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ロータリーを知ろう！

•ロータリーの紹介
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http://vimeo.com/25645275

http://vimeo.com/25645275
http://vimeo.com/25645275


本日のプログラム
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1.　ロータリーの組織構成
2.　会員の責務
3.　ロータリーの歴史（あけぼの編）
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1.  ロータリーの組織構成
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クラブ

•ロータリークラブの会員はロータリアン
と呼ばれています。クラブは国際ロータ
リー（RI)という世界的連合体に加盟して
おり、各クラブが独自に役員を選び、ロ
ータリーの定款・細則の枠内で、自立し
て運営されています。
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地区

•クラブは地区という単位に分けられてお
り、地区ガバナーと呼ばれるリーダーが
各地区を指揮しています。このガバナー
の下で、ガバナー補佐や各地区委員会な
どからなる地区リーダーシップチーム
が、クラブの支援を行います。毎年開催
される地区大会では、各地区での１年間
の活動成果を祝うために、地区内のロー
タリアンが一堂に会します。
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RI理事会

•RI理事会は、RI会長と会長エレクトを含
み、組織の方針を定めるため、年4回の会
合を開きます。RI理事は、世界の各ゾー
ンから選ばれ、そのゾーン内のロータリ
ークラブを代表します。
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ロータリー財団

•ロータリー財団は、管理委員長と委員長
エレクトを含む管理委員会により管理さ
れています。管理委員はRI会長により選
出され、RI理事会が承認します。
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事務局

•国際ロータリーの事務局は、事務総長に
よって率いられています。世界7カ国（ア
ルゼンチン、オーストラリア、ブラジ
ル、インド、日本、韓国、スイス）に国
際事務局があり、世界本部（イリノイ州
エバンストン）の事務局職員と併せ、世
界中のロータリアンを支援しています。
イギリスのグレートブリテンおよびアイ
ルランド国際ロータリー（RIBI)は、同地
域のクラブと地区を支援しています。
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RI戦略計画

•RI戦略計画は、奉仕を行うクラブの力
と、ロータリーに対する人々の認識を高
めることを目的としています。戦略計画
には3つの優先項目があり、いずれもロー
タリーの未来にとって重要な要素です。　
1）クラブのサポートと強化　　　　　　
2）人道的奉仕の重点化と増加　　　　
3）公共イメージと認知度の向上
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2.  会員の責務
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•ロータリアンがロータリーから得ら
れるものが大きい一方、会員はそれ
ぞれの責務を果たすことが求められ
ています。こうした責務（義務規
定）の多くは、会員がロータリー活
動に積極的に参加し、その体験を最
大限に楽しむために定められたもの
です。
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1)  出  席

•毎週のクラブ例会は、親睦を深め、
各自の専門分野や職業の知識を分か
ち合いながら、互いに成長し合うこ
とのできる場所です。自分の所属ク
ラブの例会に欠席した場合は、それ
を補うため、世界中に存在する他の
クラブの例会に出席してメークアッ
プをして、ロータリーの輪をさらに
広げ、多くの友人と出会うチャンス
に恵まれます。
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http://www.rotary.org/ja/AboutUs/SiteTools/ClubLocator/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/ja/AboutUs/SiteTools/ClubLocator/Pages/ridefault.aspx
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2)  奉    仕

•会員は、地元や海外での奉仕活動に
参加し、自分の時間と才能を最大限
に生かせるところでボランティア活
動ができます。以下の「五大奉仕部
門」は、ロータリーの理念の礎であ
り、クラブ活動の土台を成していま
す。
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クラブ奉仕

•クラブ内の親睦を充実させ、クラブ
の機能を効果的に高めることを主眼
とします。
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職業奉仕

ロータリアンが自らの職業を通じて
人々に奉仕し、高い道徳水準を実践
することを奨励します。
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社会奉仕

•地域社会の人々の生活の質を向上さ
せるためにクラブが行うプロジェク
トや活動です。
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国際奉仕

•世界中におけるロータリーの人道的
な活動を広げ、世界理解と平和を推
進する活動を含んでいます。
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新世代奉仕

•指導力養成活動、奉仕プロジェク
ト、交換プログラムを通じて、青少
年が世界に良き変化をもたらすこと
できるように援助します。
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3)  新会員の推薦と現会員の維持
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•充実したクラブを保つためには、すべ
てのロータリアンが、新入会者をロー
タリーに紹介するという責務を分かち
合わなければなりません。新会員で
も、クラブ例会に友人や知人を招いた
り、奉仕活動に一緒に参加することが
できます。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
•またクラブは、会員がロータリーに積
極的に参加するよう奨励することが重
要です。クラブの親睦を充実させ、新
会員が入会後すぐに奉仕活動に参加で
きるようにすることが、会員を維持す
る最善の方法です。
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http://www.rotary.org/ja/Members/RunningAClub/MembershipDevelopment/Pages/Findingandkeepingmembers.aspx
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4）会　費

•クラブ会員には、クラブ、地区、国
際ロータリーへの会費、ならびに該
当するロータリー雑誌の定期購読料
を支払う義務があります。
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http://www.rotary.org/ja/Members/RunningAClub/Administration/Pages/Dues.aspx
http://www.rotary.org/ja/Members/RunningAClub/Administration/Pages/Dues.aspx


5）リーダーシップ

•クラブ会員には、クラブ内にとどま
らず、クラブの枠を超えて指導力を
発揮するよう奨励されています。
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本日のプログラム
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テキスト



ロータリーはアメリ
カ合衆国イリノイ州
中西部の都市、シカ
ゴから始まり、すぐ
に州境を越えて太平
洋岸と大西洋岸へと
拡がって行きまし
た。

ロータリーはシカゴから始まった。



1905年



ロータリー創成期の時代的背景

　商業の爆発的発展、社会不安、政
治の腐敗、宗教における原理主義の
台頭  —―  これらが巨大な坩堝の中で
ぐるぐると混ぜ合わされたものが当
時のシカゴだった。



　新しい世紀の幕が開けたシカゴはコ
ントラストの街だった。今まで忘れら
れた良心は汚職に戦いを挑み、貧困と
贅沢とが肩をすりあわせて並存してい
た。暴力団と神、アルコールと禁酒法
支持者、そびえ立つ高層ビルと無数の
長屋式アパートの接触する街。
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　社会変革、ビジネス倫理、誠実な
親睦を唱導する運動が誕生するにふ
さわしい地があるとすれば、それが
シカゴだった。



ロータリーの創始者　

ポール・ハリス　　
弁護士開業当時（28歳）



　ポール・ハリスの育ったバーモント
の小さな村、山々や沼、忘れがたい
おじいさんやおばあさんとのつつま
しやかな暮し。
　美しいせせらぎに抱かれて育った
少年ポール・ハリス。
　その彼がシカゴの都会へ出たら、
そこは人の心の砂漠であった。

 ポール・ハリス
『ロータリーへの私の道』より



「誰の心の中にも少年が宿っている」

  「ロータリーがメンバーをよりよき
人間へと導いていく道の一つは、彼
の心の中に宿る少年のこころを失な
いことである」



1900年の夏、ポール・ハリスに実業
家のクラブを作る考えが浮かんだ。

彼は弁護士仲間の友人と夕食をとっ
た後夕方の冷気に吹かれながら散策
をしていた。

友人の弁護士は  自分を高く評価し
ている多くの実業家や商人たちをポ
ールに紹介してくれた。



思わずポールは声を出した。

「もしもこのような堅実な人たちと
たびたび会うことができたらそれは
楽しいことだろう」

「それぞれの専門職や実業から一人
の人が社交的に集まるクラブあった
ら」



ミシガン湖から吹き付ける  小雪まじ
りの身を切るような寒風が吹きすさ
んでいました。ポール・ハリスはマ
ダム・ガリの店で彼の顧客でもある
シルベスター・シールと夕食をとり
ながら、かねてから話していたクラ
ブ結成の構想を具体的に説明しだし
ました。

1905年2月23日、木曜日の夜



マダム・ガリの店

ロータリーが芽生えた場所



「それは、どのように違って、どんな
意味を持つクラブなのですか？」
シールは尋ねました。

「私は実業家のクラブについて、ず
っと考え続けてきました。それは、
シカゴにある今までの社交団体とは
まったく違った、新しい種類のもの
なのです。」



 「そうですね。知己と友情を充分に
強調したいですね。しかしそれだけで
はなく会員同士がお互いのビジネスを
伸ばせたらいいと思います。それはそ
れほど難しいはずはないと思うのです
が・・・」



「例えば二人の会員が同じ職業を持  
つことができないと決めればいいでし
ょう。そうすれば  クラブの中には競
争相手がなくなります。もし会員の誰
かが品物やサービスが欲しい時には、
クラブ内の人と取引する義務を持たせ
たらいいでしょう。相互扶助の一種だ
けれど、どう思います？」



ポールの構想に全面的に賛同したシー
ルとポールは、シカゴ市ディアボーン
街127、ユニティビル711号室（ガスタ
ーバス・ロアの事務所）で、既にその
場で待機していたロアとハイラム・シ
ョーレーと共にクラブ設立のための初
の会合を開いた。



ユニティビル

シカゴ市ディアボーン街127



1905.2.23  第１回会合の部屋

ユニティビル７１１号室



そして、ロータリーが始まった　
1905.2.23

Sylvester Shiele　　　Paul Harris　　　　　 Gustavus Loehr　　Hiram Shorey



Enjoy Rotary!



　あなたと私の人生の価値は、何を
貰ったかではなく、何を与えたかで
決まります。

—Rotarian Edgar F. “Daddy” Allen




