2022-23年度ロータリー公共イメージコ

ーディネーターに任命されました。  

今後も、リーダーとしての役割をより身近に感じてもらえるような機会を探っていきます。 

7. ロータリーの入会費用は、会員維持と入会促進のほか、地域社会を正確に反映する上で依然とし

て障壁となっている。経済的に余裕のある人だけを受け入れると、変化をもたらしたいと思いな

がらも、参加する経済的余裕のない人たちを排除してしまうことになる。  

https://my.rotary.org/ja/learning-reference/about-rotary/diversity-equity-and-inclusion
mailto:CDS@rotary.org
mailto:CDS@rotary.org


ロータリーでは、ロータリーでの費用が会員であることの価値に見合うものにしたいと考えてい

ます。費用が原因となり、行動的な人びとがロータリーでつながり、変化をもたらすことができ

なくなるようでは問題です。地域社会に変化をもたらすことを願う、より多くの人びとがロータ

リーに参加できるよう、さらなる方法を探っていきます。 

8. 若い会員、特にローターアクターは、年齢や経験不足を理由に、リーダー就任への道がなく、参

加したり、アイデアを披露したり、意思決定に参加したりする有意義な機会が提供されていない

と回答した。  

2019年規定審議会でローターアクトクラブを国際ロータリーの加盟クラブとして認めることが

決議されて以来、ロータリーでは、運営手続きや戦略的イニシアチブでローターアクターを起用

してきました。また、ローターアクターがリーダーシップ育成の機会に参加し、会員向けのその

他のプロダクトやサービス、補助金、寄付や募金活動の機会などを利用できるようにするための

手続きを踏んでいます。 

これらの課題に加え、変革管理、ガバナンスとアカウンタビリティの強化、リーダーの研修と教育、問

題の報告と上位レベルでの処理、疎外されているグループの参画に焦点を置いて取り組んでいきます。

DEIタスクフォースは、会員アンケートからのフィードバックを基に、すべての会員と参加者にとって

のロータリー体験の向上につながる有意義な変化を、組織全体で生み出していきます。その進捗を定期

的にご報告します。  

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というビジョンの実現には、多

様性があり、公平で、インクルーシブな文化を培うことが不可欠です。私たちはこの取り組みに全力を

尽くし、皆さまからのご支援を受け、次世代の行動する人びとのためにロータリーを成長させ、強化し

ていくことができるでしょう。  

ご質問は dei.inquiries@rotary.orgまでお寄せください。 

 

mailto:DEI.Inquiries@rotary.org


 
 
 
 
 
私たちロータリアンと∗ローターアクターは； 
 
 持続可能な良い変化を生むために、多様性を重んじ、あらゆる側面で公平さを促進

し、異なる考えや価値観をもつ人々による貢献を大切にし、DEI「多様性・公平さ・
インクルージョン」を実現します。 
 

 RI テーマを理解し、地域の特性にあった活動を通じて、それぞれが「魅力ある・元気
ある・個性ある」クラブになる事を目指します。 

 
 ロータリーの原点である親睦と奉仕を根幹とし、世界および地域社会で良い変化を生

み出します。 
 

 世界の未来を担う青少年の活動を支援し、若きリーダーの育成に努めます。 
 

∗ 2019年規定審議会は国際ロータリーの組織規定を改正し、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なりました。 

 

 

 

 

 

１．より大きなインパクトをもたらす 
 ポリオ根絶のために∗アドボカシー活動とファンドレイジングを推進します。 
 地域調査に基づいた、持続可能でインパクトをもたらす奉仕を強化します。 

 
２．参加者の基盤を広げる 
 メディア、ソーシャルメディアや地域社会で、クラブと地区のインパクトを紹介

し、公共イメージ向上を推進します。 
 あらゆる背景を持つ人、人生のさまざまな段階にある人のためにロータリーへの

新しい経路を開き、多様な人々の参加を促し、その貢献を尊重します。 
 
３．参加者の積極的なかかわりを促す 
 全クラブが将来のビジョンや中期計画を策定するよう推奨します。 
 さらに多くの会員が惹きつけられる新しいプログラムや行事、学びの機会を創出

します。 
 クラブが毎年ロータリー賞の受賞を目指すことを推奨します。 

 
４．適応力を高める 
 変わりゆく世界で国際的な発言力を高め、新しい機会を追求し、ロータリアンや

ローターアクターが地域で、国際社会で活躍するためのより多くの道をつくって
いきます。 

 社会により良く奉仕するために、新しい人たちにオープンになり、テクノロジ
ー、社会の変化に迅速かつ恐れずに適応していきます。 

 
∗ アドボカシー活動とは一人ひとりがポリオについて理解をし、解決のため

にできることを政府や社会に訴えていくことです。 

地区中期3ヶ年目標 (2022-23～2024-25) 

2022-23年度より有効 



 
 

 

 

 

私たちロータリアンとローターアクターは； 

 

１．より大きなインパクトをもたらす 

 ポリオデー（10月24日）にポリオ根絶にちなんだ活動をRAC、IAC、ロータ

リーファミリーと協働し、発信します。 

 財団補助金（地区補助金・グローバル補助金）活動を実施し、発信します。 

 ロータリアンは財団寄付目標（年次基金寄付150ドル、ポリオプラス基金寄

付50ドル、恒久基金寄付30ドル）を達成します。 

 ローターアクトクラブは少なくとも5名の会員により合計$50の財団寄付を達

成します。 

２．参加者の基盤を広げる 

 ローターアクター、インターアクター、ロータリーファミリーと協働して奉仕

活動を実施します。 

 ロータリーのブランドを正しく使います。 

 革新的クラブ、活動分野に基づくクラブ（衛星クラブ）の設立をめざします。 

３．参加者の積極的なかかわりを促す 

 大阪のロータリー100周年を祝います。 

 クラブのビジョンや中期計画を作ります、あるいは必要に応じて見直します。 

 例会、フォーラム、研修、IMロータリーデー、新会員研修交流会、その他行事

をさらに魅力的な学びの機会とし、参加者基盤を広げ増強します。 

 クラブや個人のロータリーの賞の受賞を目指します。 

 米山記念奨学会を支援します。 

４．適応力を高める 

 テクノロジーを利用して例会を実施し、交流や親睦を深め、奉仕活動を実行し

ます。 

 会員全員が My Rotaryに登録することを目ざします。 

 ラーニングセンターを活用します。 



女児の 
エンパワメント



目標
このイニシアチブは、クラブ・地区の行事や奉仕活動、およ
びRIが主催する行事（ロータリー国際大会、国連でのロータ
リーデー、会長主催会議、ロータリー奉仕デーなど）を通じ
て、女児のエンパワメントを図ることに焦点を当てています。 
 
その目的は下記の通りです： 

• 重点分野における取り組みで女児を優先させることに
よって、女児の福利を改善し、地域社会で女児による
一層の貢献を可能にする。

• 女児のエンパワメントのニーズに対する認識を向上し、
ロータリーの活動における青少年のジェンダー格差を
縮める。 

• 女児のエンパワメントをめざす奉仕プロジェクト実施
に向け、クラブと地区の意欲を引きだす。

ロータリーでできること
クラブと地区は、ロータリー奉仕デー、ロータリー研究会、社会
奉仕プロジェクト、写真・小論文コンテスト、その他の奉仕活動
といった地区行事、SNSやロータリーリーダーのメッセージなど
のコミュニケーションを通じて、女児のエンパワメントを強調で
きます。女児のエンパワメントを優先させるために、この資料に
紹介された活動のアイデアやリソースを参考にしてください。 

女児のエンパワメントに取り組む活動、プロジェクト、プロ
グラムを実施した方は、「EmpoweringGirls2021」または

「EG2021」のタグを使い、ロータリーショーケースに「女
児のエンパワメントプロジェクト」として投稿してください。 
 
会長の全イニシアチブについては次のページをご参照くだ
さい：my.rotary.org/ja/news-media/office-president/
presidential-initiatives



活動のアイデア

活動を立ち上げるためのアイデア
• 10月11日の「国際ガールズデー」にちなむ行事

や活動を計画する

• 女児のエンパワメントに焦点を当てた「ロータリ
ー奉仕デー」を計画する

• ジェンダーにおける公平さと女児のエンパワメ
ントを強調するプロジェクトやプログラムにお
いて、「多様性・公平さ・インクルージョン（包
摂）」の原則をどう適用できるかを考える

• 女児のエンパワメントに取り組むためのリソー
ス、指針、プロジェクトのアイデアを得るため
に、関連分野のロータリー行動グループに連絡
する 

• ロータリーショーケースに「女 児のエンパワ
メントプロジェクト」として投 稿する際には、 

「EmpoweringGirls2021」または「EG2021」 
のタグを使うようクラブに伝える

• ロータリーのパートナー団体（シェルターボック
ス、ハビタット・フォー・ヒューマニティ・インタ
ーナショナル、国境なき調停者団インターナシ
ョナルなど）の専門分野（災害救援、低廉家屋
の提供、平和構築と調停など）にかかわるプロ
ジェクトで、これらの団体と協力する 



若いリーダーのためのプログラムのアイデア
•　「インターアクト賞」に参加するため、女児のエ

ンパワメントに関する動画、写真、エッセイ（小
論文）を提出するようインターアクトクラブに奨
励する

• 男女共学校または女子校で新しいインターアク
トクラブを設立し、リーダーシップ養成や社会
奉仕を通じて女子生徒のエンパワメントを図る

• 2022年４月29日～５月１日の「世界青少年奉仕
デー」（Global Youth Service Day）にちなむイ
ベントや活動を実施し、青少年奉仕を通じた女
児のエンパワメントを強調する

• ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA） 
（およびバーチャルRYLAイベント）を実施し、リ

ーダーシップ養成活動を通じて女児のエンパワ
メントを図る

• 青少年交換役員大会前会議のために、女児へ
のサポートとエンパワメントに関するセッション
の案を提出するよう会員に奨励する 

• ラーニングセンターにある「奉仕学習」の資料 
（アドバイザー向けと青少年向け）を活用して、

奉仕を通じて女児のエンパワメントを図り、地
域社会における女児のニーズに取り組むプロジ
ェクトを計画する 

• ロータリー青少年交換に女児が参加することの
メリットについて、クラブと地区のコミュニケー
ションを通じて伝える

• インターアクトを通じてリーダーシップを発揮す
る機会を見出した女子生徒のストーリーを紹介
する

ローターアクトのアイデア
• 女児のエンパワメントに焦点を当てたプロジェ

クトを立ち上げ、それを「卓越したローターアク
トプロジェクト賞」に応募する（プロジェクト
は、重点分野に沿った革新的で持続可能な奉
仕活動を含むものとする） 

• ローターアクト大会前会議のために、女児のサ
ポートとエンパワメントに関するセッションの案
を提出するよう会員に奨励する

• 女子生徒のメンタリングに焦点を当て、ローター
アクターがインターアクターのメンターとなって
指導・助言できる関係を築く 



各重点分野における 
活動のアイデア

• 女性教員への研修強化を含むプロジェクトを立案する 

• 学校のカリキュラムの一部または課外プログラムとして、女子
生徒にサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、美術、数
学を教える教員を養成・強化する

• 女子生徒へのメンタリングおよび学習指導の課外プログラム
を立ち上げる 

• 母親を対象とした成人識字プログラムを実施する

• 教師を対象としたジェンダーに関する研修の実施を促す 

• 女子生徒に影響する文化的・社会的慣習について男子生徒が
話し合う機会を増やす

• 女児の教育機会のために投資し、児童労働、女性器切除、早
婚といった問題に対して厳しい法律を制定するよう、政府リー
ダーに連絡してアドボカシーを行う 

• 地域社会の男子生徒と女子生徒に月経衛生について教育する



• リプロダクティブヘルス（性と生殖）にかかわるケアなど、性
や思春期の医療を提供するプログラムを支援する

• HIVやHPVなど、性感染症の予防と治療に関する教育を促進
する

• HPVとB型・C型肝炎の感染予防のために予防接種を推進する

• 思春期の健康、ジェンダーの平等、女児のエンパワメントに関
心を持つ「母子のリプロダクティブヘルスの行動グループ」な
ど、この重点分野にかかわるロータリー行動グループに連絡
を取る

• 自殺防止や薬物乱用のためのケアなど、女児や十代の若者の
ためのメンタルヘルス支援を提唱する

• 十代の妊娠や胎児性アルコール症候群の予防・治療サービス
を支援する

• 思春期発症糖尿病の予防・治療に取り組むプロジェクトを立
案する



• 女性を人身売買から守る方法に関する啓発プロジェクトを支
援する 

• 平和構築プロセスにおける若い女性の教育と参画を促進する 

• 家庭内暴力の犠牲者のためのリハビリテーションプログラム
を推進する 

• 幼い女児に焦点を当てた難民支援プログラムを提唱する 

• 女子生徒への保健教育を推進する

• 女性が主体となって好ましい社会変革をもたらしている団体
と協力している平和フェローに連絡を取る 

• 新型コロナウイルスが女性と女児に与えている影響に関する
ストーリーをクラブや地区から集める



• 家族の生計を支え、外部要因による経済的打撃から家族を守
るプロジェクトを立案する（家族の困窮による影響を最も受け
るのは子ども、特に女児であるため）

• 将来に職に就くチャンスを高めるため、女児がスキルと経験を
身につけるためのプロジェクトを促進する 

• 女児が食料および質の高い栄養を得ることができるようにす
るプロジェクトを支援する 

• 女性のエンパワメントに取り組むプロジェクトを推進すること
で、女児の模範やメンターとなれる女性を増やし、女児の教
育機会向上の前例をつくる



• 学校における水・衛生改善プロジェクトを立案することで、女
児が教育を犠牲にすることなく月経衛生に安全に対処でき
るようにする（例：男女別トイレの設置、生理用ナプキンの提
供、便利で環境に安全な廃棄物処理など）

• 衛生・月経衛生のための製品（月経衛生キット、再利用できる
ナプキン、肌着など）を製造・販売するために起業したり協同
組合を立ち上げたりするスキルと経験を女性が身につけるこ
とを目指すイニシアチブを支援する 

• 学校での衛生イニシアチブの一環として男女別トイレの設置
に取り組んでいる団体と協力する

• 安全・適切な水・衛生システム、生理用ナプキン、文化的タブ
ーに取り組むプロジェクトなど、月経衛生に取り組むプロジェ
クトに参加する

• 学校に保健クラブを作ったり運営したりするなど、衛生促進プ
ログラムで女子生徒がリーダー的な役割を担うことを奨励す
るプロジェクトを推進する



• 伝統的知識や先住民がもつ知識を活用して、天然資源管理の
実践における女児のエンパワメントを図り、それが女児の生活
にどう影響するかを理解する

• 食料安全保障を改善し、食料廃棄物を減らし、新鮮で健康的
な食料へのアクセスを向上させるために、持続可能な農業手
法の重要性について女児に教育する 

• 食料安全保障、家族の栄養、健康に関する家族の意思決定に
女児が影響を与えられるよう、女児の教育とエンパワメントの
ための活動を支援する

• 女児に経済的、教育的、健康的な恩恵をもたらす環境プロジ
ェクトを立案する

• 気候変動によってもたらされる女児とその将来への影響につ
いて啓発する

• 女児の教育アクセスを改善することで、環境に影響を与えうる
問題（家族計画、衛生、食料安全保障など）について将来に
適切な選択ができるようにする



ロータリー平和フェローシップ学友
女性や女児のエンパワメントのイニシアチブに関して下記やその他の学友と協力することに関心のある方は、 
alumni@rotary.orgにご連絡ください。

ビクトリア・アンダーソンさん  
（Victoria Anderson）

オーストラリアのパースにあるAnglicare WAの慈
善・事業ディレクター。100 Womenの理事。それ
以前には、子どもの性的搾取と闘うために草の根
組織と協力している非営利団体 Children United
を設立。

ヒラリー・ジョー・カルディスさん 
（Hilary Jo Caldis）

世界中の女性が自身を自由に表現するための
オンラインのリソースとコミュニティ、Female 
Voiceの創設者／CEO。

エルサ・マリー・ダシルバさん  
（ElsaMarie D’Silva）

公共の場における性的暴力や虐待の体験を報告
するクラウドソースのプラットフォーム「Red Dot 
Foundation」のCEO／創設者。 

サラ・オックスフォードさん 
（Sarah Oxford）

メルボルン（オーストラリア）にあるビクトリア大
学の講師。同大学で博士号を取得後、途上国の
女児を対象としたスポーツプログラムを通じて地
域社会のジェンダー関係を変えることに焦点を
当てている。

アナ・カッター・パテルさん
（Ana Cutter Patel）

UN Women（国連女性機関）のロータリー代表。 
「Girl Be Heard」の理事および「Outward Bound  

Center for Peacebuilding」の元エグゼクティ
ブ・ディレクター。RI理事のピーター・カイル氏、

「NewGen Peacebuilders」エグゼクティブディ 
レクターのパトリシア・シェーファー氏とともに、

「Youth & Peace in Action: Engaging Young 
Community Peacebuilders」プロジェクトに取
り組んでいる。

ローザ・シンガーさん
（Rosa Singer）

CAREの戦略的パートナーシップ・提携シニアディ
レクターとして、同団体とFortune 100企業との
パートナーシップを担当し、女児のエンパワメン
トプロジェクトを中心に取り組んでいる。

ノエル・ヴォリンさん
（Noelle Volin）

Do Justiceコンサルティングの弁護士兼コンサ 
ルタントとして、性目的の人身売買やその他の
性的搾取に対する認識向上に取り組んでいる。 
被害者を支援し、性的搾取をなくすために、支援
者、サービス提供者、刑事司法制度の専門家、教
会、地域社会の能力向上を推進。

ロータリー財団専門家グループ
ロータリー財団専門家グループのメンバーは、専門的なスキルと知識を生かしてロー
タリー会員にアドバイスを提供します。右のQRコードをスキャンして、女性と女児のエ
ンパワメントのイニシアチブを援助できるメンバーをお探しいただけます。

ロータリーの 
リソース

JA—(721)



第2580地区

東京南北�
ロータリークラブ

クラブ名、地区番号、ゾーン番号入りロゴ

レイアウトの例

クラブのパンフレット

ウェブサイト

ちらし

フェイスブック*
*�例外：ソーシャルメディアのプロフィ
ール写真には誇りのシンボル（歯車
のみ）を使用することが可能。

第2580地区

第2580地区

東京南北ロータリークラブ

ロゴのクイックガイド 2020年12月

強固なブランドを築くには、一貫したボイスと
ビジュアルアイデンティティが欠かせません。
このガイドのデザイン要素を用いることで、統
一感あるブランドを提示し、ロータリーとロー
ターアクトに対する人びとの認識と理解を高め
ることができます。詳細は、ブランドリソースセ
ンター（rotary.org/brandcenter）をご覧くだ
さい。�

クラブ、地区、ゾーンでロータリーのロゴを使
用する場合、ロータリー公式ロゴにクラブ名ま
たは地区番号、ゾーン番号を必ず入れる必要が
あります。複数の地区やゾーンの番号を入れる
こともできます。クラブ、地区、ゾーンがロータ
リー公式ロゴを単体で使用することは認めら
れていません。また、公式ロゴの上または下に、
クラブ名、地区番号、ゾーン番号以外の言葉を
入れることはできません。�

クラブ名、地区番号、ゾーン番号入りロゴで
は、公式ロゴもしくはその簡易バージョンのど
ちらを使っても構いません。ロゴが1.25センチ
未満になる場合、または刺繍される場合は、簡
易ロゴを使用することが推奨されています。

クラブ用、地区用、ゾーン用のロゴは、ブランド
リソースセンター（rotary.org/brandcenter）
にあるテンプレートを使って作成できます。

クラブ名または地区番号、
ゾーン番号

東京南北�
ロータリークラブ

東京南北�
ロータリークラブ

第2580地区

第2580地区

クラブ名または地区番号、
ゾーン番号

東京南北�
ロータリークラブ

第2ゾーン

東京南北�
ローターアクトクラブ

クラブ名または地区番号、
ゾーン番号

東京南北�
ローターアクトクラブ

第2580地区

クラブ名または地区番号、
ゾーン番号

第2ゾーン

東京南北�
ローターアクトクラブ

第2580地区

公式ロゴ

周囲のスペース

白抜き

例

例

ローターアクト公式ロゴ

簡易公式ロゴ

ローターアクト簡易公式ロゴ

東京南北ロータリークラブ

余白スペースとは、空白とする必要のあ
る、クラブ・地区・ゾーン用ロゴの周り
のスペースを指します。「Rotary」または
「Rotaract」の「R」（大文字）と同じ高さ
のスペースである必要があります。

第2580地区

http://www.rotary.org/brandcenter
http://www.rotary.org/brandcenter


ブランドリソースセンター：�
rotary.org/brandcenter

ラーニングセンター：��
rotary.org/learn

免許取得業者：��
my.rotary.org/licensed-vendors

お問い合わせセンター：  
rotarysupportcenter@rotary.org

東京南北�
ローターアクトクラブ

組み合わせロゴ

誇りのシンボル

プロジェクトまたはイベントの名称

チェックリスト

ロゴのクイックガイド 2020年12月

クラブ、地区、ゾーンと、協力団体、スポン
サー、プログラム、イベントとの関係を示す
場合には、組み合わせロゴを使用します。そ
の場合、クラブ名、地区番号、ゾーン番号入
りロゴと組み合わせることのできるロゴは
一つのみとなります。�

組み合わせロゴをクラブ、地区、ゾーンのロ
ゴとして使うべきではありません。�

独自の組み合わせロゴは、ブランドリソース
センター（rotary.org/brandcenter）にあ
るテンプレートを使って作成できます。

図書寄贈 
プロジェクト

第2580地区

東京南北�
ロータリークラブ

　

東京南北�
ロータリークラブ

クラブ名、地区番
号、ゾーン番号

組み合わせロゴ

クラブ名、地区番号、ゾーン番号入りロゴ 協力団体ロゴ、スポンサ
ーのロゴ、プログラム名、

イベント名

仕切り線の仕様：�
0.5pt,�50%ブラック�
高さはロゴと同じ

変数yyy x

x
協力団体ロゴ、ス
ポンサーのロゴ、
プログラム名、�
イベント名

協力団体ロゴ、スポンサ
ーのロゴ、プログラム名、
イベント名は、高さ（x）よ
りも高くならないこと

組み合わせロゴの例

誇りのシンボルはロータリーロゴで表示すべきで
すが、一色で印刷する場合はアズールまたはブラ
ックを使用できます。ここに表示された色以外を
使うことはできません。ロータリーのカラーパレッ
トに関する情報は、ブランドリソースセンターをご
覧ください。

組み合わせロゴの仕様

文字との組み合わせロゴの例

「誇りのシンボル」と呼ばれるこの歯車は、第二のロゴと見なされるべきものです。使用す
る際は、クラブ名または地区番号、ゾーン番号を近接位置に表示し、クラブまたは地区・ゾー
ンが明確に認識されるようにすべきです。誇りのシンボルに簡易バージョンはありません。
歯車の中には常に、「Rotary�International」という文字を表示しなければなりません。�

プロジェクト、イベント、ウェブサイトURLの名称に「ロータリー／Rotary」または「ロータリア
ン／Rotarian(s)」という言葉を含めたい場合、クラブ名または地区番号も含めなければなりま
せん。例えば、クラブのイベントは、「ロータリービンゴ大会」ではなく、「〇〇〇ロータリーク
ラブビンゴ大会」と名づける必要があります。「ロータリー／Rotary」という言葉がイベント名
に入らない場合（「ビンゴを楽しもう！」など）はクラブ名・地区番号を名称に含める必要はあ
りません。この指針はロータリー章典に記載されています。クラブ名を使用する場合、クラブ
がイベントやプロジェクトを完全に管理していなければなりません。第三者にロータリーの名
称の使用許可を与えることはできません。例えば、ある団体がクラブと協力してサマーキャン
プを実施する場合、それを「ロータリーキャンプ」と名づけることはできません。�

以下の資料には必ずクラブ名または地区番
号、ゾーン番号入りのロゴをお使いください：

����クラブのウェブサイト
����クラブのソーシャルメディアサイト
����バナーおよびイベント用標識
�����標識（例会場以外の場所を含む）
����ちらし、パンフレット
����衣類その他のアイテム（購入、または

ロータリー免許取得業者が製作）
����名札／ネームバッジ�
����交換用バナー／旗

リソース

リーダーシップ�
育成セミナー

Helping
Hands

クラブ名入りロゴの実用例

ローターアクトクラブのイベント

複数クラブを含む標識

ロータリークラブのイベント

http://www.rotary.org/brandcenter
http://rotary.org/learn
http://my.rotary.org/licensed-vendors
mailto:rotarysupportcenter@rotary.org
http://www.rotary.org/brandcenter
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補遺2
ククララブブのの種種類類・・形形式式・・モモデデルル

奉仕と親睦といった価値観はすべてのロータリークラブとローターアクトクラブに共通していますが、各クラブが独自の趣向で活動することができます。新クラブをつくる際には、

以下から種類、例会形式、モデルを選んでください。地域社会のニーズや入会見込者の関心は何かを考え、最も合うと思われる選択肢を選びましょう。  

ククララブブのの種種類類：： まず、ロータリークラブ、ローターアクトクラブ、衛星クラブ（ロータリーまたはローターアクト）のどの種類のクラブをつくるかを決めます。 

ククララブブのの種種類類 説説明明 訴訴求求対対象象 創創立立会会員員のの最最低低数数 

ロローータタリリーーククララブブ 奉仕、親睦、自己研鑽ために例会を開き、職業やほかの分野

のリーダーが会員となっているクラブ 

成功しているロータリークラブの事例はこちら 

親睦や奉仕活動への参加に関心のある人  

詳しくは「新クラブをつくろう」のオンラインコースを参照のこと 

20人（必須） 

ロローータターーアアククトト 
ククララブブ 

社会奉仕と国際奉仕を通じて行動し、リーダーシップのスキル

を身につけ、職業人として成長することに関心のある人が会

員となっているクラブ 

成功しているローターアクトクラブの事例はこちら 

リーダーシップのスキルを身につけ、地域社会や世界の問題

に取り組み、仲間と楽しみながら奉仕することに関心のある人

（特に若い職業人と大学生） 

詳しくはローターアクト・ハンドブックを参照のこと 

12人（推奨）  

衛衛星星ククララブブ ロータリークラブまたはローターアクトクラブの一部であり、独

自の例会、プロジェクト、細則、理事会を有し、スポンサークラ

ブとの協力の下で運営されるクラブ 

成功している衛星クラブの事例はこちら 

地元にあるほかのクラブとは異なる体験や例会形式・例会時

間を求めている一方で、ほかのクラブからのサポートや協力

を求めている人  

詳しくは衛星クラブのガイドを参照のこと 

衛星ロータリークラブ

は 8人／衛星ロータ
ーアクトクラブは最低

人数なし 

 

例例会会形形式式：：次に、クラブ例会の形式を決めます（直接会う、オンライン、両方）。 

例例会会のの形形式式 説説明明 訴訴求求対対象象 

直直接接会会うう例例会会 直接会って例会を行うクラブ 対面での交流が大切だと考える人や、オンラインが苦手な人 

オオンンラライインン例例会会 主にオンラインで例会を行うクラブ 

オンライン例会に成功しているクラブの事例はこちら 

出張や旅行が多い人、例会場に足を運ぶ都合がつきにくい人、オンラインでの経

験を好む人 

詳しくはオンラインのクラブ例会を参照のこと 
直直接接会会うう例例会会ととオオンン

ラライインンのの両両方方（（ハハイイ

ブブリリッッドド）） 

直接会う例会とオンラインの両方の例会を開くクラブ、または直

接会う例会を開き、会員がバーチャルで出席することを認めてい

るクラブ 

ハイブリッドな形式で成功しているクラブの事例はこちら 

多種多様なニーズがある人、対面とオンラインの両方を好む人 

https://my.rotary.org/ja/document/be-vibrant-club-your-club-leadership-plan-philippines
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1357/xinkurabuwotsukurou
https://rotaryblogja.org/2021/02/26/環境を守る鍵はモチベーション/
https://my.rotary.org/ja/document/rotaract-handbook
https://rotaryblogja.org/2017/04/18/「元気」が自慢のクラブ/
https://my.rotary.org/ja/document/guide-satellite-clubs
https://www.rotary.org/ja/club-innovation-nomads-find-home
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/online-club-meetings
https://rotaryblogja.org/2019/06/10/ハイブリッドな新しいロータリークラブ/
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ククララブブのの種種類類・・形形式式・・モモデデルル

ククララブブののモモデデルル：：最後に、クラブ独自のアプローチや特性を決めます。以下のモデルから選んでも、独自のモデルを考案しても、どちらでも構いません。  

ククララブブののモモデデルル 説説明明 訴訴求求対対象象 

従従来来型型ククララブブ  伝統的な例会（卓話や食事）を開き、会員が重んじる伝統的慣

習を実践しているクラブ。会場費と食事費がかかるため、通常、

クラブ会費が他よりも高額となる 

成功している従来型クラブの事例はこちら 

食事の席での交流、卓話を通じた学び、地域社会への奉仕に関心がある人 

パパススポポーートトククララブブ  会員が自分の所属クラブで毎年一定数の例会に出席する限り、

ほかのクラブの例会に頻繁に出席することを認めるクラブ 

成功しているパスポートクラブの事例はこちら 

出張や旅行が多い人、さまざまなクラブ体験や多くの人との出会いを楽しむ人 

詳しくはパスポートクラブのガイドを参照のこと 

法法人人ククララブブ  会員（またはその多く）が同じ職場で働いているクラブ 

成功している法人クラブの事例はこちら 

地域社会に貢献するために一緒に活動したいと考える、同じ企業や団体の社員／

職員 

活活動動分分野野にに基基づづくく 
ククララブブ  

会員が特定の活動分野に情熱を注ぎ、その分野の奉仕活動に

取り組んでいるクラブ 

成功している活動分野型クラブの事例はこちら 

特定の問題に取り組むためにつながりを求めている人 
 

学学友友中中心心ののククララブブ  大半の会員（または大半の創立会員）がロータリープログラムの

元参加者（学友）または元ローターアクターや元ロータリアンであ

るクラブ 

成功している学友中心クラブの事例はこちら 

ロータリーに参加したことのある人 

関関心心にに基基づづくくククララブブ  特定の関心や趣味に基づいて活動するクラブ 

成功している関心型クラブの事例はこちら 

特定の方法でロータリーを楽しみたいと考える人、同じ関心（会員の専門スキル開

発など）をもつ人たちと一緒に活動したい人 

国国際際的的ななククララブブ  海外駐在者が会員となっているクラブ、例会が開かれる国の言

語とは違う言語を共通語とするクラブ、複数国の会員から成るオ

ンラインのクラブなど 

成功している国際的クラブの事例はこちら 

共通語を使って互いにつながりたいと考える海外駐在者、世界中の人とつながりた

いと考える人、クラブ例会で国際交流をしたいと考える人 

 

https://my.rotary.org/ja/document/be-vibrant-club-your-club-leadership-plan-philippines
https://www.rotary.org/ja/club-innovation-members-can-meet-online-or-other-clubs
https://my.rotary.org/ja/document/guide-passport-clubs
https://www.rotary.org/ja/club-innovation-satellite-clubs
https://rotaryblogja.org/2019/07/17/分野特化型クラブで若い世代の関心に応える/
https://rotaryblogja.org/2020/01/13/青少年プログラム参加者から成るロータリークラ/
https://blog.rotary.org/2020/12/03/love-loss-a-novel-and-a-new-rotary-club/
https://www.rotary.org/ja/tokyo-rise


衛星クラブのガイド
「新しいロータリークラブを作りたいけれど、十分な数の創立会員がいない」
「既存クラブが会員の期待に応えていない」
「例会時間の都合が合わない」
「社会奉仕に熱心な少人数で新しいクラブを作りたい」

このような思いを抱いている方は、衛星クラブの設立を検討できます。  

衛星クラブとは？
衛星クラブは、2013年に、新ロータリークラブ結成に必要な会員数がいない場
合のオプションとして導入されました。20人の創立会員を必要とする通常のロー
タリークラブと異なり、衛星クラブは8人の会員で結成が可能です。また、既存の
ロータリークラブとは異なる環境で社会奉仕できるチャンスを地域の人びとやロ
ータリアンに提供します。  

衛星クラブは、通常のロータリークラブと同様、例会を開き、細則と理事会を設
け、地域社会で奉仕活動を行います。地元ロータリークラブが衛星クラブのスポ
ンサーとなり、助言や支援を行います。衛星クラブの会員も「ロータリアン」とみ
なされ、正式にはスポンサークラブの会員となります。  

衛星クラブの会員数が20名以上となった場合、衛星クラブのままでいるか、独立
したロータリークラブとなるために加盟申請を行うかのいずれかを選択できます。
会員数が多くなっても、スポンサークラブとのつながりを維持しながら衛星クラブ
であり続けることを希望するクラブもあります。会員の希望に応じて、どちらを選
択しても構いません。

なぜ衛星クラブをつくるのか？
ロータリークラブの結成と同様、衛星クラブを結成することで、地元市民やビジネ
スリーダーをつなぎ、アイデアの交換と行動を通じて地域社会に貢献することが
できます。衛星クラブはさらに...

•  さまざまな職業や奉仕の関心をもつ人に入会の機会を提供できる。 
•  より少ない経済的負担でクラブを体験できる。国際ロータリーの人頭分

担金の額は全会員均一だが、クラブの会費はクラブの裁量で低く設定で
きる。地区もまた、衛星クラブの地区会費を低く設定できる。

JA—(419)

衛星クラブは以下 
のものではありません：  
 •  ロータリークラブよりも「格

下」の形態（衛星クラブの会
員も「ロータリアン」です）

 •  独立したロータリークラブ 
（衛星クラブにはスポンサー
クラブが必要です）

 •  ローターアクトクラブ（ただ
し、ローターアクトクラブ会員
も衛星クラブに入会したり、
衛星クラブを結成したりでき
ます）  

 •  会員維持に苦労しているクラ
ブのための解決策（支援が
必要な場合は地区ガバナー
にご連絡ください）



衛星クラブをつくるには？ 
衛星クラブの結成プロセスはロータリークラブで始まりますが、クラブや個々の事
情によってプロセスが異なる場合があります。独立したロータリークラブを結成す
る場合とは違い、地区ガバナーの承認は必要とされません。下記のステップを指
針としてご参照ください（ただし、これとは違うプロセスを経る場合もあります）。

  準備する：結成の手続きを始める前に衛星クラブに関する「よくある質問」の
資料をご参照ください。

  スポンサークラブを見つける：地元ロータリークラブに衛星クラブ設立の要
望を伝え、スポンサーになってもらいます。地元のほかのロータリークラブと
地区にも連絡し、衛星クラブへの入会に関心のある人を紹介してもらいまし
ょう。

  会員を見つける：設立には少なくとも8人の会員が必要です。地元ロータリー
クラブの会員がいない地域、退職者、若い職業人、市民団体のメンバー、ロ
ータリープログラムの学友、元・現会員とその友人・家族などにあたってみま
しょう。  

  職業や関心が異なる人のグループでも構いません。また、所属するロータリー
クラブに関心がもてなくなったロータリアンは、衛星クラブでスキルや知識を
新たに生かすチャンスがあるかもしれません。

  詳細を決める：クラブとして地域社会にどのように貢献したいか。 
•  衛星クラブでの経験は、スポンサークラブとどう異なるか。
•  いずれ独立したロータリークラブとなることを目指しているか。
•  クラブ会費と地区会費はいくらか。クラブ会費に何を含めるか。
•  入会金やそのほかの費用について、地区からの助成があるか。
•  どこで、どのように入会候補者を見つけるか。
•  どのような会員種類を設けるか。
•  入会の基準は何か。 
•  衛星クラブとスポンサークラブの両理事会はどのように協力するか。
•  意見の相違や対立があった場合、どう解決するか。

ロータリーに関する知識が豊富
で、衛星クラブの結成を熱心にサ
ポートしてくれる経験豊かな会員
がいれば、新クラブが成功する可
能性も高まります。

これらのステップは、この順番で
行われるとは限りません。最初に
会員を探し、その後で地元ロータ
リークラブにスポンサーとなるこ
とを要請することもできます。

•  従来と異なるクラブの運営方法を取り入れながら、さまざまな内容や形
式の例会を行うことができる。  

•  共通の関心をもつ少人数の希望に応じて、新しい形の奉仕や体験を提
供できる。 

•  正式なロータリークラブを設立する基盤のない地域社会でもロータリー
の活動ができる。

•  ロータリークラブ設立までの移行段階となる。

さらに、衛星クラブの設立には、地域での奉仕活動の可能性と可視性、インパク
トを高めるというメリットもあり、地元地域やロータリー地区のリーダーを育成す
る優れた方法ともなります。 

https://my.rotary.org/ja/document/satellite-club-frequently-asked-questions
https://my.rotary.org/ja/exchange-ideas/club-connections/alumni


次のステップ

  情報説明会を開く：入会見込者を招いて説明会を開き、クラブ入会とロータリ
ーへの参加のメリットを説明します。この時点でロータリーの仕組みを詳しく
説明したり、ロータリー用語を使ったりすることは避けましょう。説明会では
クラブやロータリーの活動について説明するだけでなく、どのようなクラブを
つくりたいのかを参加者と一緒に話し合うことができます。 

•  入会を通じてどのような体験をしたいか
•  会員として新クラブにどう貢献できるか
•  ロータリーの使命は何か、どのような奉仕をしているか
•  参加に関心のある活動分野やプロジェクトの種類は何か
•  ロータリーは会員の生活や人生にどう影響するか、どのように人生を豊

かにするか 
•  クラブの例会は、いつ、どこで、どのくらいの頻度で開くか 
•  会員としての義務は何か
•  クラブ会費その他の経済的負担はどのくらいか、例会や活動の時間的

負担はどのくらいか
•  今後のステップは何か（衛星クラブ会員情報フォームの記入など）

 入会への意欲を引き出すために、ロータリーの以下の資料をご活用ください。
•  自分にできること 今日からはじめよう（入会候補者用パンフレット）：説

明会での配布用に最適。ロータリーの活動や他団体との違いを簡潔に
説明。

•  奉仕と友情の輪を広げよう（購入またはダウンロードで入手可）：配布す
るか、ダウンロード用リンクを提供できます。ロータリーへの参加方法を
紹介した資料。

•  ロータリーのご紹介：説明会で活用できるこのパワーポイント資料。会員
となることで得られるメリットを説明しています。

•  つながりがもたらす力：ブランドリソースセンターからダウンロード可能
な動画。行動人としてロータリアンが世界にもたらす変化を紹介。

  衛星クラブの細則を定める：衛星クラブは、スポンサークラブと協力して独自
の細則を定めます。細則はスポンサークラブからの承認を得る必要がありま
す。細則には、選挙の方法を必ず含めます。 

  フォームを提出する：会員候補者とスポンサークラブが決まったら、衛星クラ
ブ設立申請書と衛星クラブ会員情報フォームに記入し、日本事務局クラブ・地
区支援室に送ります。

  新クラブの結成を祝い、情報を発信する：地域のほかのクラブやガバナーに、
新しい衛星クラブが設立されたことを伝え、地域社会にも広く情報を発信し
ます。

会員候補者8名とスポンサーク
ラブが決まったら、役員を選びま
す。衛星クラブの役員は、議長 

（ロータリークラブ会長に相当）、 
副議長、幹事、会計です。  

My ROTARYのアカウントを作
り、以下のリソースを活用しまし
ょう： 
 •   ラーニングセンターのコース
 •  スポンサークラブ
 •  情報説明会
 •  クラブ例会
 •  オンラインのクラブ例会
 •  ブランドリソースセンター

https://my.rotary.org/en/document/satellite-club-member-information-form
https://shop.rotary.org/prospective-member-brochure-impact-begins-with-you-japanese-set-of-5
https://my.rotary.org/en/document/satellite-club-member-information-form
https://shop.rotary.org/connect-for-good-595
https://my.rotary.org/ja/document/connect-good
https://my.rotary.org/en/document/satellite-club-member-information-form
https://my.rotary.org/ja/document/discover-rotary
https://my.rotary.org/en/document/satellite-club-member-information-form
https://brandcenter.rotary.org/ja-JP/Images-Video/Videos
https://my.rotary.org/ja/document/satellite-club-application
https://my.rotary.org/ja/document/satellite-club-application
https://my.rotary.org/ja/document/satellite-club-member-information-form
https://my.rotary.org/ja/document/how-create-my-rotary-account
https://my.rotary.org/ja/document/how-create-my-rotary-account
https://www.rotary.org/ja/learn
https://my.rotary.org/ja/document/sponsor-clubs
https://my.rotary.org/ja/document/informational-meetings
https://my.rotary.org/ja/document/club-meetings
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/online-club-meetings
https://brandcenter.rotary.org/ja-JP/App/Approval


新会員とリーダーのための資料
 •  My ROTARYアカウント 

の作り方
 •  ロータリーの基本知識  
 •   ロータリーの基本知識 
 •   新会員オリエンテーション： 

ロータリーでの第一歩を踏み
出してもらうために

スポンサークラブとの関係
衛星クラブの成功には、スポンサークラブとの定期的な会合が欠かせません。強
い関係を築き、クラブ同士が協力することで、会員の経験がより豊かなものとな
り、奉仕プロジェクトの質も高まります。物理的に顔を合わせるのが難しい場合
は、オンラインで会合することもできます。

この定期会合では、衛星クラブがいずれ独立するかどうか（または、いつ独立する
か）、独立後に双方のクラブがどのような関係を維持していくか、などを話し合い
ます。ロータリークラブ設立に必要な会員数を満たし、独立することを希望する場
合、独立したクラブの会員はもはやスポンサークラブの会員とはみなされません。

そのほかのベストプラクティス
•  結成後1年目には、衛星クラブの例会にスポンサークラブの会員も招く
•  衛星クラブへの支援を目的とする委員会をスポンサークラブに設置する
• 奉仕活動に重点を置く 
•  四半期に1度、合同例会を開き、食事は任意とする 
•  衛星クラブの議長をスポンサークラブの理事会に招く
•  ほかのロータリー行事への出席を衛星クラブの会員に奨励してネットワ

ークづくりを促し、世界におけるロータリーのインパクトを知ってもらう
•  地域社会で一緒に奉仕活動を行う

衛星クラブ会員も、ロータリークラブ会員と同じようにMy ROTARYにアクセスで
きます。ただし、衛星クラブ会員の変更を報告できるのは、スポンサークラブのみ
となります。スポンサークラブと衛星クラブの関係は、衛星クラブが解散または独
立するまで無期限に続きます。

地域社会との強い関係を保ち、
毎年クラブの現状評価（強みや
課題など）を行っているクラブは、
スポンサークラブか衛星クラブか
を問わず、活気があり、会員が増
える傾向があります。クラブの健
康チェックをご参照ください。

参考資料
衛星クラブに役立つロータリーの資料をご利用ください。

 衛星クラブに関する資料
•  衛星クラブについてよくある質問
•  衛星クラブ設立申請書  
•  衛星クラブ会員情報フォーム
•  ラーニングセンターのコース：クラブ運営に柔軟性と革新を取り入れる 

ロータリークラブ・セントラルのレポートの項目から、衛星クラブとスポンサーク
ラブのリストをご覧いただけます。

クラブ・地区支援担当職員：衛星クラブに関するご質問にお答えします。 

スポンサークラブと衛星クラブ
は、入会候補者や例会ゲストに対
し、両方のクラブを紹介すべきで
す。2つの入会オプションがあるこ
とを説明するために、パンフレッ
トを常に用意しておきましょう。ブ
ランドリソースセンターでは、カス
タマイズ可能なパンフレットを利
用できます。

https://my.rotary.org/ja/document/how-create-my-rotary-account
https://my.rotary.org/ja/document/how-create-my-rotary-account
https://my.rotary.org/ja/document/rotary-basics
https://www.rotary.org/ja/learn
https://my.rotary.org/ja/document/new-member-orientation-how-guide-clubs
https://my.rotary.org/ja/document/new-member-orientation-how-guide-clubs
https://my.rotary.org/ja/document/new-member-orientation-how-guide-clubs
https://my.rotary.org/ja/document/rotary-club-health-check
https://my.rotary.org/ja/document/rotary-club-health-check
https://my.rotary.org/ja/document/satellite-club-frequently-asked-questions
https://my.rotary.org/ja/document/satellite-club-application
https://my.rotary.org/ja/document/satellite-club-member-information-form
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D60
https://my.rotary.org/ja/contact/representatives
https://brandcenter.rotary.org/ja-JA
https://brandcenter.rotary.org/ja-JA


衛星クラブについてよくある質問 1 

  

衛星クラブについてよくある質問 

「衛星クラブ」とは何ですか？ 

衛星クラブとは、ロータリークラブ設立のための手段のひとつです。衛星クラブは、本格的な独立した

ロータリークラブとなるまでの短期間の移行的形態です。 

これにより、正規のロータリークラブ設立に必要な最低 20名の創立会員がいなくても、衛星クラブを通

じてロータリアンとなる機会が与えられます。また、例会を欠席したロータリアンは、衛星クラブの例

会でメークアップすることができます。 

 

衛星クラブの設立 

衛星クラブを設立するための申請はどのように行いますか？ 

スポンサークラブの会長が設立申請書をクラブ・地区支援室まで送ります。 

衛星クラブの会員数に上限や下限がありますか？ 

標準ロータリークラブ定款第 13条第 6節（b）の条件を満たすため、衛星クラブは設立時に少なくとも 8

名の会員を有している必要があります。会員数の上限はありません。 

スポンサークラブの最低会員数の決まりはありますか？ 

いいえ。会員数 20名未満のクラブも、衛星クラブを設立してスポンサークラブとなることができます。  

衛星クラブのスポンサークラブは、新クラブのスポンサークラブと同じですか？ 

いいえ。新クラブのスポンサークラブとは、役割と責務が異なります。 

弱体化している既存のクラブが衛星クラブとなり、加盟認証状と歴史的記録を保持することは

できますか？ 

弱体化しているクラブの会員が衛星クラブとなることを希望する場合、一度終結手続を取る必要があり

ます。その後、新たに衛星クラブとして申請し、スポンサークラブの会員となることができます。ただ

し、衛星クラブは弱体化したクラブの強化を目的とするものではありません。追加支援を必要とするク

ラブには、成功しているほかのクラブをガバナーが紹介するか、ガバナーから任命された特別代表が弱

体クラブの指導に当たるのが最善です。 

ローターアクトクラブが本格的なロータリークラブとなるまでの移行的形態として、衛星クラ

ブになることはできますか？ 

はい。ローターアクトクラブの全会員または一部会員が、衛星クラブをつくったり、衛星クラブに入会

することができます。 

衛星クラブはどのように命名されますか？ 

JAPANESE (JA) 

https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/84171
https://www.rotary.org/ja/contact/representatives


衛星クラブについてよくある質問 2 

衛星クラブの名称は、スポンサークラブと同じ名称に識別語句を追加したものとなります。以下はその

例です： 

スポンサークラブと衛星クラブが違う時間に例会を開く場合： 

スポンサークラブ：バンコクノース・ロータリークラブ 

衛星クラブ：バンコクノース・イブニング・ロータリー衛星クラブ 

スポンサークラブと衛星クラブが違う場所で例会を開く場合： 

スポンサークラブ：シカゴレイクビュー・ロータリークラブ 

衛星クラブ： シカゴレイクビュー・ブロードウェイ・ロータリー衛星クラブ 

衛星クラブの名称変更はどのように行いますか？ 

スポンサークラブまたは衛星クラブが、RIクラブ・地区支援室に連絡します。クラブ・地区支援室職員

が、スポンサークラブ会長および衛星クラブ議長と書面にて名称変更の確認を行います。両者が同意し

ない限り、名称は変更されません。

 

理事会と統轄機構 

衛星クラブは、スポンサークラブとは別に、独自の役員から成る理事会をつくることができま

すか？ 

衛星クラブは、独自の役員から成る別個の理事会をつくります。ただし、衛星クラブの場合、「会長」

ではなく「議長」と呼ばれます。 

両理事会の間に不同意があった場合、どう対処すればよいですか？ 

不同意があった場合、最終決定権はスポンサークラブの理事会にあります。 

衛星クラブの議長やその他のリーダーは、スポンサークラブ理事会の一員となりますか？ 

必須要件ではありませんが、そうすることが強く奨励されています。 

衛星クラブが別個の細則をつくることはできますか？ 

はい。衛星クラブは、スポンサークラブと協力して、独自の細則を定めます。 

衛星クラブの例会場所と時間は誰が決めるのですか？ 

例会時間と場所は、スポンサークラブと相談の上、衛星クラブが決めます。 

衛星クラブはスポンサークラブと合同で例会を開きますか？ 

衛星クラブは別個の例会を開くべきですが、時折、スポンサークラブと合同で例会を開くこともできま

す。 

衛星クラブは、インターアクトクラブやローターアクトクラブを提唱することができますか？ 

いいえ。しかし、スポンサークラブがインターアクトクラブやローターアクトクラブを提唱している場

合、スポンサークラブは、衛星クラブの会員をインターアクトやローターアクトの連絡担当者やメンタ

ーとして任命することができます。 

https://www.rotary.org/ja/contact/representatives


衛星クラブについてよくある質問 3 

衛星クラブは目標を設定する必要がありますか。衛星クラブは、ロータリークラブ・セントラ

ルで目標の入力ができますか？ 

衛星クラブを含む全クラブが目標を設定することが奨励されています。目標設定は、クラブの成功に欠

かせない要素です。ただし、現時点では、ロータリークラブ・セントラルに衛星クラブが目標を入力す

る欄はありません。 

衛星クラブの議長として経験のみをもつ人は、地区ガバナーに指名される資格がありますか？ 

いいえ。地区ガバナーに指名される資格があるのは、ロータリークラブ会長を務めた経験のある人に限

られます。ただし、地区は、国際ロータリー会長に対して、この要件への例外措置を求めることができ

ます。 

 

会員組織と会費 

衛星クラブの会員は「ロータリアン」ですか。 

はい。衛星クラブの会員はスポンサークラブの会員であるため、ロータリアンです。 

衛星クラブの新会員をスポンサークラブが承認する必要がありますか？ 

スポンサークラブと衛星クラブは、協力して、衛星クラブの設立時に、衛星クラブ新会員の入会手続き

を決めるべきです。スポンサークラブはまた、この手続きをクラブ細則に追加すべきです。衛星クラブ

の会員の入会について意見が一致しない場合、最終決定権はスポンサークラブにあります。衛星クラブ

の会員はスポンサークラブの会員であるため、最終的には、スポンサークラブ理事会の権限に従うこと

になります。 

衛星クラブの会員は国際ロータリーの人頭分担金を支払いますか？ 

はい。衛星クラブの会員はロータリアンであり、スポンサークラブの会員と同じように、人頭分担金を

支払います。 

衛星クラブに国際ロータリーからの会費請求書が送られますか？ 

いいえ。衛星クラブ会員の人頭分担金は、スポンサークラブに送られる請求書に含まれています。 

衛星クラブは、独自の会費体系を定めることができますか？ 

はい。衛星クラブは、スポンサークラブと相談して、独自の会費体系を決めることができます。 

 

クラブのステータス変更とスポンサーシップ 

衛星クラブは、どのくらいの期間、存在できるのでしょうか？ 

衛星クラブは、本格的な独立したロータリークラブとなるまでの一時的な形態として作られるもので

す。ただし、衛星クラブの存続期間に制限はありません。 

衛星クラブが独立した新しいロータリークラブとなるための申請は、どのように行いますか？ 



衛星クラブについてよくある質問 4 

衛星クラブは、スポンサークラブおよび地区ガバナーと協力して、新規のロータリークラブ設立申請書

を記入します。 

衛星クラブは、スポンサークラブを変更することができますか？ 

いいえ。スポンサークラブと衛星クラブの関係は永続的なものです。スポンサークラブを変更する場

合、衛星クラブは、一度終結した上で、違うスポンサークラブとともに新しい衛星クラブを設立する必

要があります。 

スポンサークラブが衛星クラブを終結するには、どうすればよいですか？ 

標準ロータリークラブ定款第 15条の規定に基づき、スポンサークラブの会長または幹事が衛星クラブの

全会員の会員身分を終結します。次に、スポンサークラブの会長または幹事が、My ROTARYを通じ

て、またはデータサービス部（data@rotary.org）に Eメールを送信して、身分終結となったこれらの会員

を、スポンサークラブの会員リストから削除します。最後に、スポンサークラブの会長が、RIのクラ

ブ・地区支援室にこれを通知します。クラブ・地区支援室職員は、衛星クラブの会員が一人もいなくな

ったことを確認し、この衛星クラブの終結手続きを行い、その旨をスポンサークラブの会長に通知しま

す。 

スポンサークラブがスポンサーを辞める場合にはどうすればよいですか？ 

スポンサークラブまたは衛星クラブが、クラブ・地区支援室に連絡します。その後、クラブ・地区支援

室職員が、スポンサークラブ会長および衛星クラブ議長と書面にてこの確認を行います。両者が同意し

ない限り、変更は行われません。 

スポンサークラブが終結となった場合、衛星クラブは独自に存続し続けることができますか。 

いいえ。衛星クラブもスポンサークラブとともに終結となります。 

弱体化しているロータリークラブが衛星クラブとなった場合、再び独立したロータリークラブ

のステータスを取り戻すことができますか。 

衛星クラブは、ロータリークラブを結成する新しい方法です。衛星クラブが本格的なロータリークラブ

となる準備が整った場合、ロータリークラブとなるための申請を行うことができます。 

 

お問い合わせ先 

ご質問がありましたら、RIクラブ・地区支援室までお問い合わせください 

 

mailto:data@rotary.org
https://www.rotary.org/ja/contact/representatives
https://www.rotary.org/ja/contact/representatives
https://www.rotary.org/ja/contact/representatives
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♦クラブの表彰♦ 

 

ロータリー賞（ロータリークラブ） 

ロータリークラブに対して贈られる最も重要な賞です。 

推薦者： クラブ役員 
推薦締切日：6 月 30 日 
表彰形式：電子形式の表彰状 

リソース： 

• 年度ロータリー賞の目標（PDF） 

• 詳しくは、ロータリー賞をご覧ください。 

 

ロータリー賞（ローターアクトクラブ） 

ローターアクトクラブに対して贈られる最も重要な賞です。 

推薦者：ローターアクトクラブ会長およびクラブのカウンセラー（顧問） 
推薦締切日：8 月 15 日  
表彰形式： 電子形式の表彰状 

リソース： 

• 年度ロータリー賞の目標と達成のワークシート（ローターアクトクラブ）（PDF） 

• ロータリー賞（ローターアクトクラブ向け）推薦書式 

• 詳しくは、ロータリー賞をご覧ください。 

 

  

各種賞・表彰 

ク ラ ブ の 表 彰：グレーハイライト 

個 人 の 表 彰：イエローハイライト 

ロータリアン以外の表彰：水色ハイライト 

（青文字は、フォーム・詳細資料にリンク） 

https://my-cms.rotary.org/ja/document/rotary-citation-goals-and-instructions
https://my-cms.rotary.org/ja/news-media/office-president/rotary-citation
https://my-cms.rotary.org/ja/document/rotary-citation-goals-and-instructions-rotaract-clubs
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_dj6dDb9hc9Cj5jf
https://my-cms.rotary.org/ja/news-media/office-president/rotary-citation
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ロータリー賞（インターアクトクラブ） 

インターアクトクラブに対して贈られる最も重要な賞です。 

推薦者：インターアクトクラブのカウンセラー（顧問）およびスポンサークラブの会長 
推薦締切日：8 月 15 日 
表彰形式： 電子形式の表彰状 

リソース： 

• 年度ロータリー賞の目標と達成のワークシート（インターアクトクラブ） （PDF） 

• ロータリー賞（インターアクトクラブ用）推薦書式 

• 詳しくは、ロータリー賞をご覧ください。 

 

意義ある奉仕賞 

地域社会の重要な課題やニーズに取り組むプロジェクトを実施したクラブを表彰する賞です。 

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 

リソース： 

• オンラインの推薦フォーム 

 

世界インターアクト週間の表彰 

初のインターアクトクラブ創設を記念する「世界インターアクト週間」（11 月 5 日を含む、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インターアクトクラブを表彰する賞です。 

推薦者： スポンサークラブまたは地区インターアクト委員長 
推薦期間： 通年 
表彰形式： 電子形式の表彰状 

リソース： 

• カスタマイズ可能な表彰状 （PDF） 

 

  

https://my-cms.rotary.org/ja/document/rotary-citation-goals-and-instructions-interact-clubs
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_eORFKzaVEEsn8hv
https://my-cms.rotary.org/ja/news-media/office-president/rotary-citation
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_55CFSyWTWCwhQln
https://my-cms.rotary.org/ja/document/world-interact-week-certificate-recognition
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世界ローターアクト週間の表彰 

初のローターアクトクラブ創設を記念する「世界インターアクト週間」（3 月 13 日を含む、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す。 

推薦者： スポンサ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 

リソース： 

• カスタマイズ可能な表彰状 （PDF） 

 

インターアクト・ビデオ賞 

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す。 

推薦者：インターアクターまたはスポンサークラブ 
推薦期間：10 月 1 日～12 月 1 日 
表彰形式： 楯または表彰状 

リソース： 

• インターアクト公式フェイスブック 

• インターアクト公式ユーチューブ 

 

卓越したローターアクト・プロジェクト賞 

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す。 

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： 楯または表彰状 

リソース： 

• オンラインの推薦フォーム 

 

  

https://my-cms.rotary.org/ja/document/world-rotaract-week-certificate-recognition
https://www.facebook.com/interactofficial/
https://www.youtube.com/user/InteractOfficial
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_afKXfBwcPD1dIfI
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♦個人の表彰♦ 

 

メンバーシップ・ソサエティ 

ロータリーは、25 名以上の新会員を推薦され、ロータリーの参加者の基盤を広げるためにご尽力くださった
方々を表彰します。 メンバーシップ・ソサエティ・バーチャルギャラリーをご覧ください。 

受賞資格のある人： すべてのロータリアン 
表彰形式： バーチャルギャラリー 

リソース： 

• メンバーシップ・ソサエティに関するよくある質問 

• 会員を追加する方法 

• クラブ会員を管理する方法 

お問い合わせ：riawards@rotary.org 

 

奉仕部門功労者賞（地区による表彰） 

地区からの表彰という形で、クラブは 5 つの奉仕部門における奉仕活動に参加したロータリアンまたはロー
ターアクターを称えることができます。奉仕部門は、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年
奉仕です。 

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 

リソース： 

• オンラインの推薦フォーム（クラブ会長用） 

• 受賞資格となる活動の例 （PDF） 

• 「説得力のある推薦書を書くためのヒント」 （PDF） 

 

奉仕部門功労者賞（RI による表彰） 

地区は、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ます。 

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 

リソース： 

• オンラインの推薦フォーム 

• 「説得力のある推薦書を書くためのヒント」 （PDF） 

http://www.rotary.org/membershipsociety
https://my-cms.rotary.org/ja/document/membership-society-frequently-asked-questions
https://my-cms.rotary.org/ja/document/how-add-member
https://my-cms.rotary.org/ja/document/how-manage-club-members
mailto:riawards@rotary.org
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_4V0rQ6ijj6qu9pj
https://my-cms.rotary.org/ja/document/avenues-service-award-examples-eligible-service-activities
https://my-cms.rotary.org/ja/document/how-write-compelling-nomination
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_7V8vV0vJQmT5R2J
https://my-cms.rotary.org/ja/document/how-write-compelling-nomination
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ロータリー財団功労表彰状 

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およびローターアクターを称える賞で
す。 

推薦者： 地区ロータリー財団委員長（地区ガバナーの承認が必要） 
推薦期間：11 月～12 月 
表彰形式： 電子形式の表彰状 

リソース： 

• オンラインの推薦フォーム 

 

ロータリー財団特別功労賞 

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およびローターアクターに与えられる財団最
高の賞です。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
を得ます。 

推薦者：ロータリアンまたはローターアクター 
推薦期間：1 月 1 日～2 月 28／29 日 

表彰形式： ピンおよびクリスタルの表彰 

リソース： 

• オンラインの推薦フォーム 

• 「説得力のある推薦書を書くためのヒント」 （PDF） 

 

ロータリー財団地区奉仕賞 

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とローターアクターを表彰するものです。 

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 

リソース： 

• ロータリー財団地区奉仕賞のテンプレート （PDF） 

 

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_6SaqTiH3QyjdFR3
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_3Cv2x1V2IoiMoPH
https://my-cms.rotary.org/ja/document/how-write-compelling-nomination
https://my-cms.rotary.org/ja/document/district-service-award-template
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超我の奉仕賞 

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ロータリアンおよびロータ
ーアクターに贈られる特別な賞です。 

推薦者： 地区ガバナー 
推薦期間：10 月 1 日～31 日 
表彰形式： ピンおよびクリスタルの表彰 

リソース： 

• オンラインの推薦フォーム 

• 「説得力のある推薦書を書くためのヒント」 （PDF） 

 

ポリオのない世界を目指す奉仕賞 

ポリオ根絶のために大きな貢献をしたロータリアンを称える賞です。地域賞と国際賞のために個人を推薦す
ることができます。 

推薦者：ロータリアン 
推薦期間：毎年：7 月～10 月 1 日 
推薦期限： 10 月 1 日 
表彰形式： 額入りの表彰状、楯 

リソース： 

• オンラインの推薦フォーム 

 

♦ロータリアン以外の表彰♦ 

 

ロータリー最優秀学友会賞 

学友がロータリーで果たす重要な役割について認識を高めるため、ロータリーで大きな影響をもたらした学
友会を表彰する賞です。 

推薦者：ロータリー会員を含むロータリーコミュニティのメンバー 
推薦期間：7 月 1 日～9 月 15 日 
表彰形式： バナー、ロータリー国際大会での表彰 

リソース： 

• オンラインの推薦フォーム 

• 過去の受賞学友会 （PDF） 

 

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_3QqKGOfQReFIluJ
https://my-cms.rotary.org/ja/document/how-write-compelling-nomination
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_9RG7oHviieQmAkd
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ACiglZyinoavOZ
https://my-cms.rotary.org/ja/document/alumni-association-year-award
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ロータリー学友世界奉仕賞 

人道的奉仕の実践や職業での活躍を通じて、ロータリープログラムの影響を身をもって示した優れた学友に
贈られる賞です。 

推薦者：ロータリー会員を含むロータリーコミュニティのメンバー 
推薦期間：7 月 1 日～9 月 15 日 
表彰形式： クリスタル、ロータリー国際大会での表彰 

リソース： 

• オンラインの推薦フォーム 

• 過去の受賞者 （PDF） 

 

ロータリー人道奉仕功労賞 

ロータリアンのパートナーと配偶者を含め、ロータリーの理念と調和する模範的な人道奉仕を行ったロータ
リアン以外の人を表彰する賞です。 

推薦者： 地区ガバナー 
推薦期間：3 月 1 日～31 日 
表彰形式： ピンおよびクリスタルの表彰 

リソース： 

• オンラインの推薦フォーム 

• 「説得力のある推薦書を書くためのヒント」 （PDF） 

お問い合わせ：rotarysupportcenter@rotary.org 

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_eWENgJJ6EOLJrc9
https://my-cms.rotary.org/ja/document/rotary-alumni-global-service-award
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_6VV04kyEKGhyQDz
https://my-cms.rotary.org/ja/document/how-write-compelling-nomination
mailto:rotarysupportcenter@rotary.org


 

 

 

 

 

ロータリー賞（ローターアクトクラブ）は、より大きなインパクトをもたらし、参加者の基盤を広げ、より積極的なかかわりを促し、適応力を高める活動を

行うことで、ロータリーの行動計画を支えたクラブを表彰するものです。  

 

以下の 22の目標のうち、少なくとも 12の目標を選択してください。クラブにとって重要で、達成可能であると思われる目標を選ぶことができます。ク

ラブは全ロータリー年度をかけて、これらの目標を達成し、ロータリー賞の受賞を目指すことができます。 

 

目標を設定し、達成への進展を記録する際にこの PDFをご利用ください。また、推薦フォームを記入する際にも参考としてください。ロータリー

賞の受賞に必要な要件は以下の通りです：  

 22の目標の詳細に目を通す  

 少なくとも 12の目標を選ぶ  

 達成したい目標を選び、「目標の設定の欄に印をつける。  

 クラブが目標を達成したら、「達成」の欄に印をつける  

 年度を通じてこのワークシートを参照し、クラブによる目標達成の進展を記録する  

 スポンサークラブまたはローターアクトクラブ会長が、8月 15日までにオンラインの推薦フォームを提出する。フォームの記入にあたっては、

このワークシートを参照する。  

 

ロータリー賞を受賞するには、ローターアクトクラブは国際ロータリーから認定され、6月 30日までに地区ガバナーから承認されている必要がありま

す。 

 

 

年度ロータリー賞の目標と達成の 

ワークシート（ローターアクト）  

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_dj6dDb9hc9Cj5jf


 

 

 

 

ロータリー賞のカテゴリー  目標の詳細  目標の設定  達成  

クラブの会員数 ロータリー年度末までにクラブ会員を＿名とする。   

奉仕への参加 本ロータリー年度に、＿名の会員がクラブの奉仕活動に参加する。   

ロータリー行動グループへの

参加 

本ロータリー年度に少なくとも 1つのロータリー行動グループのメンバーとなる会員数を＿名と

する。 

  

リーダーシップ育成への参加 会員のスキルを伸ばすため、＿回のリーダーシップ育成または職業能力開発プログラムを実施

する。 

  

地区大会への参加 地区大会に＿名の会員が出席する。   

ロータリー親睦活動グループ

への参加 

本ロータリー年度にロータリー親睦活動グループのメンバーとなる会員数を＿名とする。   

地区研修への参加 ＿名のクラブ会員が地区の研修行事に出席する。   

ラーニングセンターの利用  ＿名のクラブ会員がラーニングセンターにアクセスし、それらの会員が＿のコースを完了する。   

年次基金への寄付 ロータリー年次基金にクラブから寄付を行う。また、これらの寄付がローターアクトの寄付の達成

証を得る要件を満たしているか確認する。 

  

ポリオプラス基金のための

活動  

本ロータリー年度中、ロータリーのポリオ根絶活動のための募金または認識向上のために、＿

件の活動を行う。 

  

奉仕プロジェクト スポンサークラブと協力し、6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある地域社会または国

際奉仕プロジェクトを実施する。 

  

ローターアクトクラブの数 本ロータリー年度に＿つのローターアクトクラブをスポンサーする。   

インターアクトクラブ 本ロータリー年度に＿つのインターアクトクラブを共同スポンサーする。   

RYLAへの参加 ＿名のクラブ会員がロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）の計画に関わる、または

RYLAに参加する。 

  

若いリーダーのためのプロ

グラム  

ロータリープログラム（RYLA、新世代交換など）を会員に紹介するための会合を開く。   

戦略計画 クラブには最新の戦略計画がある。   

オンラインでの存在感 クラブのオンラインページは、現在の活動状況を正確に伝えている。   



 

 

ウェブサイトとソーシャルメデ

ィアの更新  

本ロータリー年度、クラブのウェブサイトまたはソーシャルメディアのページを月＿回更新する。   

交流活動 本ロータリー年度、通常の例会以外に＿回の交流行事を開く。   

クラブのプロジェクトに関する

ソーシャルメディアの利用 

世界ローターアクト週間に行ったイベントや活動について、ソーシャルメディアで紹介する。   

ロータリーの公式推進資料

の利用 

本ロータリー年度、地域社会でローターアクトを推進するため、ブランドリソースセンターにある

国際ロータリー作成のメッセージや公共奉仕関連の資料（動画、印刷広告、そのほかの資料）を

利用する。 

  

クラブの推進 卓越したローターアクトプロジェクト賞にクラブの優れたプロジェクトを応募する。   

 



 
ロータリー賞（インターアクトクラブ）は、より大きなインパクトをもたらし、参加者の基盤を広げ、より積極的なかかわりを促し、適応力を高める活動を

行うことで、ロータリーの行動計画を支えたクラブを表彰するものです。  

 

以下の 20の目標のうち、少なくとも 11の目標を選択してください。クラブにとって重要で、達成可能であると思われる目標を選ぶこと

ができます。クラブは全ロータリー年度をかけて、これらの目標を達成し、ロータリー賞の受賞を目指すことができます。 

 

目標を設定し、達成への進展を記録する際にこの PDFをご利用ください。スポンサークラブの役員とクラブのアドバイザーがオンラインの推薦フォー

ムを用いてクラブの達成を報告する際にも、この PDFを参照できます。ロータリー賞の受賞に必要な要件は以下の通りです：  

 

 20の目標の詳細に目を通す  

 クラブのアドバイザーからの指導を受け、11の目標を選ぶ 

 達成したい目標を選び、「目標の設定の欄に印をつける。  

 クラブが目標を達成したら、「達成」の欄に印をつける  

 スポンサークラブの役員とクラブのアドバイザーが年度を通じてこのワークシートを参照し、クラブによる目標達成の進展を記録する  

 スポンサークラブの役員またはインターアクトクラブのアドバイザーと協力し、8月 15日までにオンラインの推薦フォームを提出する。書式の

記入にあたっては、このワークシートを参照する。  

 

ロータリー賞を受賞するには、インターアクトクラブは国際ロータリーから認定され、6月 30日までに地区ガバナーから承認されている必要がありま

す。また、成人のアドバイザーが、6月 30日までにアドバイザーの氏名と連絡先情報をロータリーに提出している必要があります。 

 

 

 

年度ロータリー賞の目標と達成の 

ワークシート（インターアクトクラブ）  

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_eORFKzaVEEsn8hv
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_eORFKzaVEEsn8hv
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_eORFKzaVEEsn8hv


ロータリー賞のカテゴリー  目標の詳細 目標の設定  達成  

クラブの会員数 ロータリー年度末までにクラブ会員を＿名とする。   

奉仕への参加 本ロータリー年度に、＿名の会員がクラブの奉仕活動に参加する。   

ロータリー行動グループ 

との関わり 

本ロータリー年度中、クラブ会員はロータリー行動グループについてより詳しく学び、

奉仕プロジェクトのためのインスピレーションを得る機会を持つ。 

  

リーダーシップ育成への 

参加 

会員のスキルを伸ばすため、＿回のリーダーシップ育成プログラムを実施する。   

地区大会への参加 地区大会に＿名の会員が出席する。   

ロータリー親睦活動との 

関わり  

本ロータリー年度、クラブ会員はロータリー親睦活動を通じた機会についてより多く

を学ぶ。 

  

地区研修への参加 クラブ会員が地区の研修行事に出席する。   

ラーニングセンターの利用  2020‐21ロータリー年度に、クラブのアドバイザーまたは 1名の会員が、ロータリー

のラーニングセンターで奉仕について学ぶオンラインコースを修了する。 

  

年次基金への寄付 本ロータリー年度中、ロータリーの年次基金への募金方法や認識向上のための方

法を考え、実行する。 

  

ポリオプラス基金への寄付 本ロータリー年度中、ロータリーのポリオ根絶活動のための募金または認識向上の

ために、＿件の活動を行う。 

  

奉仕プロジェクト スポンサーロータリークラブまたはアドバイザーと協力し、6つの重点分野のいずれ

かにおいて、意義ある社会奉仕プロジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。 

  

RYLAへの参加 ＿名のクラブ会員がロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）に参加する。   

若いリーダーのための 

プログラム 

若いリーダーのためのロータリープログラム（RYLA、ロータリー青少年交換など）を

会員に紹介するための会合を開く。 

  

学友の参加 スポンサーローターリークラブと協力して、卒業するインターアクターにローターアクト

クラブ（大学基盤または地域社会基盤のどちらか）を紹介する。 

  

戦略計画 クラブには最新の戦略計画がある。   

ウェブサイトとソーシャル 

メディアの更新 

本ロータリー年度、クラブのウェブサイトまたはソーシャルメディアのページを月＿回

更新する。 

  



  

クラブのプロジェクトに 

関するソーシャルメディアの

利用 

世界インターアクト週間に行った活動について、ソーシャルメディアで紹介する。   

ブランドリソースセンターの

利用 

ロータリーのブランドを正しく反映したロゴや資料の作成において、ブランドリソース

センターを利用する。  

  

ロータリーの公式推進資料

の利用 

本ロータリー年度、地域社会でインターアクトを推進するため、ブランドリソースセン

ターにある国際ロータリー作成のメッセージや公共奉仕関連の資料（動画、印刷広

告、そのほかの資料）を利用する。 

  

クラブの推進 毎年のインターアクト賞に参加する。   

 



 

 

 

 

ロータリー賞の目標と 

達成方法に関する説明 

 

ロータリー賞は、各年度に優れた取り組みを行ったクラブを表彰するものです。ロータリー賞

の目標に向けた取り組みは、クラブで会員の参加を促し、地域社会におけるクラブの存在意義

を保ち、効率的に運営するための一助となります。人びとを温かく迎え、その参加を促すクラ

ブは、ロータリーの価値観を反映したクラブであると言えます。クラブがロータリー賞の目標

に取り組むことで、ロータリーの力強さを保ち、次世代にとってふさわしい文化を育むことが

できます。  

ロータリー賞の受賞資格を満たすには、クラブが正規に RIに加盟していることが条件となりま

す。ロータリー賞の受賞資格である「正規に RIに加盟している」とは、RIからのクラブ請求

書の金額を遅延なく全額支払ったクラブを意味します。クラブが RI請求額を遅延なく支払って

いるかどうかは、My ROTARYの「クラブの運営」＞「クラブの財務」の下にあるクラブの未

納金残高（毎日更新）レポートでご確認ください。（このレポートで未納金残高が 0ドルとな

っている必要があります）。1月中旬または 7月中旬に請求書が閲覧可能となり次第、すぐに

お支払いください。    

ロータリークラブのリーダーは、ロータリー賞の達成を目指して、ロータリークラブ・セントラルに

ある 25の目標のうち少なくとも 13の目標を選ぶことができますこのような柔軟性により、クラブに

とって最も重要で達成可能と思われる目標を選ぶことができます。さらに、目標の多くはロータリー

クラブ・セントラル内で「達成」に印をつける自己報告方式となります  

ロータリー賞を達成するには以下を行う必要があります： 

 ロータリークラブ・セントラルを開く 

 25の目標に目を通す 

 その中から 13の目標（または全目標の 51％以上）を選ぶ 

 選んだ目標を達成する 

 6月 30日までにロータリークラブ・セントラルで達成を報告する  

ロータリークラブ・セントラルを開いたら、「目標設定・確認センター」をクリックし、年度

を選び、「すべて」をクリックしてください。  

 

目標  目標の詳細 

会員増強 ロータリー年度末までに達成したいクラブ会員総数 

奉仕活動への参加 本ロータリー年度にクラブの奉仕活動に参加する会員の数 

新会員の推薦 本ロータリー年度に新会員を推薦する現会員の数 

ロータリー行動 

グループへの参加 

本ロータリー年度に少なくとも 1つのロータリー行動グループのメンバーと

なっている会員の数 



 

 

 

 

ロータリー賞の目標と 

達成方法に関する説明 

 

目標  目標の詳細 

リーダーシップ育成

への参加 

本ロータリー年度にリーダーシップ養成プログラム／活動に参加する会員の

数 

地区大会への参加 地区大会に出席する会員の数 

ロータリー親睦活動 

グループへの参加 

本ロータリー年度にロータリー親睦活動グループのメンバーとなっている会

員の数 

地区研修への参加 地区で行われる研修／セミナー／協議会などに出席するクラブ委員会委員長

の数 

年次基金への寄付 本ロータリー年度のクラブと会員によるロータリー財団年次基金への寄付総

額   

ポリオプラス基金へ

の寄付 

本ロータリー年度のクラブと会員によるロータリー財団ポリオプラス基金へ

の寄付総額  

大口寄付 本ロータリー年度に寄せられる一括 10,000ドル以上の寄付の件数 

遺贈友の会会員 遺産計画を通じてロータリー財団に 10,000ドル以上の寄付を誓約すること

を、初めて本ロータリー年度にロータリー財団に通知する個人・夫婦の数 

ベネファクター 遺言またはそのほかの遺産計画に財団恒久基金を指定して寄付することをロ

ータリー財団に通知または恒久基金に 1,000ドル以上を寄付して、新たにベ

ネファクターとなる個人・夫婦の数 

奉仕プロジェクト 本ロータリー年度にクラブが実施する奉仕プロジェクトの数   

ローターアクトクラ

ブ 

本ロータリー年度にクラブがスポンサーする新ローターアクトクラブと既存

ローターアクトクラブの数 

インターアクトクラ

ブ 

本ロータリー年度にクラブがスポンサーする新インターアクトクラブと既存

インターアクトクラブの数 

来訪する青少年交換

学生 

本ロータリー年度にバーチャル形式でクラブが受け入れる青少年交換学生の

数 

派遣する青少年交換

学生 

本ロータリー年度にバーチャル形式でクラブが派遣する青少年交換学生の数 

RYLA参加者 本ロータリー年度に直接対面式またはバーチャル形式でクラブが支援する

RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）参加者の数 

クラブ戦略計画 クラブにはクラブ独自の戦略計画（長期計画）があるか 



 

 

 

 

ロータリー賞の目標と 

達成方法に関する説明 

 

目標  目標の詳細 

インターネット上の 

存在感 

インターネット上にあるクラブの情報は現在の活動を正確に反映しているか 

親睦のための活動 本ロータリー年度、例会以外に親睦を目的としてクラブが実施した活動の回

数 

ウェブサイトとソー

シャルメディアの更

新 

本ロータリー年度中、クラブのウェブサイトとソーシャルメディアアカウン

トを月に何回更新するか 

クラブのプロジェク

トのメディア掲載 

本ロータリー年度にクラブのプロジェクトを取り上げるメディア記事の数 

ロータリー作成の公

式推進用資料の使用 

本ロータリー年度に地域社会でロータリーを紹介するために、国際ロータリ

ーから提供される広告と公共奉仕資料（ブランドリソースセンターから入手

可能な放送用ビデオ、印刷広告、その他の公式資料）使用した回数 

 



 

 

ロータリー賞  

よく尋ねられる質問 

 

ロータリークラブがロータリー賞を達成するにはどうしたらよいですか。 

1. ロータリークラブ・セントラルを開く 

2. 25の目標に目を通す 

3. 少なくとも 13の目標を選択する 

4. 選んだ目標を達成する 

5. ロータリークラブ・セントラルで達成を報告する 

 

ロータリークラブ・セントラルはどこから開くことができますか。 

My ROTARYの会員コーナーから、ロータリークラブ・セントラルを開くことができま

す。ロータリークラブ・セントラルの使用方法については、ラーニングセンターでロー

タリークラブ・セントラルのリソースのコースを参照できます。  

 

ロータリークラブ・セントラル内のどこからロータリー賞の目標を見ることができま

すか。 

1. ロータリークラブ・セントラルを開いたら、「目標設定・確認センター」をクリ

ック 

2. スクリーンの中央でロータリー年度を選択 

3. 「すべて」のタブを選択 

目標がすでに選択されている場合、クラブ会長、幹事、会計、会員増強委員長、財団委

員長、常任事務局職員は、編集ボタンをクリックして変更することができます。 

 

印刷可能なロータリー賞の目標リストは、どこで見つけることができますか。 

目標はこちらの資料をご覧ください。  

 

ロータリー賞の受賞にあたり、クラブは正規に RIに加盟していなければなりませんか

。 

https://my.rotary.org/ja/secure/17866
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/36/rotarikurabusentorarunorisosu
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/36/rotarikurabusentorarunorisosu
https://my.rotary.org/ja/document/rotary-citation-goals-and-instructions-2020-21


 

 

ロータリー賞  

よく尋ねられる質問 

 

はい。ロータリー賞の受賞資格を満たすには、年度開始時から終了時までクラブが正規

に RIに加盟していることが条件となります。ロータリー賞の受賞資格にある「正規に

RIに加盟している」とは、RIからのクラブ請求書の金額を遅延なく（国際ロータリー

から 60日未納の催促通知が発行されることなく）全額支払ったクラブを意味します。  

クラブが正規に RIに加盟していることを確認するには、どうすればよいですか。  

クラブの加盟状況を確認するには、請求書が 60日間以内に全額支払われているかどう

かを確認する必要があります。  

クラブの未納額残高を確認するには、My ROTARYの「運営する」→「各種レポート」

→「クラブの運営」→「クラブ財務」の順にクリックしてください。このレポートで未

納金残高が 0ドルとなっている必要があります。1月中旬または 7月中旬に請求書が閲

覧可能となり次第、すぐにお支払いください。    

7月と 1月のクラブ請求書の支払いが期日通りに行われているかどうかを確認するには

、ロータリー賞受賞者レポートをご確認ください。このレポートは My ROTARYから

閲覧できます。運営する → クラブと地区の運営 → 各種レポートの順に進み、賞・表

彰のセクションからロータリー賞のレポートをご覧ください。このレポートは、ロー

タリークラブ・セントラルからも閲覧できます。60日の催促通知を受け取っていない

限り、クラブは正規に加盟しているとみなすことができます。 

請求書や支払方法についてのご質問がある場合、また、未納金残高や催促通知の有無に

ついて確認する場合は、経理室職員にお問い合わせください。 

 

ソーシャルディスタンス（人との距離）を保つことで、いくつかの目標を達成するこ

とが困難になった場合はどうすればよいですか？ 

クラブは、達成可能でクラブにとって重要な目標を選択することができます。直接に会

うことを必要としない目標が多くあります。 

誰が目標を閲覧・設定できますか。 

目標は、その年度のクラブ会長、幹事、会計、会員増強委員長、財団委員長または常任

事務局職員が設定できます。また、これらの目標をクラブのすべてのロータリアンが閲

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy.rotary.org%2Fen%2Fcontact%2Freps&data=02%7C01%7Cmaritza.velez%40rotary.org%7Ce18032129be848a4893c08d6faa4e76a%7C67b4e0430afd4afb8b94bf96370c8e7f%7C1%7C0%7C636971983542247306&sdata=GbikSm2X3GTCC2ZbKznLJygsqchF4OPW%2BNBemq2rYYM%3D&reserved=0


 

 

ロータリー賞  

よく尋ねられる質問 

 

覧できます。次年度の目標が閲覧できない場合、役員がまだ目標を設定していない、ま

たはその会員がまだクラブ会員として報告されていない可能性があります。   

クラブまたは地区の次期役員（ガバナー補佐を含む）は、次年度の目標を設定すること

ができます。クラブリーダーがロータリークラブ・セントラルで目標を設定できない場

合、そのリーダーとしての役割がMy ROTARYで報告されていない可能性があります

。 

 

年度の初めに設定した目標と異なる目標を達成した場合でも、クラブはロータリー賞

を受賞できますか。 

はい。年度開始時に設定した目標は達成できないけれど、別の目標が達成できるとクラ

ブリーダーが判断した場合、その年度内はいつでも目標を変更できます。ロータリー年

度末までに半数を超える目標の達成が報告されていれば、クラブはロータリー賞の受賞

資格を得ます。 

 

クラブの達成をどこに入力すればよいですか。 

既存のデータが反映される目標（会員数やロータリー財団への寄付など）は、ロータリ

ーのデータベースから自動的に更新されます。ほかの自己報告式の目標は、達成したこ

とをロータリークラブ・セントラルから報告できます。 

 

ロータリー賞を受賞するために、クラブはなぜ 13の目標を選ぶ必要があるのですか。 

目標を選択式にすることで、クラブは柔軟に、クラブにとってより重要性の高い達成可

能な目標に取り組むことができます。クラブは、全 25の目標のうち、50％以上の目標

（少なくとも 13の目標）を達成しなければなりません。 

 

クラブリーダーではない会員がクラブの達成を入力できますか。 



 

 

ロータリー賞  

よく尋ねられる質問 

 

いいえ。ただし、クラブ会長、幹事、会計、会員増強委員長、財団委員長、常任事務局

職員は、ロータリークラブ・セントラルからほかの会員がクラブの達成を入力できるよ

う、一時的にオンラインのアクセスを委任できます。 

 

クラブの進捗をどのように確認できますか。 

My ROTARYのアカウントがある会員は、ロータリー賞受賞者レポートからクラブの達

成を確認できます。このレポートは、ロータリークラブ・セントラルの各種レポートで

見つけることができます。また、My ROTARYからもダウンロードでき、運営する → 

クラブと地区の運営 → 各種レポートの順に進み、賞・表彰のセクションからロータリ

ー賞のレポートをご覧ください。レポートは 12月に公開され、7月 1日まで有効とな

ります。 

 

クラブは目標を達成しましたが、なぜその達成が表示されないのでしょうか。 

目標の達成が自己報告式である場合、ロータリークラブ・セントラルで達成が入力され

次第、表示されます。この達成はいつでも入力できます。入力内容がレポートに反映さ

れるまで、24時間ほどかかる場合があります。 

既存のデータが反映される目標の達成（会員数やロータリー財団への寄付など）は、実

際に達成されてからロータリークラブ・セントラルに表示されるまで、48時間ほどか

かる場合があります。達成後 1～2日が経過してから、ロータリー賞受賞者レポートを

ご確認ください。 

 

ロータリー行動グループとロータリー親睦活動グループとは何ですか。 

ロータリー行動グループは、特定の専門分野における知識と経験を備えた国際的なメン

バーから成る、独立したロータリー関連グループです。グループのメンバーは、人道的

なインパクトを高めるというロータリーの優先事項に沿って、各自の知識と熱意を生か

し、インパクトのある奉仕プロジェクトを計画・実施するためにクラブと地区を援助し

ます。  

http://www.rotary.org/ja/document/how-delegate-your-online-access
https://my.rotary.org/ja/take-action/empower-leaders/join-rotarian-action-group


 

 

ロータリー賞  

よく尋ねられる質問 

 

• どなたでもグループに参加できます。ロータリアン、ローターアクター、平

和フェローは、グループのリーダー的役割を担うことができます。 

• グループへの参加を通じて、クラブ、地区、国を超えて、仕事のスキルを生

かしてアドバイスを提供し、奉仕活動の成功を援助することができます。  

• ロータリー行動グループは、同じ志を抱く世界中の人たちとネットワークを

築く機会です。 

ロータリー親睦活動グループは、同じ情熱を分かち合う国際的グループです。親睦活動

グループに参加することで、世界中に友人をつくり、趣味や職業について知識を広げ、

ロータリーでの経験を充実させることができます。  

 

リーダーシップ開発プログラムの例にはどのようなものがありますか。   

リーダーシップ開発プログラムは、リーダーシップのスキルを向上させる機会を会員に

与えることを目的としたものです。クラブは、委員会メンバーとなったり、クラブの取

り組みを先導したりする機会を会員に与えることで、会員のリーダーシップを養うこと

ができます。また、メンタープログラムや、ロータリーのラーニングセンターにある職

業スキル開発のコースの受講を奨励するなどして、会員による新しいスキルの習得を支

援できます。会員の学習を支援する環境をクラブがつくることが重要です。ロータリー

のラーニングセンターには、トーストマスターがロータリー会員向けに開発した、リー

ダーシップとスピーチスキルに関する 8つのコースがあります（日本語は現在、一部の

コースのみが用意されています）。リーダーシップ開発プログラムの目標を達成するた

め、これらのコースを活用することができます。 

 

地区研修への参加の目標に加算される地区研修行事にはどのようなものがありますか

。 

ロータリークラブ・セントラルにある説明では、この目標は、地区研修・協議会へのク

ラブ委員会の出席を意味すると記載されています。地区研修・協議会は、次期クラブ役

員（クラブ会長、幹事、会計、クラブ管理運営委員長、会員増強委員長、広報委員長、

奉仕プロジェクト委員長、ロータリー財団委員長を含む）のためにガバナーエレクトが

招集する研修で、RI理事会によって推奨されています。     

http://www.rotary.org/fellowships
http://www.rotary.org/learn
http://www.rotary.org/learn


 

 

ロータリー賞  

よく尋ねられる質問 

 

 

ロータリークラブ・セントラルにある目標として認められる交流活動には、どのよう

なものがありますか。 

通常のクラブ例会以外で行われ、すべてのクラブ会員が参加できる交流活動（バーチャ

ル形式の交流を含む）がこの目標に加算されます。 

 

クラブは特別会長賞を受賞できますか。 

いいえ。現在、ロータリー賞の特別会長賞は設けられていません。  

 

会長のテーマ講演はどこで閲覧できますか。 

ホルガー・クナーク RI会長のテーマ講演「ロータリーの変革と成長の機会に目を向け

る」は、Rotary.orgからご覧いただけます。また、シェカール・メータ RI会長エレクト

のテーマ講演もお聞きいただけます。  

 

昨年度の会員増強データが反映されていないのはなぜですか。7月 1日まで会員の除外

は行われていません。 

7月 1日に追加された会員は、次年度の会員増強データに反映されます。7月 1日に削

除された会員は、ロータリー年度の開始時に退会していることとなるため、前年度の退

会者数に含まれます。   

ロータリークラブ・セントラルにある会員数データは 7月 1日の会員数に基づいて更新

され、年度を通じて随時更新されることはありません。クラブの現在の会員数を調べる

には、My ROTARYの「運営する」のタブにあるレポートをご確認ください。 

 

進行中または完了した奉仕プロジェクトを報告するにはどうすればよいですか。 

https://www.rotary.org/ja/holger-knaack-sees-opportunities-rotary-change-thrive
https://www.rotary.org/ja/holger-knaack-sees-opportunities-rotary-change-thrive
https://my.rotary.org/ja/news-media/office-president/ri-president-elect


 

 

ロータリー賞  

よく尋ねられる質問 

 

奉仕プロジェクトが複数年にわたり、ロータリークラブ・セントラルでの目標達成への

影響が懸念される場合は、プロジェクトを分割して年度ごとに達成できるようにし、ロ

ータリー年度が終了した時点で各プロセスを完了することができます。  

 

新会員と既存会員の定義は何ですか。 

ロータリー賞においては、新会員とは当該ロータリー年度の 7月 1日またはそれ以降に

追加された会員と定義されます。既存会員とは、当該ロータリー年度の 7月 1日よりも

前に会員である会員を意味します。  

 

今年度に加盟したクラブは今年度のロータリー賞の受賞資格はありますか。 

クラブが財務上の義務を果たしており、ロータリー年度の終わりまでに 13の目標を達

成していれば、新クラブも受賞資格があります。1月以降に加盟した場合、クラブは「

正規に加盟している」とみなされます。1月より前に加盟した場合、クラブが 1月請求

書の支払いを期日までに完了している場合にのみ、「正規に加盟している」とみなされ

ます。受賞資格を確認するには、新たに加盟したクラブの会長は Eメール（

riawards@rotary.org）で確認することができます。 

 

ロータリー賞受賞者レポートに私のクラブが受賞クラブとして表示されないのはなぜ

ですか。 

いずれかの受賞要件でクラブに例外がある場合、レポートには表示されません。 

 

ロータリー賞を受賞することで、クラブは何を得ることができますか。 

受賞要件を満たしたクラブにはデジタル版の表彰状が送られ、クラブはこれを地元で印

刷することができます。  

 

mailto:riawards@rotary.org


 

 

ロータリー賞  

よく尋ねられる質問 

 

ロータリー賞はいつ手続きが行われますか。 

クラブは、ロータリー年度の最終日である 6月 30日までに、目標の達成を報告する必

要があります。その時点で、ロータリー賞受賞者レポートが作成され、受賞者が決定さ

れます。まれに、酌量すべき事情により例外が認められます。ロータリー賞の表彰状が

作成され、新年度の第一四半期に送られます。例外の要請は、10月までケースバイケ

ースで考慮されます。 

 

表彰状は、どのようにクラブに送られますか。 

表彰状は、受賞クラブの地区の直前ガバナーとガバナーに送られます。メールにあるリ

ンクから、表彰状が入ったフォルダを開くことができます。これにより地区リーダーは

、適宜、表彰状をクラブに贈呈することができます。その 1カ月後に、受賞クラブの直

前会長に、表彰状へのリンクが Eメールで直接送られます。表彰状には地区番号とク

ラブ名で構成されています。  

 

クラブはロータリー賞を受賞しましたが、表彰状を受け取りませんでした。表彰状は

どこにありますか。 

2019-20年度ロータリー賞の表彰状は、こちらのフォルダにあります。2020-21年度の

表彰状へのリンクは、2021-22年度の第 1四半期に、当該クラブと地区リーダーと共有

されます。  

 

該当年度中にレポートを確認したところ、当クラブは受賞要件を満たしていましたが

、なぜ表彰状が送られてこなかったのでしょうか。  

ロータリー賞受賞者レポートは、レポート作成時点でのデータを反映したもので、会員

数や寄付における変化が適宜反映されます。例として、クラブが 5月にロータリー賞の

要件を満たしていたとしても、年度末における会員の退会によって要件が満たされなく

なるといった場合があります。受賞者は、7月 1日時点のレポートに基づいて決定され

ます。7月 1日に退会した会員は、前年度の会員減少とみなされます。7月 1日に追加

された会員は、現年度の会員増加としてみなされます。 

https://www.dropbox.com/sh/3fhv9mvk3h13uoh/AAAHxAY16izffsuM7ylxbptVa?dl=0


 

 

ロータリー賞  

よく尋ねられる質問 

 

 

ローターアクトクラブとインターアクトクラブ向けのロータリー賞 

ローターアクトクラブとインターアクトクラブ向けのロータリー賞はどのようなもの

ですか。 

ローターアクトとインターアクト向けのロータリー賞は、8月 15日までにオンライン

で推薦できます。例として、2020-21年度の推薦は 2021年 8月 15日まで受理されます

。ローターアクトクラブとインターアクトクラブ向けのロータリー賞の推薦は、Eメー

ル、郵便、電話で行うことはできません。推薦フォームへのリンクは、

rotary.org/citationにあります。  

 

ローターアクトクラブとインターアクトクラブの推薦期間はいつ始まりますか。 

推薦フォームは、当該年度の 8月下旬または 9月に利用可能となります。 

 

ローターアクトとインターアクトの目標は、どこで見ることができますか。 

ローターアクトクラブとインターアクトクラブ向け目標は、Rotary.org/citationからご覧

ください。 

 

ローターアクトクラブがロータリー賞（ローターアクトクラブ向け）を達成するには

どうしたらよいですか。 

ローターアクトクラブが受賞するには、半数を超える目標を達成する必要があります。

推薦者は、オンラインフォームを用いて達成された目標を提出します。目標のリストと

推薦フォームへのリンクは、Rotary.org/citationからご覧ください。受賞資格が満たされ

た場合、推薦者に表彰状へのリンクが送られ、推薦者はこれをクラブに贈呈することが

できます。 

 

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_5t1jNqhjujha5Xn
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_0NETMcTWuO8YPSl
http://www.rotary.org/citation
http://www.rotary.org/citation
http://www.rotary.org/citation


 

 

ロータリー賞  

よく尋ねられる質問 

 

インターアクトクラブがロータリー賞（インターアクトクラブ向け）を達成するには

どうしたらよいですか。 

インターアクトクラブが受賞するには、半数を超える目標を達成する必要があります。

スポンサークラブの会長、またはインターアクトクラブのアドバイザー（顧問）が、オ

ンラインフォームを用いて達成された目標を提出する必要があります。目標のリストと

推薦フォームへのリンクは、Rotary.org/citationからご覧ください。受賞資格が満たされ

た場合、推薦者に表彰状へのリンクが送られ、推薦者はこれをクラブに贈呈することが

できます。 

誰がローターアクトクラブをロータリー賞（ローターアクトクラブ向け）に推薦でき

ますか。  

スポンサークラブの会長、またはローターアクトクラブの会長が推薦できます。  

誰がインターアクトクラブをロータリー賞（インターアクトクラブ向け）に推薦でき

ますか。  

スポンサークラブの会長、またはインターアクトクラブのアドバイザー（顧問）のみが

推薦でき、オンラインフォームを用いて推薦します。二つ以上のスポンサークラブがあ

る場合は、スポンサークラブ同士で相談して推薦を行う必要があります。インターアク

トクラブにつき、推薦は 1回だけ行うことができます。  

 

ロータリー賞を達成したローターアクトクラブ／インターアクトクラブのリストはあ

りますか。 

国際ロータリーには記録がありますが、配布することはできません。 

 

ローターアクトクラブ／インターアクトクラブへの表彰状が届かなかった場合はどう

すればよいですか。 

ローターアクトクラブ、またはインターアクトクラブのための推薦フォームを提出し、

受賞要件を満たしていれば、表彰状へのリンクが自動的に Eメールで推薦者に送られ

ます。推薦者は表彰状をダウンロードしてクラブに送るか、印刷して贈呈することがで

きます。推薦者に Eメールが届かない場合、迷惑メールとして処理されている可能性

http://www.rotary.org/citation


 

 

ロータリー賞  

よく尋ねられる質問 

 

があります。迷惑メールのフォルダにもない場合は、Eメール（RIawards@rotary.org）

でお問い合わせください。 

 

mailto:RIawards@rotary.org
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https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/319/chiku-kaiin-zōkyō-iinkai-chūkyū
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/https://learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/428/de-quintaakuto-wei-yuan-hui-zhong-ji
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/283/de-qurotaakuto-wei-yuan-hui-zhong-ji
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https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/299/chiku-kokusai-hōshi-iinkai-chūkyū
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/364/de-qu-cai-wu-wei-yuan-hui-zhong-ji
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https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/354/hui-zhang-dai-lino-ji-ben
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/300/gui-ding-shen-yi-hui-dai-biao-yi-yuannotameno-yan-xiu


ラーニングセンター：Rotary.org/learn    更新：2022年 1月 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1018/de-quchimutono-xie-li
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1187/jiu-renno-zhun-bei-de-quintaakuto-wei-yuan-hui
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1146/de-qu-xing-shino-shi-shi
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1506/risukuwo-zui-xiao-xianni-yieru
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✓

✓

✓

✓

✓

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1203/fandoreijinguno-ji-ben
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/238/raningusentawo-li-yongshiyou
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/859/xue-xitopikkuwo-li-yongshiyou
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/430/qing-shao-nianpuroguramu-can-jia-zheno-bao-hu
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/430/qing-shao-nianpuroguramu-can-jia-zheno-bao-hu


ラーニングセンター：Rotary.org/learn    更新：2022年 1月 

✓

✓

✓

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/557/rotarino-ji-ben-zhi-shi
https://my.rotary.org/learn?deeplink=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/592/%25E5%2580%258B%25E4%25BA%25BA%25E3%2583%2587%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BF%25E3%2581%25AE%25E4%25BF%259D%25E8%25AD%25B7
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/661/%25E3%2583%258F%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588%25E3%2581%25AE%25E9%2598%25B2%25E6%25AD%25A2%25E3%2581%25A8%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/968/duo-yang-xinggong-pingsakai-fang-xingheno-quri-zumi
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1233/zhi-ding-anto-jue-yi-anno-ti-chu-fang-fa
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✓

✓

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1314/rotari-xing-dong-ji-huano-shi-xing
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1670/rotari-ping-heferoshippunosubete
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D154
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/72/kurabu-hui-yuan-ji-panno-duo-yang-hua


ラーニングセンター：Rotary.org/learn    更新：2022年 1月 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D161
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D99
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D197
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D80
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✓

✓

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D190
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D37
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1357/xinkurabuwotsukurou
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1381/xinkurabuwo-yu-chengsuru
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/696/%25E5%25A4%2589%25E5%258C%2596%25E3%2582%2592%25E5%25B0%258E%25E3%2581%258F
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/696/%25E5%25A4%2589%25E5%258C%2596%25E3%2582%2592%25E5%25B0%258E%25E3%2581%258F
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✓

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/830/mentaringu-ji-chu
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/1194/tosutomasutazu-gai-yao
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1116/supichinosukiru-xiang-shang
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1111/supichino-shi-fang
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1168/xinwo-dongkasusupichi
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✓

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1174/dui-renkomyunikeshon
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1257/ridashippuno-ji-ben
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1268/chimuwo-daoku
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1323/konsensasuwo-zhuku
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1331/xie-li
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1338/wu-yi-shinobaiasu
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• 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1452/haiburitto-li-hui
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/386/duo-yang-xinggong-pingsainkurujon-ji-ben
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/387/duo-yang-xinggong-pingsainkurujon-zhong-ji
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✓

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/897/rotariburando
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/915/rotarino-gong-gongimejiwo-zhuku
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1210/rotarinorogo
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1294/shi-jiewo-bianeru-xing-dong-renno-su-caiwo-yongitakurabuno-tui-jin
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• 

• 

✓

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/383/jiang-xue-shengto-zhi-ye-yan-xiuchimuvttnoorienteshon
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/88/rotarino-zhong-dian-fen-ye
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/119/bu-zhu-jin-guan-lisemina
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✓

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1497/bu-zhu-jin-guan-lino-zai-zi-ge-ren-ding-2021-22
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/334/feng-shi-xue-xi-adobaiza-xiangke
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1416/qing-shao-nian-xiangke-feng-shi-xue-xigaido
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✓
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https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/838/cheng-ren-xue-xino-ji-ben
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/839/xiao-guo-dena-jin-xingno-mi-jue
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/840/yan-xiusesshon-shi-shino-xin-de
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1122/de-qukurabu-huo-xing-huawakushoppu-zhi-dao-zhe-yong-shou-yinki
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• 

https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1444/gntsgets-zhi-dao-zhe-yong-shou-yinki
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1399/onrain-yan-xiuno-shi-shi
https://learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/418/jin-xing-yino-ji-ben


健康を維持し、病気を予防するには、定期的な健康診断が欠かせません。これと同じように、クラブを定期的に診断して問
題点を見つけ、その対処法を探ることが大切です。この資料は、クラブリーダーがクラブの現状を把握し、会員と地域社会に
とってクラブが価値ある存在であり続けるために何ができるかを考えることを目的としています。まずは過去12カ月間を振り
返り、あなたのクラブに当てはまる項目に印をつけてクラブの健康度をチェックした上で、その結果をクラブ役員と話し合い
ましょう。印がつかない項目が四つ以上あるセクションは、重点的に取り組む必要があるかもしれません。問題のある分野
を見つけたら、「処方箋」に挙げられたアイデアを実行してみましょう。

クラブの 
健康チェック 



2 クラブの健康チェック

クラブでの経験

クラブで充実した時間を過ごしている会員は、退会を考えることはないでしょう。会員が心から楽しみ、意欲的に活動して
いれば、周囲の人にもそれが伝わり、クラブ全体の活気が高まります。大切なのは、例会や奉仕活動に参加するだけではな
く、仲間との交流を楽しみ、ロータリー会員であることに誇りをもてることです。

	 私は例会やその他のクラブ活動を楽しみにしている。

	 例会の内容は、興味深く、意義があり、多様性に富んでいる。

	 例会で会員や来訪者を迎え入れる挨拶係がいる。

	 例会はしっかりと企画、運営されている。

	 会員は毎回の例会で違う人と会話するようにしている。

	 クラブで新しい友人を作ることができた。

	 会員の体験を充実させるために、新しいこと（活動、例会の方法や形式、奉仕、親睦など）に挑戦している。

	 卓話ゲストを選ぶ際／来訪者を迎え入れる際／ディスカッションのトピックや奉仕活動を選ぶ際に、インクルーシブ	
（包摂的）であることを心がけている。	

	 役員だけでなく、ほかの会員も地区や国際的なロータリー行事に参加している。

	 ほとんどの会員がロータリーの奉仕部門と重点分野について知っており、プロジェクトに参加し、クラブの一員である
ことを誇りとしている。

	 会員がそれぞれ支援を望む活動や分野に寄付できるようにしている。

	 会員を賞に推薦したり、表彰したりすることで、その奉仕、参加、寄付に感謝の意を示している。

	 ロータリーを通じて海外とのネットワークを築いてきた。

	 来訪者に自己紹介をしてもらい、再び招待するようにしている。

	 柔軟な例会の方法（バーチャルまたは対面式での出席、欠席した場合に例会の録画を見る、など）を会員に提供し	
ている。

コメント欄

次のページで診断と処方箋をご覧ください



3 クラブの健康チェック

診断

期待通りの体験ができないと感じている会員は、クラブへの不満が原因で退会してしまうリスクがあります。健康チェック
で印がつかなかった項目を確認し、「処方箋」に挙げられたアイデアを実行してみましょう：	

問題のある分野 処方箋

例会 	 新しいことを例会に取り入れる。　	

	 直接対面式で例会ができないときにオンライン例会を開く。または、希望する	
会員や会場に来られない会員がバーチャル形式で出席することを認める。

	 デジタルの分野が得意なクラブ／地区の会員を見つけ、オンライン例会を運営／
援助してもらう。

	 国際ロータリー事務局のクラブ・地区支援担当職員に連絡してアイデアを得る。

クラブを超えたロータリー	
での体験

	 ほかのローターアクトクラブまたはロータリークラブのスポンサーとなる。

	 インターアクトクラブを設立するか、インターアクトクラブと一緒に活動する。

	 ロータリーの各種プログラムを会員に紹介し、参加を奨励する。RYLAを実施／
奨学金を提供／青少年交換に参加する。

	 ロータリー友情交換やロータリー行動グループへの参加を呼びかける。

	 全会員が参加できる地区行事への出席を奨励する。参加経験者に体験談や参加
のメリットを話してもらう。

	 地元や海外のロータリーとローターアクトの活動（ポリオ根絶を含む）を紹介	
する。

	 地元のトーストマスターズクラブと協力して、会員がリーダーシップとコミュニケー
ションのスキルを磨く機会を提供する。

	 ほかのクラブを訪問して新しい人と出会い、自分のクラブで実施できる活動の	
アイデアを得る。	

期待に沿わない体験 	 会員満足度調査を活用して、会員が例会に何を望むかを調べ、期待通りの体験
ができるように改善する。

	 リーダーシップスキルを高めるために、トーストマスターズ・インターナショナルが
開発したオンラインコースの利用を会員に勧める。

https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/engaging-online-meetings-person-venue-virtual
https://my.rotary.org/ja/contact/representatives
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/rotaract
https://www.rotary.org/ja/get-involved/interact-clubs
https://www.rotary.org/ja/our-programs/rotary-youth-leadership-awards
https://www.rotary.org/ja/our-programs/scholarships
https://www.rotary.org/ja/our-programs/youth-exchanges/details
https://www.rotary.org/ja/our-programs/peace-fellowships
https://my.rotary.org/ja/take-action/empower-leaders/join-rotarian-action-group
https://www.toastmasters.org/find-a-club
https://my-cms.rotary.org/ja/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/71


4 クラブの健康チェック

奉仕と親睦

ロータリーに入会する理由、および会員であり続ける主な理由は、「地域への奉仕」と「仲間との親睦」です。会員がさまざ
まな方法でクラブに参加できるよう、バラエティーに富んだ親睦行事や奉仕活動を企画し、楽しく、意義ある形で地域に貢
献できるようにしましょう。

	 親睦や交流を目的とした集まり（例会以外）を定期的に開いている。
	 家族や友人同伴で例会や行事に出席することを奨励している。
	 会員がリーダーシップを発揮する機会や、職業的に成長できる機会がある。
	 ロータリーファミリーのメンバー（インターアクター、ロータリー青少年交換学生、ロータリー平和フェローなど）を例会
や行事に招いている。

	 ローターアクトまたはインターアクトクラブをスポンサーしている／青少年交換学生または新世代交換に参加してい
る／RYLA行事を実施している。

	 協力団体や支援者、学友と直接連絡を取り合っている。
	 実施するプロジェクトを決める前に、地域社会のニーズについて地元リーダーや市民の声を聞くようにしている。
	 新しいプロジェクトを選ぶ前に、My	 ROTARYのフォーラムを参照したり、プロジェクトフェアに参加したり、財団専門家	
グループや協力団体に相談したりしてアイデアを得ている。

	 奉仕プロジェクトが進行中である。
	 奉仕活動や親睦活動について会員が要望や意見を述べる機会を設けている。
	 ロータリーの重点分野に沿った奉仕プロジェクトを実施している。
	 奉仕プロジェクトのためにロータリーの補助金を申請／活用した。
	 毎年少なくとも一人の会員がロータリー財団補助金管理セミナーに出席している。
	 ロータリー財団に寄付している。
	 ロータリー財団委員長と奉仕プロジェクト委員長がいる。

コメント欄



5 クラブの健康チェック

診断

人びととつながりながら奉仕活動ができることは、ロータリーの大きな魅力の一つです。親睦と奉仕活動に参加できる機会
が少なければ、退会につながるリスクがあります。健康チェックで印がつかなかった項目を確認し、「処方箋」に挙げられた
アイデアを実行してみましょう：

問題のある分野 処方箋

奉仕の機会 	 インターアクトクラブをスポンサー／RYLAを実施／奨学金を提供／青少年
交換に参加／ロータリー行動グループに参加／ロータリー平和センターを
支援する。

	 ロータリーの新世代交換プログラムを会員に紹介する。

プロジェクトの質 	「地域調査の方法」と「グローバル補助金ガイド」を参照して、プロジェクト
の質を高める。

	 奉仕プロジェクトについて財団専門家グループのメンバーに相談する。

	 クラブが実施した奉仕プロジェクトの評価を行い、今後もそのプロジェク
トを続けていくかどうかを判断する。	

親睦 	 親睦を目的とした行事を担当する会員を1〜2名決める。

	 ロータリー親睦活動グループに参加する。

	 異なる時間帯や形式のさまざまな行事を見つける、または実施する。

リーダーシップ	 	 会員がリーダーシップスキルを磨き、発揮できるようにする。ラーニング	
センターのコースカタログにある専門能力開発のコースを会員に紹介	
する。

	 新会員や若い会員にリーダー職に任命する。

https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/interact
https://www.rotary.org/ja/our-programs/rotary-youth-leadership-awards
https://www.rotary.org/ja/our-programs/scholarships
https://www.rotary.org/ja/our-programs/youth-exchanges/details
https://www.rotary.org/ja/our-programs/youth-exchanges/details
https://my.rotary.org/ja/take-action/empower-leaders/join-rotarian-action-group
https://www.rotary.org/ja/our-programs/peace-fellowships
https://www.rotary.org/ja/our-programs/peace-fellowships
https://www.rotary.org/ja/our-programs/new-generations-service-exchange/details
https://my.rotary.org/ja/document/community-assessment-tools
https://my-cmsuat.rotary.org/ja/document/guide-global-grants
https://my.rotary.org/ja/document/cadre-technical-advisers-long-term-plan
https://my.rotary.org/ja/take-action/develop-projects/project-lifecycle-resources
https://www.rotary.org/ja/our-programs/more-fellowships
https://learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/71


6 クラブの健康チェック

会員増強

健康的なクラブは、変化しながら成長します。会員の多様な考え方や経験は、革新を促し、地域のニーズを見極める上で欠
かせないものです。ロータリーが実施した調査によると、よくある退会理由の一つとして「リーダーが新しいアイデアに耳を
傾けてくれない」というものがあります。会員の意欲を高めるには、クラブに対して会員がどう感じているのかに注意し、	
方針や方向性を定める際に会員の声を取り入れることが重要です。ロータリークラブ・セントラルで、クラブの会員増強の	
傾向と最新の統計を見てみましょう。

	 過去1年間に会員が純増した。
	 過去1年間に多様な会員（女性会員、若い世代の会員など）が純増した。
	 民族や人種という点で地域社会の多様性を反映している。
	 まだ会員がいない職業分類での入会促進に力を注いでいる。
	 新会員の入会式とオリエンテーションを実施し、情報資料や参加の機会を提供している。
	 ロータリー学友（元ローターアクター、元青少年交換学生、元平和フェロー、ほかのプログラムの元参加者）のかかわり
を積極的に促している。

	 各会員の貢献への感謝やねぎらいを示している。
	 毎年、少なくとも90％の会員を維持している。
	 会員の少なくとも75％が、奉仕プロジェクトに直接参加したり、リーダー的役割、そのほかのクラブの役割にかか	
わっている。

	 クラブに紹介された入会候補者情報を確認し、候補者に連絡する担当者を決めている。
	 新会員と既存会員の両方に対し、会員であることの恩典を説明している。
	 先輩会員が新会員とペアになって助言や指導を行う仕組み（メンタリング）を取り入れている。
	 職業や関心事について会員が例会で卓話をする機会を設けている。
	 クラブ会員増強委員会があり、入会と会員の参加促進に取り組んでいる。
	 会員をもった地区行事やロータリー関連セミナーに会員が出席している。

コメント欄



7 クラブの健康チェック

診断

多様性を欠くクラブは、時代に沿わない退屈な場所となり、会員や地域社会にとって価値が少ない存在となる危険性があり
ます。ロータリーは、会員基盤の成長に役立つさまざまなツールや資料を提供しています。健康チェックで印がつかなかっ
た項目を確認し、「処方箋」に挙げられたアイデアを実行してみましょう：

問題のある分野 処方箋

会員の多様性 	 会員の多様性調査を活用して、多様な会員の入会を促進する。

	 多様性・公平さ・インクルージョン（DEI）へのロータリーのコミットメント
と取り組みについて学ぶ。

職業の多様性 	 専門能力開発のための各種コースを推奨することで、会員のスキルアップを
図る。

会員数の停滞や減少	 	 会員増強計画を立てる。

	 入会候補者を見つけ、候補者情報を管理する方法を学ぶ。

	 入会候補者情報ワークシートを使って入会候補者の情報を集める。

	 新会員を推薦する方法を会員に説明する。また、ほかのクラブに入会者を
紹介できることを説明する。

	 例会以外にもロータリーに参加できる数多くの方法があることを伝える。

会員の退会 	 会員満足度調査を実施して、クラブに対する会員の満足度を測る。

	 会員維持調査を実施して、退会の傾向や関心維持の方法を探る。

	 退会者アンケートを活用して退会理由を理解し、改善に取り組む。

	 退会する会員に対し、再入会や移籍の選択肢があること、また退会後も	
連絡を取り続けることができることを伝える。

	 二重会員となることを検討するようローターアクターに奨励する。

オリエンテーションと	
ロータリーの知識

	 新会員のためのオリエンテーションと専門能力開発の機会を提供し、		
ロータリーのラーニングセンターの活用を勧める。

https://my-cms.rotary.org/ja/document/diversifying-your-club-member-diversity-assessment
http://www.rotary.org/dei
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/71
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D104
https://my-cms.rotary.org/ja/document/finding-new-club-members-prospective-member-exercise
https://my-cms.rotary.org/ja/member-center/member-referral?embed=true
https://my-cms.rotary.org/ja/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://my-cms.rotary.org/ja/document/improving-your-member-retention-retention-assessment-and-analysis
https://my-cms.rotary.org/ja/document/understanding-why-members-resign-exit-survey
https://my-cms.rotary.org/ja/member-center/member-relocation
https://my-cms.rotary.org/ja/document/new-member-orientation-how-guide-clubs
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/71


8 クラブの健康チェック

公共イメージ

楽しみながら地域に貢献しているクラブは、会員が活発になるだけでなく、入会候補者の目にも魅力的に映ります。地域
社会や入会候補者との関係を築く上で、クラブのイメージはとても重要です。奉仕活動を実施する際にはクラブへの認知度	
アップを意識し、クラブが地域に根ざしてニーズに取り組んでいることをアピールしましょう。

	 魅力的なデザインのウェブサイトをつくり、クラブの活動や入会のメリットなど公共向けの情報を発信している。

	 クラブのソーシャルメディアアカウントがあり、クラブの活動とそのインパクトを紹介している。

	 クラブのソーシャルメディアアカウントは、幅広い人にリーチしている。

	 昨年、地元メディアで数回にわたりクラブが取り上げられた。

	 地元メディアを通じてクラブやロータリーを紹介している（テレビ、ラジオ、広告など）。

	 奉仕活動にメディア関係者を招き、報道してもらっている。

	 クラブで使用している資料は、ロータリーのブランドガイドラインに沿っている。

	 行動人としての会員の姿を示すために、ロータリーのブランドリソースセンターにある素材やテンプレートを活用	
している。	

	 国際ロータリーから提供される広報用素材（公共奉仕広告、動画、写真、ロゴなど）を活用している。

	 例会場、奉仕プロジェクト、イベント会場にロータリー／ローターアクトの標識やクラブのバナーを掲げている。

	 地域社会でクラブの存在が知られている。

	 クラブが地域社会にもたらしているインパクトを紹介したパンフレットを作り、地元の人びとや入会候補者に渡	
している。	

	 マーケティングや広報の専門知識をもった会員がいる。

	 例会や活動に参加したゲストや市民に好ましい体験をしてもらうことで、ロータリーの公共イメージを向上させ	
ている。

	 クラブ公共イメージ委員会があり、イメージ向上と広報に取り組んでいる。

コメント欄



9 クラブの健康チェック

診断

地元での認知度が高ければ高いほど、奉仕活動の効果が高まり、活動に対する人びとの反応も好ましいものとなります。	
ロータリーのさまざまなリソースをクラブの公共イメージ向上に役立てましょう。健康チェックで印がつかなかった項目を	
確認し、「処方箋」に挙げられたアイデアを実行してみましょう：

問題のある分野 処方箋

地域での認知度 	 ロータリーのプレスセンターにあるリソースを地元メディアに紹介する。

	 認知度アップにつながるようなイベントを企画する（ロータリーのブランド
リソースセンターにある「イベント計画ガイド」を参照）。

古くなった資料 	 ロータリーのブランドリソースセンターから利用可能なテンプレートを	
使い、クラブのパンフレットをつくる。

「ボイス」とビジュアルアイデンティティのガイドに沿って資料を作成	
する。

	 資料やコミュニケーションを作成する際に、ロータリーの動画や独自の	
写真を活用する。

オンライン上の存在感 	 オンラインツールに強い会員を見つけ、クラブのウェブサイトとソーシャル
メディアを管理してもらう。

	 ラーニングセンターで「ロータリーブランド」のコースを利用する。

	 ロータリーの動画や独自の写真・動画を活用する。

	 ロータリーのソーシャルメディアキットを活用して、オンラインでのクラブの
存在感を強める。	

マーケティング・広報 	「クラブ公共イメージ委員会の基本」からアイデアを得る。広報の経験があ
る会員を広報委員会に任命する。

	 入会候補者情報ワークシートを活用して、広報やマーケティング分野の新
会員を募る。

	 ブランドリソースセンターにあるソーシャルメディアキットを利用して、クラ
ブのソーシャルメディアを効果的に活用する。

https://my.rotary.org/ja/news-features/media-center?domain=publicsite
https://my.rotary.org/ja/secure/application/136
https://my.rotary.org/ja/secure/application/136
https://my.rotary.org/ja/secure/application/136
https://my.rotary.org/en/secure/application/136
https://brandcenter.rotary.org/ja-JP/Guidelines
https://learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/897/rotariburando
https://learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/73/kurabu-gong-gongimeji-wei-yuan-huino-ji-ben
https://my-cms.rotary.org/ja/document/finding-new-club-members-prospective-member-exercise
https://my.rotary.org/ja/secure/application/136
https://brandcenter.rotary.org/ja-JP/App/AssetDetails/b/www/Asset/Details/1849


10 クラブの健康チェック

運営

クラブの未来についてリーダーが真剣に考えているクラブは、円滑に運営され、成長していくものです。元気なクラブづくり
においては、リーダーの育成、戦略計画の立案、引継ぎ計画が極めて重要となります。

	 戦略計画があり、定期的に更新している。
	 年次目標を定め、これをロータリークラブ・セントラルに入力している。
	 ロータリー賞の受賞に向けて努力し、頻繁にロータリー賞を受賞している。
	 クラブ理事会が少なくとも四半期に一度会合し、クラブ戦略計画の見直しや、目標に向けた進捗の確認、（必要に応じ
て）細則その他の資料の調整を行っている。

	 理事会は、改善すべき点には随時変更を取り入れ、これに基づいてクラブ細則を更新している。
	 将来のリーダーを見つけ、育成するプロセスを確立している。これには、各役職に就くための研修、文書や記録の引き
継ぎ、現・元・次期役員による合同決定などが含まれる。

	 会長がPETSに出席し、そのほかの役員やリーダーも地区研修・協議会に出席している。
	 クラブのリーダーはMy	ROTARYを活用してロータリーの手続きを行っている。
	 12月31日までに次期役員を選び、2月1日までに国際ロータリーに報告している。
	 幹事は、新会員の入会後30日以内にこれを報告している。
	 次年度予算の作成と承認を行い、会計を任命し、運営と寄付（または奉仕プロジェクトの資金）のための口座をそれ	
ぞれ別個に設けている。

	 募金目標を定め、さまざまな募金活動を通じてこの目標を達成している。
	 毎年、会員満足度調査への記入を会員にお願いし、その結果をクラブに反映させている。
	 会員の半数以上がMy	ROTARYにアカウント登録している。
	 クラブ管理運営委員会がある。

コメント欄



11 クラブの健康チェック

診断

リーダーのスキルや熱意が足りない、または会員のニーズが考慮されないクラブでは、会員の意欲や活動の効果が薄れ、	
時代遅れとなり、会員の減少を招くことになります。健康チェックで印がつかなかった項目を確認し、「処方箋」に挙げられ
たアイデアを実行してみましょう：

問題のある分野 処方箋

戦略計画と目標設定 	「戦略計画ガイド」を活用して、クラブのビジョンを描き、長期目標と年次目
標を立てる。

	 ロータリークラブ・セントラルで設定した目標の半分以上を達成してロータ
リー賞の受賞を目指す。	

	 ローターアクトクラブはロータリー賞の目標と達成のワークシートを活用	
する。

	 クラブ理事会だけでなく、クラブ全体にとって意義のある目標を選ぶ。

	 会員増強ガイドを活用して、会員増強計画を立てる。

革新性 	 新しい会員種類（家族会員など）を導入した場合は、これを反映させるため
にクラブ細則を修正する。

	「クラブの種類・形式・モデル」の資料を参照し、会員に提供できる体験に
ついて検討する。

手続き 	 新会員の入会とオリエンテーション、紹介された入会候補者への連絡、	
新会員の推薦、リーダーシップの引継ぎなど、諸々の標準手続きを定	
める。

	 会員満足度アンケートを活用する。	

リーダーシップ 	 オンラインのラーニングセンターでクラブリーダー向けの学習プランを	
利用し、アイデアや情報を得る。

	 リーダーシップ研修を実施し、ラーニングセンターの専門能力開発のため
の各種コース利用を奨励する。

資金管理 	「クラブロータリー財団委員会の基本」のオンラインコースを利用し、寄付
の選択肢について学ぶ。

	「クラブ会計の基本」でベストプラクティスを学ぶ。

My	ROTARYでのクラブ管理 	 My	ROTARYの「クラブの運営」のセクションから各種レポートを見たり、	
会員情報の追加・更新・削除を行ったり、入会候補者の情報を管理したり
する。（留意点：ローターアクトの場合、My	ROTARYの「クラブの運営」ペー
ジを利用できるのはクラブ会長のみとなります。）

https://my.rotary.org/ja/document/strategic-planning-guide
https://my.rotary.org/ja/secure/application/341
http://www.rotary.org/citation
http://www.rotary.org/citation
https://my-cms.rotary.org/ja/document/rotary-citation-goals-and-instructions-rotaract-clubs
https://my-cms.rotary.org/ja/document/strengthening-your-membership-creating-your-membership-development-plan
https://my-cms.rotary.org/ja/document/club-types
https://my-cms.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/membership?embed=true#newmembers
https://my-cms.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/membership?embed=true#follow
https://my-cms.rotary.org/ja/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/67
https://learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/71
https://learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/71
https://learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/57/kuraburotari-cai-tuan-wei-yuan-huino-ji-ben
https://learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/16/kurabu-hui-jino-ji-ben
https://my.rotary.org/ja/manage/club-district-administration/club-administration


次のステップ

「クラブの健康チェック」は、元気なクラブづくりの第一歩です。印が最も多くついた分野、最も少なかった分野を確認し、
これを基にクラブの健康診断をして、対処方法を検討しましょう。病院では、健康診断で医者がアドバイスをし、問題があ
れば薬を処方してくれます。このアドバイスを無視したり、処方薬を飲まなかったりすれば、せっかくの健康診断も意味が
ありません。これと同じように、診断結果を真剣に受け止め、対処方法を考えて、問題のある分野に早めに取り組みまし	
ょう。	
ポール・ハリスは次のように述べました：「願わくは、私たちの幸せがさらなる奉仕をもたらすように」。地域社会とそのニー
ズは時代とともに変化し、ロータリークラブが地域に貢献し続けるには、この変化に対応する必要があります。クラブの健
康を定期的にチェックし、常に新鮮な気持ちで元気なクラブづくりを心がけましょう。

次のステップ
1.	 	各セクションのスコアを以下に記録してください。印のついた一項目につき、1ポイントとなります。

カテゴリー スコア
クラブでの経験
奉仕と交流
会員増強
公共イメージ
運営

2.	 	最もスコアの低かったカテゴリーをご覧ください。「処方箋」に提案されている対処方法を、どのように実行できるでし
ょうか。次のステップを以下に記入してください。

実行項目 実行スケジュール 責任者

役立つリソース
クラブ計画アシスタンス
会員増強のための評価ツール
会員増強のリソース
ブランドリソースセンター
ラーニングセンター

2540-JA—(921)

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_25IsWKcpQ03XRCC
https://my-cms.rotary.org/ja/document/membership-assessment-tools
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/membership
https://my.rotary.org/ja/secure/application/136
http://www.rotary.org/learn


5.1会員満足度調査 

会員の  
満足度を高める

会員がいてこそ、クラブが成り立ち、さまざまな活動ができるものです。会員の声
に常に耳を傾けて変化を取り入れ、全員の協力を得ながら理想のクラブづくりを
目指すことが重要です。まずは、会員の意見を集めるために「会員満足度アンケー
ト」を実施しましょう。

会員満足度調査の目的
•	クラブについて会員が満足している点、不満に感じている点は何かを知る。	

•	会員が満足している点をさらに強化し、不満な点を改善するための行動計画を
立てる。

準備
満足度アンケートの実施には、数名の協力者が必要です。クラブ会員増強委員、ま
たは有志の会員でもかまいません（ただし意見に偏りが出ないよう注意が必要で
す）。設問を用意した後、例会中にアンケートを実施するか、用紙やEメールでアン
ケートを配布して後で各自に記入してもらいましょう。満足度調査の実施のみを目
的とした特別例会を開くのも一案です。その場合は、リラックスした雰囲気の中で
率直な意見を集められるようにすることが重要です。	

結果の分析と話し合
いの際には、匿名性
を守り、回答者がわか
らないよう配慮しまし
ょう。
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はじめよう
ステップ1：アンケートについて説明
全員の意見を集めることがなぜ大切なのかを説明します。	

ステップ2：アンケートを配布
Eメールまたは用紙でアンケートを配布するか、インターネットのアンケートのアドレ
スを案内します。回答は匿名で集計され、より良いクラブづくりに役立てられるこ
とを伝えてください。	

ステップ3：回答を集計・分析
アンケートの担当グループが、回答を確認します。回答結果を極秘とすること、あ
らゆる意見を尊重することをあらためて強調します。	

ステップ4：結果を発表
アンケート結果を発表し、会員から質問を受け付けます。	

ステップ5：行動計画の立案
フォーラムを開き、アンケート結果に基づいてクラブ改善のアイデアと問題解決策
を話し合います。会員の積極的な参加を促すための行動計画と、実施スケジュー
ルを組みます。	

ステップ6：計画を実行
最後のステップは、行動計画の実施です。できるだけ多くの会員に協力してもら
い、 クラブに貢献している」という実感をもってもらいましょう。

インターネットを使っ
てアンケートを行う
こともできます。無料 
またはごく少額）で

便利な機能を利用で
き、回答データも簡単
に管理できます。 

各ステップに1週間以
上かかる場合もあり
ます。あらかじめ十分
な時間を見積もってお
きましょう。

そのほかの調査・アンケート			
「職業分類調査」で地元の職業を反映したクラブに
「会員多様性調査」で多様な会員が集まるクラブに
「会員候補者情報の収集」で入会候補者さがしを
「会員維持調査・分析」で会員維持力アップ
「退会者アンケート」で退会の理由を理解

https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/representing-your-communitys-professions-classification-assessment
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/diversifying-your-club-member-diversity-assessment
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/finding-new-club-members-prospective-member-exercise
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/improving-your-member-retention-retention-assessment-and-analysis
https://www.rotary.org/myrotary/js/document/understanding-why-members-resign-exit-survey


5.3会員満足度調査 

会員満足度アンケート  

クラブでの日ごろの経験に関する本アンケートへのご協力をお願いいたします。ご回答は、クラブをより良くす
るための参考とさせていただきます。正しい答え／間違った答えはありませんので、率直なご意見をお聞かせく
ださい。				

1.	本クラブの会員であることにどのくらい満足していますか。		

	 	満足している

	 	ある程度満足している

	 	どちらともいえない

	 	あまり満足していない

	 	満足していない

2.	本クラブの会員、例会、雰囲気について、各項目につき該当するものに印を付けてください。

そう	
思う

ある程度	
そう思う

どちらとも	
いえない

あまり	
そう思わない

そう	
思わない

例会は時間を費やす価値があると	
思う	

クラブは、新会員がすぐに打ち解け	
られるよう配慮している	

会員は互いへの思いやりをもっている

クラブは、地元地域の職業／人口	
構成を反映している	
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そう	
思う

ある程度	
そう思う

どちらとも	
いえない

あまり	
そう思わない

そう	
思わない

クラブは、各会員の関心、スキル、	
スケジュールに応じてできるだけ活動
に参加するよう呼びかけている

寄付・募金活動の量は適切である

ご意見・ご提案：	
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3.	例会について、以下の各点を評価してください。

非常に	
よい よい まあまあ

あまり	
よくない よくない

該当	
せず

国際ロータリー最新情報の紹介

長さ

交流に充てる時間

職業のネットワークづくり	

主題の多様さ

場所

例会曜日と時間

食事や飲み物

講演者とプログラム

ご意見・ご提案：	
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4.	本クラブの奉仕プロジェクトについて、ご意見をお聞かせください。

ちょうどよい 多すぎる 少なすぎる

奉仕プロジェクト（全般）の数

社会奉仕プロジェクトの数

国際奉仕プロジェクトの数

そう思う そう思わない 特に意見なし

奉仕プロジェクトはよく運営されている

クラブは奉仕プロジェクトを通じて世界または地域社会に	
貢献している

奉仕プロジェクトへの参加は私にとって意義がある

ご意見・ご提案：	
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5.	本クラブのコミュニケーションと対応について、以下の各項目で該当するものに印を付けてください。

そう思う
ある程度	
そう思う

どちらとも	
いえない

あまりそう	
思わない

そう	
思わない

会員に十分な連絡が行われている

クラブは会員の声に十分耳を傾けて
いる

クラブは会員からの意見やアイデアを
積極的に募っている

クラブは会員の意見やアイデアに	
基づいて運営されている

本クラブの変化のスピードは適切だと
思う

クラブは会員のニーズに合わせて	
手続きや規定を更新している

ご意見・ご提案：	
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6.	会員であることの価値について、以下の各項目で該当するものに印を付けてください。

そう思う
ある程度	
そう思う

どちらとも
いえない

あまりそう	
思わない

そう	
思わない

私はクラブで歓迎されていると感じる

クラブを通じて貴重な人脈づくりが	
できる

クラブでは私の才能・スキルを生かす
機会がある	

会員としての経験は、会費を支払う価
値がある

ロータリー会員としての経験は、	
時間を費やす価値がある

私がロータリー会員であることの	
価値を家族も認めている	

私がロータリー会員であることの	
価値を友人も認めている

ロータリーを通じて地域のために	
貢献できる

ロータリーを通じて世界のために	
貢献できる

ご意見・ご提案：	
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7.	クラブへの参加について、以下の各項目で該当するものに印を付けてください。

そう思う
ある程度	
そう思う

どちらとも	
いえない

あまりそう	
思わない

そう	
思わない

私は、クラブの行事に家族、友人、
同僚をよく誘う	

私は、資格ある候補者に入会を	
誘っている

私は、クラブの活動／プログラムに
頻繁に参加している

私は、当クラブを誇りに思う

ご意見・ご提案：	
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8.	会員が払う費用について、以下の各項目に該当するものに印を付けてください。

低すぎる ちょうどよい 高すぎる 該当しない

クラブ会費

例会の食費	

ニコニコ／ごめんなさいボックス

クラブ賦課金／	特別会費

奉仕活動用に求められる募金

ロータリー財団のために求められる寄付

ご意見・ご提案：	
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差出⼈: クラブ・地区⽀援担当部（国際ロータリー <cds@msgfocus.rotary.org>
送信⽇時: 2022年3⽉2⽇⽔曜⽇ 3:22

件名: ローターアクトクラブの会費⽀払いのための準備

クラブ・地区支援担当部

ローターアクトクラブ会長の皆さま

平素より大変お世話になっております。 

ロータリーでは、ローターアクトクラブへの支援を強化し、ロータリーでのよりよい経験を提供することを

目指しています。これには、入会候補者からの問い合わせや紹介の受領・管理、ロータリー財団補助

金の利用、国際ロータリーと財団の奉仕賞への推薦、重要な事柄についてロータリーのリーダーから

の直接的な連絡など、ローターアクトとしての新たな利点が含まれます。また、これに伴い、新たな責

務も発生します。2022-23ロータリー年度より、ローターアクトクラブの責務の一つに、国際ロータリー

への会費の支払いが含まれます。

現在プロセスを最終化していますが、以下が主要なポイントとなります：

 スケジュール：会費の請求書が年に一度、クラブに送られます。請求書送付の時期や算出基

準日については現在検討中です。

 金額：年次会費は、大学基盤のクラブの場合は会員1名につき5米ドル、地域社会基盤のクラブ

の場合は会員1名につき8米ドルとなります。

 請求書の送付方法：請求書は、クラブ役員にEメールで送られます。また、請求書をMy

ROTARYからもご覧いただけるように現在改良を進めています。

 支払い：ローターアクトクラブ役員は、ロータリークラブと同じ方法で支払いを行うことができま

す（電子送金、オンライン支払を含む）。

会費の支払いやその他のプロセスへの準備を円滑にするにあたり、以下のステップをご参照ください：

1. 会員リストが正確であることを確認する：各会員がクラブの会員基準を満たしているか、正規の

会員として留まる意向があるかを確認してください。
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2. 現・次期のクラブ役員を特定し、任命する：現在では、クラブ管理を円滑に行うため、My

ROTARYからローターアクトクラブ会長以外にも、幹事、会計、会員増強委員長、公共イメージ

委員長、奉仕プロジェクト委員長、財団委員長を任命することができます。

3. 2022年6月30日までにクラブ会員の情報をMy ROTARYで更新する：これにより、年度のク

ラブ会員数が正確であることを確認し、請求書の発行前に必要な修正を加えることができま

す。すべてのクラブ役員がMy ROTARYから会員情報の更新を行うことができます。

4. クラブがどのように会費を徴収・保管するか決定する：誰が会費を徴収するか、クラブは銀行

口座があるか、ない場合は開設する必要があるか、クラブにとってほかにやりやすい方法があ

るか、といった点を検討してください。クラブ会員との話し合いと承認の後で、新しいプロセスを

クラブ細則に含めることを検討してください。

5. クラブが毎年どのように会費を支払うかを決める：クラブにとって最善の支払方法は何か、クラ

ブ会員の誰が支払いの責任を持つか、といった点を検討してください。

次ロータリー年度から始まるローターアクトの会費の支払いについて、今から準備を進めておくことを

お勧めします。ローターアクトクラブが支払会費は、新しい提供物や業務に生かされるだけでなく、ロー

ターアクト会員へのより大きな価値の提供につながります。

詳しい情報は今後さらにお伝えしていきます。ご質問がありましたら、クラブ・地区支援担当部にご連

絡ください。

よろしくお願いいたします。

クラブ・地区支援担当部

Cc:        RI理事 

    RI理事エレクト 

地区ガバナー

地区ガバナーエレクト

地区ローターアクト代表

地区ローターアクト委員会委員長

ローターアクトクラブ・アドバイザー

スポンサー・ロータリークラブ会長

ローターアクト多地区合同情報組織担当者

ONE ROTARY CENTER 
1560 SHERMAN AVENUE 
EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 USA 
ROTARY.ORG 
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	I look forward to attending club meetings and other club activities: Off
	Our club meeting programs are relevant interesting and varied: Off
	We have a greeter or greeters who welcome members and visitors to meetings: Off
	Our meetings are organized and are run professionally: Off
	Members make an effort to meet and talk with different people at each meeting: Off
	Ive made several new friends in the club: Off
	Our club tries new things activities meeting practices and formats service socials etc to enrich members: Off
	We are inclusive in who we invite to our club how we welcome guests the topics we discuss and the service we: Off
	Members other than club leaders participate in Rotary events at the district or international level: Off
	Most members are aware of Rotarys Avenues of Service and areas of focus take part in projects and feel proud to be: Off
	We raise funds in a way that allows members to contribute what they wish: Off
	We recognize members service engagement and donations by nominating them for and presenting them with awards: Off
	I have made international connections through Rotary: Off
	Guests are asked to introduce themselves and are invited back: Off
	We provide members with flexible meeting opportunities attending virtually or in person or watching recordings if: Off
	p2: 
	Our club holds regular gettogethers in addition to club meetings for socializing and networking: Off
	Our club encourages members to bring partners spouses friends and family members to club meetings and events: Off
	Our club offers members leadership opportunities and professional development: Off
	Our club invites members of the Rotary family such as Interactors Rotary Youth Exchange students and Rotary Peace: Off
	Our club sponsors a Rotaract or Interact club sponsors or hosts a Rotary Youth Exchange student is involved with: Off
	Our club has direct communication with partners friends and alumni: Off
	We consult community leaders and community members to determine needs before choosing a project: Off
	We visit My Rotary Discussion groups project fairs or consult The Rotary Foundation Cadre of Technical Advisers to: Off
	Our club has a service project in progress: Off
	All members can give input such as their vocational expertise on service and social activities: Off
	Our club service projects align with Rotarys areas of focus: Off
	Our club has applied for or used Rotary Foundation grant funds for a service project: Off
	At least one member of our club attends a Rotary Foundation grant management seminar each year: Off
	Our club contributes to The Rotary Foundation: Off
	Our club has a Rotary Foundation committee chair and a service projects committee chair: Off
	p4: 
	Our club has had a net increase in members in the past year: Off
	Our club has had a net increase in members who represent diverse groups: Off
	Our club represents the racial or ethnic diversity of our community: Off
	Our club seeks to attract members from professions in the community that are underrepresented in the club: Off
	New members are officially inducted and are given an orientation informational materials and opportunities to: Off
	Our club actively engages Rotary alumni former Rotaractors Rotary Youth Exchange students Rotary Peace Fellows: Off
	Our club shows its appreciation of each members unique contributions: Off
	Our club retains at least 90 of its members each year: Off
	At least 75 of our club members are involved in a handson service project a leadership role or other assigned roles: Off
	A designated person checks and follows up on membership leads assigned to our club: Off
	Member benefits are explained and promoted to new and continuing members: Off
	Newer and seasoned members are paired for mentoring relationships: Off
	We ask members to speak at meetings about their vocations or other topics of interest: Off
	Our club has a membership committee whose chair and members are dedicated to attracting and engaging: Off
	Members attend district events and seminars on Rotary topics that interest them: Off
	p6: 
	We have a publicfacing visually appealing club website that explains what the club does who its members are and: Off
	We have social media accounts that show our followers the difference we make in our community: Off
	Our social media accounts reach a range of audiences: Off
	Our club appeared in the local media several times last year: Off
	We promote our club and Rotary through various media in the community television radio billboards etc: Off
	Our club invites members of the media to cover our service work: Off
	Our club materials follow Rotarys brand guidelines: Off
	We use materials and templates from Rotarys Brand Center that show our members as people of action: Off
	We use marketing materials from Rotary International such as public service announcements videos images and logos: Off
	We display Rotary or Rotaract signs and banners at our meeting place service project sites and events: Off
	Our clubs presence is known in our community: Off
	The club brochure we give to community members and prospects shows the impact we make: Off
	Our club has members who have marketing expertise: Off
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