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ローターアクトは、リーダーシップの能力を磨き、世界中
に友人を作りながら、社会で起きているさまざまな課題
に取り組むことへの意欲にあふれた18歳以上の青年男
女のためのクラブです。ローターアクトクラブは、国際 
ロータリーの加盟クラブです。
 
ローターアクトクラブでは、会員自らがクラブの運営と
資金管理を行い、地域社会で意義ある活動や奉仕プロ 
ジェクトを企画・実施します。ローターアクトクラブのス
ポンサーとなっているクラブは、奉仕のパートナーとして
協力しながら、ローターアクトクラブへの指導と支援を
行います。

ローターアクト
とは
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1 ローターアクトクラブの結成

地域社会のニーズを調べる
ローターアクトクラブは、リーダーシップの力を磨き、地域や世界に変化をもた
らす活動への意欲をもつ人たちによって結成されます。大学にも地元の町に
もローターアクトクラブがない場合、意欲のある若い人たちを集めてグループ
を結成し、ローターアクトクラブとしての第一歩を踏み出しましょう。 

結成時は特に、どのような種類のローターアクトクラブが自分たちの大学や
地域社会に適しているのかを話し合うことが大切です。以下の点を検討しま
しょう： 

• 地域社会を基盤とするクラブと大学を基盤とするクラブのどちらが、
地元のニーズに合っているか。 

• 新しいローターアクトクラブのスポンサーとなれるロータリークラブや
ローターアクトクラブが近くにあるか。スポンサーとなれるこれらのク
ラブは、若い世代をどのようにサポートできるか。新しいローターアク
トクラブのスポンサーとなることは、これらのクラブの取り組みとどう
一致するか。 

• 新ローターアクトクラブの会員となる人の中に、ロータリー青少年プロ
グラムの学友がいるか。同じ地域に住み、新ローターアクトクラブへ
の入会に関心をもちそうな学友（元インターアクター、RYLA参加者、
ロータリー青少年交換学生など）の参加を募ることができるか。

基盤を築く 
ローターアクトクラブには、大学を基盤とするクラブと地域社会を基盤とす
るクラブがあります。大学基盤のクラブは1校の大学（またはその他の高等教
育機関）の学生から成るのに対し、地域基盤のクラブは地域社会全体から
若い人を募ります。 

大学を基盤とするローターアクトクラブの場合、その学校の学生であれば年
齢を問わず会員になれます（学校の方針で認められる範囲）。地域基盤のク
ラブは18歳以上の若い成人を対象としています。

どちらの種類のクラブでも、例会は直接会う形式やインターネット形式、また
はその両方を組み合わせて行うことができます。そうすることで、地方の人、
出張の多い社会人、留学中の大学生、通信教育の学生なども柔軟に参加で
きます。 
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スポンサーの選択肢を選ぶ 
ローターアクトクラブは、スポンサークラブ（ロータリークラブまたはローター
アクトクラブ）なしでも設立できます。このため、スポンサークラブを持つかど
うかが、新ローターアクトクラブの結成時に決定すべき最も重要なことの一つ
となります。国際ロータリーの方針では、ローターアクトクラブが自分たちのニ
ーズを考慮した上で、スポンサークラブを持つかどうかを柔軟に決定できま
す。クラブに最も適した選択肢を選ぶために、以下の点を検討しましょう： 

• スポンサークラブとの関係は、新ローターアクトクラブにとってどのよ
うなメリットとなるか（例：新会員の勧誘、奉仕プロジェクトでのサ 
ポート、メンタリングや専門能力開発の機会、財務管理など）。

• 自分やクラブにとって、このスポンサーシップは何を意味するか。 

スポンサークラブの役割について、詳しくは次章をご覧ください。

入会者を見つける
クラブの基盤（大学か地域社会か）とスポンサークラブについて決めたら、
入会者探しを始めましょう。学生や社会人、社会貢献への意欲にあふれる若
い人たちを例会や親睦会に招き、ローターアクトを知ってもらいましょう。 

ロータリアンの家族、ロータリー青少年交換の元参加者、インターアクトや
RYLAの学友など、すでにロータリーに関わったことのある若い人にも、ロー
ターアクトという新しい機会があることを伝えましょう。仕事や市民のネット 
ワークを通じて、地元企業の社員やインターン、若者を対象とした地域団体
やグループの人たちにクラブを紹介し、情報を発信しましょう。 

大学基盤のクラブの場合、学校関係者や大学顧問の協力を仰いで、ローター
アクトクラブに関心を持ちそうな学生を探しましょう。 

地域基盤のクラブの場合、図書館やスポーツ施設など、若い人が交流をする
公共の場にポスターを掲示しましょう。地元市民グループや企業に推進用資
料を配り、ソーシャルメディアを利用して情報を発信しましょう。 

入会見込者となりそうな人たちを集めて、質問に答え、ローターアクトクラブへ
の参加に関心があるかどうかを探ってみましょう。これは、新しいクラブの例
会をいつ、どこで、どの方法（オンライン、直接、またはその組み合わせ）で行
うかを決めるのにもよい機会です。 
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役立つ情報 
正式な認定状が届くのを待た
ずにクラブの活動を開始しても
構いません。認定状授与の前
でも、新しいローターアクトクラ
ブは例会を開き、クラブを運営
し、地域社会で活動できます。

役員を選ぶ
ローターアクトクラブには、役員として会長、副会長、幹事、会計がおり、理事
会があります。クラブは、役員を追加して、細則にその役割を規定できます。
役員の役割については後の章で説明されています。役員の選出については、
標準ローターアクトクラブ定款と推奨ローターアクトクラブ細則をご参照くだ
さい。

正式に発足する
ローターアクトクラブは次の手順で結成します。
•	 標準ローターアクトクラブ定款を採用し、必要に応じて推奨ローター
アクトクラブ細則をカスタマイズする。 

•	 ローターアクトクラブ認定フォームに記入・署名し、地区ガバナー（お
よび該当する場合はスポンサークラブ）から署名をもらう。

• 記入を完了した認定フォームをスキャンして、rotaract@rotary.org宛て
に送信する。または、フォームをEメール、ファクス、郵便のいずれかの
方法でRI日本事務局に送ることもできる。原本はクラブの控えとして
保存する。

• 2022年6月30日まで）一度限りの認定料として50ドルを支払う（支払
い方法はRI日本事務局にお問い合わせください）。

2022年7月1日より、ローターアクトクラブは国際ロータリーへの会費を支払う
こととなります。大学基盤のクラブは一人あたり年間5米ドル、地域基盤のク
ラブは一人あたり年間8ドルとなります。2022年7月以降は、新クラブが50ドル
の認定料を支払う必要はありません。 

RIが認定フォームと支払いを受理してから数週間後にEメールで結成認定
状が送られます。

設立式典を開く
認定状が届いたら、ローターアクトクラブの設立を記念する式典を開きましょ
う。この式典は、ローターアクターと地区とのつながりを深める機会となりま
す。ローターアクター、インターアクター、学友、家族、学校の教職員、地元市
民グループ、ロータリアン、地区リーダーを招待しましょう。

ローターアクトクラブの設立、入会、役員任命の式典に決まった形式はありま
せん。クラブと地域社会にとって意義ある式典となるように、自由に計画しま
しょう。ロータリーの伝統を尊重してもよいですし、独自の伝統を立ち上げる
機会とすることもできます。新会員一人ひとりに会員証と会員ピンを渡し、記
念の品を贈るのも一案です（公式グッズはロータリーの免許取得業者より購
入できます）。ソーシャルメディアに写真や話題を投稿することをお忘れなく。

https://my.rotary.org/ja/document/standard-rotaract-club-constitution
https://my.rotary.org/ja/document/recommended-rotaract-club-bylaws
https://my.rotary.org/ja/document/recommended-rotaract-club-bylaws
https://my.rotary.org/ja/document/rotaract-club-certification-form
mailto:rotaract@rotary.org
https://www.rotary.org/ja/international-offices
https://my.rotary.org/ja/contact/representatives
https://my.rotary.org/ja/document/rotaract-identification-card
https://my.rotary.org/ja/member-center/licensed-vendors
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ロータリーとつながる
クラブと会員の情報をRIに報告し、クラブが正規に活動中であることを知ら
せてください。ローターアクトクラブ会長は、毎年6月30日までにMy ROTARY
の「クラブの運営」から、ロータリーに登録されたクラブの情報を更新するこ
とが義務づけられています。クラブに顧問（アドバイザー）がいる場合、顧問
も自分の名前と連絡先を毎年報告できます。 

クラブの最新情報をロータリーに常時知らせておくことで、ローターアクトや
ローターアクト大会前会議に関する最新情報を受け取り、ロータリーのオンラ
インツールとリソースを利用できます。 

クラブと会員の情報を毎年報告しないクラブの加盟は終結されます。

https://my.rotary.org/ja/manage/club-district-administration/club-administration
https://my.rotary.org/ja/report-your-rotaract-club-advisor
https://my.rotary.org/ja/report-your-rotaract-club-advisor


スポンサークラブ

ローターアクト顧問（アドバイ
ザー）

スポンサークラブと顧問によ
るローターアクトクラブへの
支援

2 スポンサークラブと顧問

ロータリークラブまたはローターアクトクラブにスポンサーとなってもらうこと
で、意義あるパートナーシップを築き、奉仕プロジェクトや生涯つづく友情が
生まれます。スポンサーとの豊かな関係を築くには、ローターアクター、スポン
サークラブ、顧問に対する期待事項と責務をしっかりと決めておくことが大
切です。

スポンサークラブ
ローターアクトクラブとスポンサークラブのパートナーシップは、双方のクラブ
にとって成長と活性化の機会となります。活動の企画会議を合同で開き、メ
ンターとなってローターアクターを指導するスポンサークラブ会員を決め、ロー
タリーとローターアクトを効果的に結びつけることのできる熱意ある顧問を見
つけましょう。スポンサークラブは、ローターアクトクラブのリーダーが必要な
すべての地区研修に出席できるよう資金面で援助することが奨励されてい
ます。

ローターアクト顧問（アドバイザー）
ローターアクト顧問は、ローターアクトクラブのメンターおよび連絡窓口として
の役割を担います。ローターアクトクラブの日常的な運営を支援し、スポンサ
ークラブとの主な連絡役を務め、ローターアクターが奉仕活動をしたり、指導
力を発揮したりする機会を紹介し、ロータリーのリソースを活用できるよう支
援します。

顧問になれるのは、スポンサークラブのロータリアンまたはローターアク 
ター、学校の教職員または地域のボランティアです。一つのローターアクトク
ラブにつき国際ロータリーに報告できる顧問は1名のみですが、複数の顧問
が指導と支援を行うこともできます。

大学基盤のローターアクトクラブでは、クラブが大学の全面的協力を得なが
ら活動できるよう、大学教員1名を顧問とすべきです。
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スポンサークラブと顧問によるローターアクトクラブへの
支援
ローターアクトクラブの活動はその地域の慣習によって異なりますが、
スポンサークラブと顧問による支援は万国共通です。ローターアクト
クラブの成功を支援するためにできることをいくつかご紹介します。 

手助けする（顧問）
• 例会とローターアクト理事会会合に出席し、スポンサークラブとロー

ターアクターの橋渡し役となる。
• 役員選出において助言をする
• 正確なクラブ記録の保持と資金の管理を支援する。
• クラブ会長が毎年国際ロータリーに最新のクラブ・会員情報を提供

していることを確認する。
• ローターアクトクラブの行事日程がスポンサークラブや大学の行事日

程と重ならないよう調整する。

メンターとなる／意欲を引き出す
• スポンサークラブ会員とローターアクターの関心、志望するキャリア、

専門分野に基づいて組み合わせる「メンター制度」や、職業人として
成長できる機会を設ける。 

• プロジェクトの企画と実施において助言と専門知識を提供する。
• ロータリークラブの例会や行事においてローターアクターに重要な役

割を任せることで、その後も長期にわたってロータリーとの関係を保
つ意欲を与える。

• ロータリーの行動計画を支えるような、力強く柔軟で革新的なクラブ
づくりを応援する。

ともに学ぶ
• ローターアクターを地区大会に招いたり、ローターアクトの地区研修

に参加したりする。 
• (スポンサーとなっているロータリークラブ向け）ローターアクトクラブ

の役員・理事・委員長がほかのローターアクト／ロータリーのリーダー
と意見を交わしてネットワークを築けるよう、研修への参加を強く促
し、参加費用を援助する。 

• ローターアクトの推進、次期リーダーの研修、クラブの発展にどのよ
うな戦略を用いるかについて、ローターアクトのリーダーと話し合う。 

• 意見を交換し、講演から刺激を受け、ローターアクトとロータリーとの
国際的なつながりを強めるため、年次ローターアクト大会前会議に出
席する。

役立つ情報 
クラブは、地区内の他のクラブ
と共同でローターアクトクラブ
をスポンサーでき、一つのロー
ターアクトクラブに、最高三つ
のクラブが共同スポンサークラ
ブとなることができます。共同
スポンサークラブは、ローター
アクターの支援と指導における
責務を分担します。

https://my.rotary.org/ja/learning-reference/about-rotary/strategic-plan
https://convention.rotary.org/ja
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役立つ情報 
ローターアクトクラブは、毎年6
月30日までに、ロータリーに登
録されたクラブの情報を更新す
ることが義務づけられています 
(次期会長の報告を含む）。国
際ロータリーに報告されている
現年度のローターアクトクラブ
会長、顧問（アドバイザー）、ス
ポンサークラブ役員のみが、自
分のMy ROTARYアカウントを
使ってMy ROTARYの「クラブ
の運営」ページで情報を閲覧・
更新できます。

奉仕のパートナーとなる
• ローターアクトクラブの奉仕プロジェクトにボランティアとして参加し

たり、ロータリークラブのプロジェクトや募金活動への参加を誘う。 
• 両クラブの長所を生かした合同奉仕プロジェクトを立案し、ローター

アクターにリーダーシップを発揮する機会を与える。 
• (スポンサーとなっているロータリークラブ向け）グローバル補助金プ

ロジェクトにローターアクトクラブにも参加してもらい、大規模な国際
奉仕プロジェクトを経験する機会を与える。 

• ローターアクトクラブがロータリーの重点分野と一致する持続可能な
奉仕活動を立案するのを支援する。

• 会員がプロジェクトや活動の資金・手配・備品のニーズを満たす方
法を考案するのを指導する。

ローターアクトを推進する
• スポンサークラブの例会や行事でローターアクターの功績を称える。 
•	 ロータリー賞（ローターアクトクラブ向け）を受賞できるよう応援し、

奉仕プロジェクトを卓越したローターアクト・プロジェクト賞の候補と
して推薦する。 

• 毎年3月に世界ローターアクト週間を記念する合同プロジェクトや活
動を行う。 

• 5月の青少年奉仕月間には、ローターアクトが地域社会に変化をもた
らしていることを広報する。

• 地域社会でローターアクトについて情報を発信し、クラブがブランド
リソースセンターでカスタマイズ可能なテンプレートを使って推進用
資料を作れるよう支援する。 

ロータリーのつながりを強化する
• ローターアクターには、インターアクターへのメンターやRYLA行事で

のボランティアを務めるよう奨励する。
• ローターアクターがキャリア目標を海外での人道的プロジェクトに生

かすことができる新世代交換を立案する。 
• ローターアクターに奨学金やロータリー平和フェローシップへの申請

を勧める。 

https://my.rotary.org/ja/manage/club-district-administration/club-administration
https://my.rotary.org/ja/manage/club-district-administration/club-administration
https://www.rotary.org/ja/learning-reference/about-rotary/areas-focus
https://my.rotary.org/ja/news-media/office-president/rotary-citation
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/awards
https://my.rotary.org/ja/secure/application/136
https://my.rotary.org/ja/secure/application/136


定款と細則

リーダーの役割と責務

クラブ例会

会員の参加促進と会員維持

3 成功するクラブとなるために

クラブの発展には強固な基盤づくりが欠かせません。透明性の高いクラブ
定款と細則、明確なリーダーの役割、円滑に進行する例会、会員の参加を促
す明確な方策が今後のクラブの成功を後押しすることとなります。

定款と細則
すべてのローターアクトクラブはクラブ定款と細則を持つ必要があります。こ
れらの文書は、クラブの構成を定め、クラブが国際ロータリーの方針と手続き
に従って自主的に運営するためのものです。すべてのローターアクトクラブは
自動的に標準ローターアクトクラブ定款を採用します。この定款を変更でき
るのはRI理事会のみです。クラブ細則は、標準ローターアクトクラブ定款を
補完する文書として、クラブの運営一般を規定するものです。推奨ローターア
クト細則をそのまま採用してもよいですし、独自の細則を作成しても構いま
せん。ただし、細則は標準ローターアクトクラブ定款およびロータリー章典に
相反しないものでなければなりません。 

リーダーの役割と責務
クラブのリーダーには、新会員を募り、現会員のやる気と関心を維持し、募金
を成功させ、充実した奉仕プロジェクトを実施する能力が求められます。ク
ラブ理事会は、ローターアクトの組織規定を熟知しておく必要があります。ま
た、次期役員は、地区で開催されるリーダーシップ研修に出席しなければな
りません。 

理事会
クラブ会長、直前会長、副会長、幹事、会計（および、クラブのニーズに応じ
てそのほかの役員）からなる理事会が、ローターアクトクラブの運営を担いま
す。役員の役割と追加はクラブ細則で規定する必要があります。顧問（アド
バイザー）は、定期的に理事会会合に出席して指針を与えます。スポンサー
クラブの会員も、オブザーバーとして出席できます。理事会の会合は定期的
に開き、会合での決定内容を次回の例会で報告する必要があります。 

理事会の会合では、クラブの計画や奉仕プロジェクトを検討・承認し、クラブ
の財務状況を確認します。また、さまざまな責務を会員間で分担することを
検討します。年度末には、その年度の主な活動を記した年次報告書を作成
し、スポンサークラブ（該当する場合）に提出する必要があります。

https://my.rotary.org/ja/document/standard-rotaract-club-constitution
https://my.rotary.org/ja/document/recommended-rotaract-club-bylaws
https://my.rotary.org/ja/document/recommended-rotaract-club-bylaws
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/622
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クラブと会員の情報の更新
ローターアクトクラブは、正規
のクラブとしての状態を維持
するために、毎年6月30日まで
にMy ROTARYの「クラブの運
営」から、ロータリーに登録さ
れたクラブと会員の情報を更新
することが義務づけられていま
す（次期会長の報告を含む）。
この更新を行うことは、クラブ
がローターアクトの最新情報、
大会前会議の情報、そのほか
の参考資料を受け取るために
重要となります。 

クラブと会員の情報を毎年更
新しないクラブは、加盟終結と
なり、ローターアクト大会前会
議とロータリー国際大会に出
席できなくなるほか、国際ロー
タリーの参考資料やサポート
を受けられなくなります。

地区ローターアクト委員会は、次期ローターアクトクラブ役員、理事、委員会
委員長に研修を提供することが義務づけられています。必要なすべての研
修にこれらのリーダーが出席できるよう、スポンサークラブが費用を負担する
ことが推奨されています。ローターアクトのリーダーがロータリアンと共に地区
ロータリー役員の研修に参加することもあれば、地区委員会がローターアクト
のリーダー向けに個別の研修を開催することもあるなど、研修内容は地区に
よって異なります。研修と大会の詳細については、「会合と国際行事」の章を
ご参照ください。

会長
リーダーとしてクラブを率い、クラブと理事会の全会合で議長を務めること
が会長の主な役割です。また、クラブの専門能力開発とリーダーシップ向上
の活動や奉仕プロジェクトが成功するようにクラブ委員会の意欲を高め、指
導するのも会長の役割です。

推奨されている責務は以下の通りです。
• 議題を事前に決めておき、役員や委員が十分な時間を持って資料を

用意できるよう手配する。
• 理事会の議長を務める。
• 理事会の承認の下、常任委員会と臨時委員会を任命し、すべての委

員会の職権上の委員となる。
• 会員の経験を考慮して各委員会の委員長を任命し、それぞれの委員

長と協力して委員を選出する。
• 会員に責務を委任し、将来にクラブリーダーとなる資質を養う機会を

与える。 
• 各会員のスキルや関心を生かしてプロジェクトに参加するよう奨励す

る。
• クラブの活動と奉仕プロジェクトについて多くの人に情報を発信し、

成功させる。
• 多様な会員基盤を築くための会員増強策を支援する。
• 顧問、スポンサークラブ会員、地区のローターアクト役員と連絡を取

り、協力する。大学に基盤を置くクラブの会長は、大学のクラブ顧問
にも相談する。

• 会員間の争いを解決し、クラブで多様性、公平さ、開放性を奨励
する文化と環境を築き、いかなる形でもハラスメントがないようにす
る。 

• 毎年6月30日までにMy ROTARYの「クラブの運営」からクラブと会
員の情報を更新する。

https://my.rotary.org/ja/manage/club-district-administration/club-administration
https://my.rotary.org/ja/manage/club-district-administration/club-administration
https://my.rotary.org/ja/manage/club-district-administration/club-administration
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副会長
副会長の主な役割は、会長をサポートすることです。クラブによっては、次期
会長が副会長を務める場合もあります。 

推奨されている責務は以下の通りです。
• 会長不在時に例会の議長となる。
• 理事会メンバーとなり、すべての委員会で職権上の委員となる。
• 会長から頼まれた特別任務を行う。
• クラブ目標と活動の進捗状況を把握する。
• 会長不在時に、会長の諸任務を引き継ぐ。

 
幹事
幹事の主な役割は、クラブの効果的な運営を手助けすることです。幹事は、
物事の整理が得意で、コミュニケーション力に優れた人に向いています。

推奨されている責務は以下の通りです。
• クラブの全記録（会員、委員会の任命、出席、会費の支払い記録な

ど）、クラブの認定状、予算、報告書などの重要な資料を保管する。
• 地区リーダーに、ロータリークラブ入会に関心のある会員（現役ロ

ーターアクターとして、またはローターアクト退会後）について知らせ
る。 

• 毎年の情報更新ができるように、クラブと会員の情報を会長に提供
する。

• すべての例会の議事録（話し合いの内容や決定に関する記録文書）
を作成する。 

会計
会計はすべての資金を監督し、正確な会計記録を管理し、財務運営におけ
る透明性を確保し、クラブ会員およびスポンサークラブ（該当する場合）から
の問い合わせに回答します。会計には、責任感が強く、細部にも配慮できる
人が求められます。

推奨されている責務は以下の通りです。
• 財務委員会の委員長となる。
• 会費を徴収する。
• 徴収した会費や募金活動で集まった資金を全額管理する。
• クラブ経費の支払いを行う。
• 予算書類を作成し、予算を管理する。
• クラブの財務と収支の詳細を記した報告書を毎月作成する。
• 法律で定められた財務報告要件をクラブが順守していることを確認

する。
• 年度末報告を作成し、クラブ会員と次期会計に配布する。会計報告

は、クラブが永久に保管する。
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役立つ情報 
ローターアクトクラブは、標準
ローターアクトクラブ定款およ
びロータリー章典に矛盾しない
範囲で、推奨ローターアクトク
ラブ細則を修正できます。スポ
ンサークラブのあるクラブは、
クラブ細則についてスポンサー
クラブから承認を受けるべきで
す。

直前会長
直前会長は、会長としての経験を基に、活動計画やプロジェクトの実施に関
してアドバイスし、理事会や会員をサポートします。

クラブの各委員会
委員会は、理事会の承認の下、会長によって任命され、活動やプロジェクトの
実施においてクラブを支援します。クラブの常任委員会には、クラブ奉仕委
員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、専門能力開発委員会、財務委員
会などがあります。必要に応じて、追加の委員会も設置できます。クラブ細則
にはすべての委員会の責務を明確に規定する必要があります。 

委員会は、計画や活動について話し合うために、定期的に会合を開くべきで
す。すべての活動を円滑に行うために、各委員会の中に小委員会も設置でき
ます。委員会の活動と経費は理事会の承認を受ける必要があるため、委員会
は、活動計画をクラブ会長に提出します。

クラブ例会
ローターアクトクラブは、例会をいつ、どこで、どのように開くかを決定できま
す。スポンサークラブのあるローターアクトクラブは、少なくとも年1回、スポン
サークラブと一緒に例会を開くべきですが、その回数や互いの例会に出席す
る時期は双方が相談して決定できます。 

各例会のプログラムを組む委員長を任命したり、例会ごとに司会者や進行
役となる会員を決めたりすることもできます。全会員にとって有意義な例会を
行うには、計画段階から会員に参加してもらうことが大切です。プログラムの
アイデアについては、スポンサークラブにも相談してみましょう。

地域社会のビジネスリーダーや専門家、大学教授、国際経験の豊かな人など
を例会に招待したり、地元の企業・団体・文化施設に研修に行ったりするの
も一案です。また、例会でクラブのプロジェクトの状況報告やロータリー最新
情報を確認しましょう。 

https://my.rotary.org/ja/document/standard-rotaract-club-constitution
https://my.rotary.org/ja/document/standard-rotaract-club-constitution
https://my.rotary.org/ja/document/rotary-code-policies
https://my.rotary.org/ja/document/recommended-rotaract-club-bylaws
https://my.rotary.org/ja/document/recommended-rotaract-club-bylaws
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役立つ情報 
ロータリーのブランドリソース
センターには、カラフルでカス
タマイズ可能な推進資料が用
意されています。クラブの広報
にご活用ください。両面印刷の
推進用カード、ポスター、クラ
ブのロゴを作成したり、バナー
のテンプレートをダウンロード
したりできます。 

議題（アジェンダ）
出席者の時間を有効に利用するには、議題に沿って進行することが重要で
す。議題には、以下の項目を含めましょう。

1. 例会開始前の非公式な交流時間 
2. ゲストと新会員の紹介
3. お知らせと諸連絡 
4. 理事会と委員会からの報告
5. 講演やプレゼンテーション
6. 閉会の挨拶
7. 散会

会員の参加促進と会員維持

入会者を見つける
入会促進と現会員維持の目標を設定するためのアイデアを、「会員増強ガイ
ド：地域にあった計画を立てよう」でご参照ください。 

ローターアクトへの入会理由として常に上位に上がるのは、「新しい人と出会
いたい」と「地域社会に貢献したい」の二つです。皆さんの周りにも同じこと
を求めている人がたくさんいるはずです。そうした人を奉仕プロジェクト、交
流イベント、クラブの親睦会に誘い、ローターアクトを実際に体験してもらいま
しょう。入会候補者として以下のような人が考えられます。

• 友人
• 親類
• クラスメートや同僚
• インターアクター、ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）

参加者、ロータリー青少年交換学生

クラブや奉仕プロジェクトを多くの人に知ってもらう方法として、いくつか例を
ご紹介します。

• 入会候補者がクラブの活動や参加方法について調べることができる
ウェブサイトやブログを開く。大学に基盤を置くクラブは、大学ウェ
ブサイトにローターアクトクラブのウェブサイトにつながるリンクを掲
載してもらう。

• ソーシャルメディアを通じて例会、行事、奉仕プロジェクトの情報を発
信する。

• 地域イベントで活動の写真や動画を展示する。入会候補者に推進用
カードやパンフレットを配布して連絡先を伝える。

• リーダーシップや職業スキルを磨くための機会としてのローターアクト
をアピールする。 

• 大学の機関紙や地元メディアを通じてクラブ活動を広報する。 
• 若者が集まる場所（図書館、喫茶店、大学ラウンジなど）で、活動や

例会場所などのクラブ情報を掲示する。クラブの場所や情報を見つ
けやすくする。 

https://brandcenter.rotary.org/ja-JP
https://brandcenter.rotary.org/ja-JP
https://my.rotary.org/ja/document/strengthening-your-membership-creating-your-membership-plan
https://my.rotary.org/ja/document/strengthening-your-membership-creating-your-membership-plan
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スポンサークラブからのアド
バイス
スポンサークラブは、会員が結
束することの重要性を理解し、
ローターアクトクラブが直面す
る問題についても豊かな経験
があるはずです。会員の勧誘と
維持に関するヒント、アドバイ
ス、成功例などを紹介してくれ
るでしょう。国際ロータリーも、
ローターアクトクラブが活用で
きる情報やリソースを提供して
います。 

新会員のやる気を高める
まず、ローターアクトに入会する理由を理解することが大切です。社会に役立
ちたい、リーダーシップの能力を磨きたい、友人を増やしたいなど、さまざまな
理由があるはずです。これらの動機を実現するための活動や機会を提供で
きれば、入会と会員維持が促進できるでしょう。 

新会員への配慮として以下のようなアイデアがあります。
• 特別な会合やイベントを開いて新会員を歓迎する。 
• クラブとロータリーファミリーに慣れてもらうため、オリエンテーション

を開いて新会員に参加してもらう。
• 経験豊かな会員が新会員のメンターとなり、入会時の不安を取り除

く。
• 例会を欠席した新会員と連絡を取り、フォローアップする。
• クラブの活動や奉仕プロジェクトに、新会員の友人や家族と一緒に

参加してもらう。

現会員の参加を促す
新会員の勧誘と同じように重要なのが、現会員の維持です。ローターアクト
の活動に意欲を持ち続けられるような経験を提供しましょう。以下はそのた
めのアイデアです。

• 活動に貢献した会員を表彰する。
• できるだけ多くの会員に、クラブのプロジェクトや活動に参加してもら

う。
• インターアクト、青少年交換、RYLA、そのほかのロータリーのプログ

ラム参加者と交流するよう呼びかける。
• リーダーとしての役割を率先して担うことを奨励する。
• 毎月Eメールで最新情報を送信する。
• 例会・活動・プログラムについて定期的に会員の意見を求める。



革新的で持続可能な奉仕活動4
ローターアクトクラブは毎年、地域社会のニーズに応えるプロジェクトと、グ
ローバルな視野をもったプロジェクトの、少なくとも2つの奉仕プロジェクト
を実施すべきです。奉仕プロジェクトを通じて、会員は地元地域とのつなが
りを深め、世界各地の若者と交友関係を築き、入会への関心を高めること
ができます。 

奉仕プロジェクトの計画
地元市民や奉仕を受ける人たちと一緒に奉仕活動を行い、持続的な影響を
もたらしましょう。地域社会の調査を実施してニーズを調べ、クラブの会員た
ちが持つ知識やリソースをどう活用できるかを考えます。「地域調査の方法 」
は、ローターアクトクラブが大きな成果をもたらす奉仕プロジェクトを計画する
上で参考になる資料です。ロータリーでは、特定分野に焦点を当てた活動を通
じて持続的な変化を生み出すため、重点分野（「平和構築と紛争予防」、「
疾病予防と治療」、「水と衛生」、「母子の健康」、「基本的教育と識字率向
上」、「地域社会の経済発展」）を定めています。

奉仕プロジェクトを立案、実施の際には、以下の要素を取り入れましょう。
•	 地域調査を実施する。
• ロータリーの重点分野に沿う。
• プロジェクトの立案、計画、実施において援助を求める。 スポンサ

ークラブ、ロータリー行動グループ、地区リーダー（地区国際奉仕委員
長など）から積極的にアドバイスや支援を求める。 

• 資金を確保し、プロジェクト専用の口座を設ける。
• 持続的な変化を生み出すために、クラブの関与を終えた後もその地

域が支援を続けられるようにする。持続的なプロジェクトのための6
つのステップについて学び、測定と評価の基準を設定し、評価結果
を今後のプロジェクトの計画に盛り込む。

• 成果について情報を発信する。プロジェクトの写真をソーシャルメデ
ィアに投稿する、地元メディアにプレスリリースを送る、ロータリーシ
ョーケースに掲載する、といった方法がある。

•	 ロータリーのフォーラムを活用し、ほかのローターアクターやロータリア
ンとつながり、プロジェクトのパートナー探しや意見交換ができる。

https://my.rotary.org/ja/document/community-assessment-tools
https://www.rotary.org/ja/our-causes
https://my.rotary.org/ja/document/community-assessment-tools
https://www.rotary.org/ja/our-causes
https://my.rotary.org/ja/document/six-steps-sustainability
https://my.rotary.org/ja/document/six-steps-sustainability
https://my.rotary.org/ja/secure/showcase
https://my.rotary.org/ja/secure/showcase
https://my.rotary.org/ja/exchange-ideas/groups
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卓越したローターアクト・ 
プロジェクト賞
ロータリーでは毎年、特に優れ
た奉仕プロジェクトを実施した
ローターアクトのプロジェクト
に「卓越したローターアクト・プ
ロジェクト賞」を授与していま
す。受賞クラブには、ローターア
クト大会前会議で受賞プロジ
ェクトについて発表する機会が
与えられます。プロジェクト推
薦の締め切りは2月1日です。 
 
詳しくはロータリーウェブサイ
トの「各種賞・表彰」のページ
をご覧ください。

募金
クラブの活動やプロジェクトを実施するには資金調達が必要です。資金を集
めるための方法には、募金を目的としたパーティ、スポーツ大会、バザー、お
祭りでの募金活動などがあります。 

募金を実施する際は、次の点を考慮しましょう。
• 関心を引く方法を考える。ユニークな内容であれば、寄付者やメディ

アの関心を引くだけでなく、新会員の勧誘にもつながります。
• 必要な資金を正確に算出し、現実的な募金目標を設定する。 
• 個人、企業、団体から寄付を募る際は、寄付金の用途や、寄付に対

する表彰方法について伝える。
• 会員のスキル、職能、人脈を最大限に活用する。人前で話すことに得

意な人を募金イベントでの司会進行役に抜擢し、会員には人脈を駆
使して活動を応援してもらう。 

• 地元メディアの協力を得る（次の項目の「広報に関するヒント」を参
照）。

• スポンサークラブやほかのローターアクトクラブにヒントやベストプラ
クティスを尋ね、経験談や成功事例から学ぶ。

• スポンサークラブに、奉仕のパートナーとしてプロジェクトや募金活
動に参加してもらう。

https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/awards
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地元メディアとの協力
地元メディアにつてがある会員
を広報担当に任命し、クラブに
よる地域への貢献や活動につ
いて伝えてもらいましょう。プ
ロジェクトやクラブの基本情報 
(概要資料や推進用カードな
ど）を記者に渡して取材を促し
たり、イベントに招待して報道
してもらいます。イベントの終
了後は、報道用に簡潔な説明
を添えた写真や動画を送るこ
とを忘れずに。

ロータリーのブランドリソース
センターには、プレスリリースの
見本やメディアと協力する際の
ヒントなど、さまざまな情報が
紹介されています。

情報発信と広報
地域の人びとがローターアクトクラブの活動について理解を深めれば、それだ
け多くの支援を募ることが期待できます。また、クラブの好ましいイメージが
定着すれば、新会員も増え、ロータリー全体のイメージが良くなるでしょう。 

クラブ活動を広報する方法：
• クラブの行事・プロジェクト・募金活動で高画質の写真や動画を撮

影する。
• ソーシャルメディアを通じてクラブの活動を伝える。 
• ロータリーのブランドリソースセンターやロータリーの免許取得業者が

提供しているような、ユニークでカラフルな推進用資料やバナーを作
成する。 

• 今後の、あるいは最近完了したプロジェクトについて説明する時の重
要ポイントを会員に説明し、会員が学校・職場・地域社会でスポーク
スマンの役割を果たせるようにする。 

• 今後のすべてのプロジェクトについて広報計画を立て、チームが早目
に取りかかれるようにする。

https://brandcenter.rotary.org/ja-JP
https://brandcenter.rotary.org/ja-JP
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/application/136
https://my.rotary.org/ja/member-center/licensed-vendors


地区の役割

地区委員会

ローターアクト多地区合同 
情報組織

国際ロータリーの役割

5 地区、多地区、RIからの支援

スポンサークラブは、新しいローターアクトクラブの指導と支援において重要
な役割を果たしますが、ロータリー地区もローターアクトを支援します。ロータ
リー地区とは、複数のロータリークラブから成る特定の地域区分を指します。
ロータリーは世界に530を超える地区があります。 

ロータリーは、ローターアクトの推進と活性化のため、複数の地区レベルの役
職、委員会、研修を支援してします。さらに、ローターアクターが地区の行事、
奉仕プロジェクト、研修に出席できるように招待し、予算を割り当てるよう、
地区に強く奨励されています。

地区の役割
各地区は、以下の各役職を通じてローターアクトを支援することができま
す。 

地区ガバナー
地区ガバナーは地区内のすべてのクラブ、プログラム、活動を支援します。ガ
バナーは新しいローターアクトクラブを承認し、地区ローターアクト委員長を
任命します。また、地区ローターアクト委員会と相談した上で、地区ローターア
クト代表の選挙に関するすべての論争を解決します。

地区ガバナーは、地区、多地区合同、または国際的なリーダーシップ研修に
地区ローターアクト代表が出席するための費用を負担する必要があります。 

さらに地区ガバナーは、地区ローターアクト代表エレクトがローターアクト大会
前会議に出席するための費用を、全額または一部負担することが奨励されて
います（ただし必須ではありません）。

地区ローターアクト委員長
地区ローターアクト委員長はロータリアンが務めます。委員長は、地区内のロ
ーターアクトを管理し、すべてのクラブが会員の情報を毎年RIに報告してい
ることを確認します。さらに、ローターアクトクラブ同士をつなぎ、創意工夫し
てローターアクトとロータリーの橋渡し役となります。

地区ローターアクト代表
地区ローターアクト代表は、地区内のローターアクトクラブ会員の中から選出
されます。選出されるには、ローターアクトクラブ会長または地区ローターアク
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地区の役割 
ローターアクターは、地区ロータ
ーアクト委員会を除くすべての
地区委員会で委員長を務めるこ
とができます。地区ローターアク
ト委員会の委員長は、地区ガバ
ナーにより任命されたロータリ
アンが務めます。 

地区ローターアクト代表 
地区ローターアクト委員長また
はローターアクト代表を務める
方は、ロータリーからのローター
アクトのニュースやお知らせをE
メールで受信できるよう、ロータ
リーに自分の情報が報告されて
いるかどうかを地区ガバナーに
確認してください。

地区ローターアクト委員会 
地区ローターアクト委員会の
役割と責務については、ラーニ
ングセンターにある「就任の準
備：地区ローターアクト委員会」
のコースをご参照ください。 
 

ト委員会の委員として1年の任期を務めることが条件です。地区は、地区の
細則にそのほかの条件（年齢制限など）を含めることもできます。地区内の
ローターアクトクラブが一つしかない場合、代表は就任可能なローターアクト
クラブ直前会長、または設立されたばかりのクラブの場合は現職の会長が
務めます。代表は地区ローターアクト委員会の共同委員長として、ローターア
クトクラブと地区の間の連絡役を務めます。 

地区学友委員長
地区学友委員長は、ローターアクターがロータリアンへと移行する手助けを
し、ロータリーと関わるさまざまな機会（奨学金や交換留学など）を学友に紹
介します。

地区委員会
地区ガバナーは、ローターアクトの推進と強化のために地区ローターアクト委
員会を任命することが奨励されています。ローターアクターは、この委員会ま
たはほかの委員会（財務、会員増強、公共イメージ、研修、学友、社会奉仕、
国際奉仕、国際大会推進、インターアクト、RYLA、青少年交換など）の委員
となることもできます。  

地区ローターアクト委員会
委員はロータリアンとローターアクターがそれぞれ同数で構成され、地区ロー
ターアクト委員長と地区ローターアクト代表が共同委員長を務めます。この委
員会は、ローターアクトに関する広報支援、新ローターアクトクラブの設立の
奨励、クラブに対する支援を提供します。共同委員長は、次期ローターアクト
クラブ役員、理事、委員長の全員を対象とした1～2日間の指導者研修セミ 
ナーを企画して開催します。委員会に二重会員（ロータリアン／ローターアク 
ター）がいる場合、その人がどちらを代表するかは地区が決定します。 

地区青少年奉仕委員会
この委員会は、ロータリーのプログラムを移行する（例えばインターアクトから
RYLAを経てローターアクトへ）若きリーダーを支援し、スキルの成長に伴っ
て少しずつリーダーシップを発揮する機会を増やし、若い人たちを支援しま
す。また、プログラム間の連携を強化し、参加者には学友活動への参加を促
します。

ローターアクト多地区合同情報組織
複数の地区が共同で多地区合同情報組織（MDIO）を結成できます。MDIO
は奉仕プロジェクトや行事に関する情報を広め、地区間の連絡を密に保ちま
す。各MDIOは二つ以上のロータリー地区から成り、地域、国、または複数の
国のローターアクトクラブを代表することがあります。新しいMDIO結成の詳
細については、定款と細則の見本をご参照してください。

https://my.rotary.org/en/user/login?destination=secure/application/519
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=secure/application/519
https://my.rotary.org/ja/document/rotaract-multidistrict-information-organizations-getting-started
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国際ロータリーの役割
ローターアクトの方針は、RIローターアクト委員会と国際ロータリー担当職員
からの助言に基づき、RI理事会によって検討、決定されます。 

国際ロータリー理事会
RI理事会が規定する国際ロータリーの方針には、ローターアクトに関するも
のもあります。ロータリークラブは毎年のロータリー国際大会で、2年の任期
を務める理事を選出します。標準ローターアクトクラブ定款を改正できるの
は理事会だけです。

RIローターアクト委員会
この委員会はRI会長によって任命され、ローターアクトに関して理事会に助
言します。ロータリアンとローターアクターの協力を強化し、双方の学びあい
を推進するための方針、および、ローターアクトのリーダーシップ、専門能力開
発、奉仕に関する目標に近づくための方針を検討します。RI会長の指揮の
下、委員会はローターアクト大会前会議のプログラムを企画します。

事務局
国際ロータリーには職員が世界に数百人おり、新クラブの認定、クラブと地
区のリーダーへ定期的な情報提供、「卓越したローターアクト・プロジェクト
賞」など意義ある活動の表彰、世界ローターアクト週間の推進、リソースや資
料の作成などをクラブのために行っています。クラブが会員と活動の情報を
定期的に更新することで、ロータリーからの最新情報とリソースを受け取るこ
とができます。お問い合わせは、rotaract@rotary.orgまたは国際ロータリー日
本事務局までご連絡ください。

mailto:rotaract@rotary.org
https://www.rotary.org/ja/about-rotary/our-leaders/international-offices
https://www.rotary.org/ja/about-rotary/our-leaders/international-offices


地区と多地区の行事

国際行事

会合と国際行事6
ローターアクターは地区行事や国際行事に参加することで、楽しみながら他
のロータリー会員やローターアクト会員とのネットワークを広げ、リーダーシッ
プと職業人としてのスキルを磨くことができます。地域内の奉仕精神にあふ
れる他のリーダーたちと意見交換ができるように、ローターアクターとロータリ
アンが一緒に研修や大会に参加するように地区リーダーと協力しましょう。

地区と多地区の行事
 
ローターアクトクラブ役員研修
地区ローターアクト委員会の最も重要な役割のひとつは、ローターアクトクラ
ブ役員、ローターアクトクラブ委員長、顧問と大学顧問に対して研修を開くこ
とです。遅くとも各リーダーの任期開始の1カ月前までに研修を開き、新しい
役割に慣れる時間を持てるようにしましょう。地区には、会長エレクト研修セ
ミナー（PETS）とロータリークラブ役員研修に付随してローターアクト指導
者研修を実施することを強く推奨しています。また、ローターアクトクラブ役
員が必要な研修に出席するための費用をスポンサークラブが負担することも
推奨しています。

地区ローターアクト代表エレクト研修
リーダーシップに継続性を持たせるため、地区ローターアクト委員会は新しい
地区ローターアクト代表の研修において積極的な役割を果たすべきです。 
ロータリー地区は、地区ローターアクト代表が地区、多地区合同、または国際
的な指導者研修会合に出席するための費用を負担する必要があります。さら
に地区ガバナーは、地区ローターアクト代表エレクトがローターアクト大会前
会議に出席するための費用を全額または一部負担することも奨励されてい
ます（ただし義務ではありません）。

地区ローターアクト大会
地区ローターアクト代表が開催するこの年次行事は、ローターアクターにプロ
ジェクト計画のアイデアを紹介し、奉仕プロジェクトの広報を行い、国際理解
を深め、職業人としてのスキルを磨き、地域内で親睦を深めネットワークを築
く機会を提供します。ローターアクト地区大会はロータリー地区大会に付随し
て開催するように計画し、ローターアクトとロータリーのつながりを深めるた
めの合同セッションを少なくともひとつは計画しましょう。ローターアクト大会
の計画については、ラーニングセンターにある「就任の準備：地区ローターア
クト委員会」のコースもご参照ください。

https://my.rotary.org/en/user/login?destination=secure/application/519
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地区ローターアクト大会では、地区の奉仕プロジェクトの実施や、プロジェク
ト資金調達のための任意の地区ローターアクト活動資金の設置などについ
て、ローターアクトクラブによる投票が行われることがあります。決定には地
区内ローターアクトクラブの4分の3の賛成票が必要であり、地区ガバナーが
プロジェクトと資金調達計画の最終承認を行います。

多地区合同会合
地区を超えて合同で活動することにより、ローターアクターが学びあい、プロ
ジェクトで協力し、世界で活動するローターアクトを実感できる機会が広がり
ます。開催地区のガバナーと地区ローターアクト委員会は、指導と監督を提
供し、損害賠償保険に加入する責任があります。 

国際行事
グローバルな規模でロータリーとつながりましょう。リーダーとのネットワーク
を築き、講演から学び、旅をしながら世界中に友人を作ることができます。 
ロータリーには、ロータリーファミリーが参加できるさまざまな国際行事があり
ます。学び、分かち合い、刺激を受け、楽しみましょう。

ローターアクト大会前会議
毎年開催されるローターアクト大会前会議は、クラブの強化方法や奉仕プ
ロジェクトの方法を学び、世界中のローターアクターと交流する機会となりま
す。毎年異なる開催地での経験を楽しみながら、世界中のローターアクトのリ
ーダーと出会い、ワークショップで意見を交換し、リーダーシップや奉仕活動
を高める方法を学び、生涯つづく友情を育むことができます。地区ローターア
クト代表エレクト向けの特別セッションも開催されます。 

この行事には、ローターアクターとローターアクトに関心を持つロータリアンが
参加できます。次回のローターアクト大会前会議に出席する予定を早速立て
ましょう。

ロータリー国際大会
毎年開催されるRI国際大会は、新しいアイデアを発見し、ベストプラクティス
を交換し、より強いクラブを築くため世界中からロータリー会員が集結しま
す。ローターアクターは大会前会議だけでなく国際大会にも参加することが
奨励されています。フォーラム、ワークショップ、プロジェクト展示、本会議な
どを通じて、ロータリーの豊かな国際性と幅広さを直に体験できます。次回
の国際大会にぜひご登録ください。

https://convention.rotary.org/ja
https://convention.rotary.org/ja
https://convention.rotary.org/ja
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インターロータ
インターロータは、ローターアクターが開催する世界的会合で、3年に1度、世界
の異なる都市で開催されます。RIの公式会合ではありませんが、ロータリーは
この会合の重要性を認識し、プログラムの承認とロータリーのリーダー代表に
よる出席を通じて支援しています。ワークショップ、討論、貴重な講演のほか、
文化的な活動が行われます。代表となる会員は、次回のインターロータ開催地
の提案を出し、出席者による投票を通じて決定します。インターロータの詳細
については、Rotary.orgの「ローターアクト」のページをご覧ください。 

インターロータの開催を検討する場合、ローターアクターはまず開催地のガバ
ナーから承認を得る必要があります。開催地の決定後、RIは開催地区のロー
ターアクト代表に、遅くとも開催日の1年前までに提案書を提出するよう求め
ます。

世界ローターアクト週間
｢世界ローターアクト週間」では、世界中のローターアクターとロータリアンが、
初のローターアクトクラブが設立された3月13日を含む月曜日から日曜日まで
の1週間を祝います。世界中のローターアクターやロータリアンによって記念
行事が行われるこの1週間は、ローターアクトクラブとスポンサークラブが協
力してプロジェクトを実施し、地域社会でローターアクトを推進する絶好の機
会となります。世界ローターアクト週間には、記念行事としてふさわしい活動
を実施してください。 

スポンサークラブ、あるいは地区ローターアクト委員長は、この週に特別な活
動を行ったクラブを表彰することができます（表彰状はロータリーのの「各種
賞・表彰」ページからダウンロードできます）。 

https://www.rotary.org/ja/get-involved/rotaract-clubs/details
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/awards
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/awards


7 ローターアクトの世界的 
コミュニティ

ローターアクトには、世界規模のロータリーファミリーとつながり、職業人とし
てのネットワークを広げる機会を若いリーダーに与え、国際理解を育むという
利点があります。

ローターアクターが地元や世界の他のクラブとつながる方法をいくつかご紹
介します。

• 自分の地区から始める。ロータリアンは、ロータリークラブ・セントラ
ルから地区内のローターアクトクラブのリストをダウロードできます。
地区ローターアクト代表はMy ROTARYの「地区の運営」のページか
らリストをダウンロードできます。隣接するクラブに連絡して地区奉
仕プロジェクトを計画したり、会員を地区指導者研修に招きましょ
う。

•	 My	 ROTARYでプロフィールを作成し、ロータリーやローターアクトの
ほかの会員とつながる。クラブ検索を使って、国際奉仕プロジェクト
のパートナーを探したり  双子クラブの関係を結んだり、ほかのクラ
ブへの訪問を計画したりできます。ローターアクター向けのフォーラム
でアイデアを交換し、ほかの地域のローターアクターやロータリアン
が実施している奉仕活動の例を学びましょう。

• ソーシャルメディアを通じてローターアクトの世界を探る。フェイスブッ
クやツイッターでローターアクトをフォローしたり、インスタグラムやス
ナップチャットで「@Rotary」で国際ロータリーをフォローして、世界
のローターアクターで何に関心を持っているか、地域社会を改善する
ためにどんな活動をしているのかを見てみましょう。国内外のロータ
ーアクトクラブや地区と交流して、親睦を深め、プロジェクトのアイデ
アを交換し、ソーシャルメディアで写真をシェアしましょう。

• 世界中のクラブや地区をウェブサイトで検索し、直接連絡を取りまし
ょう。

https://my.rotary.org/ja/manage/club-district-administration/district-administration
https://my.rotary.org/ja
https://my.rotary.org/ja/search/club-finder
https://www.facebook.com/rotaractor/
https://www.facebook.com/rotaractor/
https://twitter.com/rotaract
https://www.instagram.com/rotaryinternational/
https://www.snapchat.com/add/rotary
https://www.snapchat.com/add/rotary


8 ローターアクトを超えて

ローターアクトは、ロータリーが若いリーダーを迎える方法の一つにすぎませ
ん。ロータリーで得られるさまざまな機会について知り。ロータリーを通じて
持続的な変化をもたらすために行動する方法をぜひ見つけてください。

ロータリー親睦活動グループは、共通の趣味や関心を持つ人びとのグル
ープです。その種類は、自転車、マラソン、ソーシャルメディア、環境問題など
多岐にわたります。詳細はこちらの資料をご覧ください。

ロータリアン行動グループは、水と衛生やエイズなど、特定分野の専門知
識を有するロータリアンとローターアクターから成るグループです。クラブや地
区の枠を超えたプロジェクトで変化をもたらすために、専門知識で貢献でき
ます。詳細はこちらの資料をご覧ください。

インターアクトは、12～18歳の青少年によるロータリーの奉仕クラブです。
同世代のつながりをもち、楽しみながら地域社会への奉仕や国際理解を深
める活動に参加できます。近隣のインターアクトクラブを誘って奉仕活動や
行事に参加してもらったり、インターアクターのメンターとなって大学進学の準
備を手助けしたりしましょう。ローターアクトクラブは、ほかの（一つまたは複
数の）ロータリークラブと共にインターアクトクラブの共同スポンサーとなるこ
とができます。詳細はこちらの資料をご覧ください。

ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）は、14歳から30歳ま
での青少年と若者を対象に、ロータリークラブや地区が実施する研修プロ
グラムで、リーダーシップ体験を与えることを目的としています。それぞれの
RYLAに、自信を付ける、スキルを伸ばす、専門能力の開発を促す、人間とし
ての成長を促す、といった特定の目標がありますが、共通するのは、若い人に
リーダーシップのスキルを伸ばし、新しい友人を作る機会を与えるという点で
す。ローターアクターは、参加者あるはリーダーとして参加したり、RYLA行事
の企画を担当したりできます。詳細はこちらの資料をご覧ください。

ロータリー青少年交換は、世界のロータリーコミュニティ（地区、クラブ、ホ
ストファミリー、学校）を通じて、15～19歳の学生が新たな文化を発見し、外
国語を学び、世界中で平和大使の役割を果たす機会となるプログラムです。
地域社会の若い人に、ロータリー青少年交換への参加を呼びかけ、交換留
学生には仲間としてアドバイスをしてあげましょう。詳細はこちらの資料をご
覧ください。

https://www.rotary.org/ja/our-programs/more-fellowships
http://www.rotary.org/ja/actiongroups
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/youth-exchanges
https://www.rotary.org/ja/our-programs/youth-exchanges
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新世代交換では、18～30歳の参加者が海外で人道的または職業上のテー
マのもとに独自の短期プログラムに参加します。ローターアクターは、独自の
新世代交換を企画したり、自分のネットワークを利用して交換プログラムを
拡張したり、受け入れた参加者を奉仕プロジェクトに招いたりできます。詳細
はこちらの資料をご覧ください。

ロータリークラブへの入会は、ローターアクターにとってロータリーとかかわ
り続ける最適な方法です。奉仕活動を通じて、身につけたリーダーシップスキ
ルを実践できます。ローターアクターは、ローターアクトクラブ会員であり続け
ると同時にロータリークラブに入会できます。若い職業人が入会しやすくな
るよう、ロータリークラブは出席要件の緩和や会費の減額など柔軟な会員種
類を設け、独自のクラブ体験を提供しています。

ロータリー奨学金は、中等教育、大学、大学院の学費を支援します。ロータ
リー財団は、ロータリー平和フェローシップ（下記参照）とグローバル補助金
奨学金を通じて、ロータリーのいずれかの重点分野における大学院留学を支
援します。詳細はこちらの資料をご覧ください。

ロータリー平和フェローシップは、世界各地の一流大学で平和と紛争解
決の分野を学ぶための費用を全額支給します。ロータリー財団は毎年、世界
7カ所のロータリー平和センターにおいて修士号（最高50名）あるいは専門能
力開発修了証（80名）を取得するための奨学金を授与します。平和構築と国
際理解に関わるキャリアを志すローターアクター、学友、専門職業人からの
申請をお待ちしています。詳細はこちらの資料をご覧ください。

https://www.rotary.org/ja/our-programs/new-generations-service-exchange
https://www.rotary.org/ja/our-programs/new-generations-service-exchange
https://www.rotary.org/ja/our-programs/scholarships
https://www.rotary.org/ja/our-programs/peace-fellowships


安全とリスク管理9
活動や行事を計画する時は、参加者全員の安全を確保するために必要な手
段を講じ、ロータリーが掲げる高い倫理基準と行動規範を守っているかどう
かを確認することが重要です。ボランティア全員が、お互いのため、さらに地
域社会のために前向きですべての人を受け入れる経験を作り出す上で、自分
の責務と役割を理解すべきです。 

法的責任とリスク管理
ローターアクターまたはローターアクトクラブを活動や行事に招待するロータ
リークラブと地区大会は、起こりうる法律上または道義上の義務と責任から
クラブまたは地区大会を保護するために、十分な旅行傷害保険および損害
賠償保険に加入すべきです。

リスク管理とは、人的・物的被害を引き起こすリスクの特定し、そのリスクの
解消に努めることです。クラブは、活動を始める前にリスク要因を確認し、対
応プランを立てる必要があります。大学基盤のローターアクトクラブは、大学
運営部と連絡を取り、リスク管理計画を立てます。ローターアクトクラブとス
ポンサークラブ（該当する場合）は、ローターアクト関連の法的責任を調べ、
それに基づいて適切な保険に加入すべきです。スポンサークラブのないロー
ターアクトクラブは、独自に、または所属地区の援助を受けて損害賠償保険
に加入することが義務づけられる場合があります。賠償責任から身を守る方
法などについて、法律の専門家に相談するとよいでしょう。 

ロータリーの損害賠償保険プログラムは、米国を拠点とするローターアクトク
ラブのみを対象とします。保険に関するご質問は、insurance@rotary.orgまで
お問い合わせください。

mailto:insurance%40rotary.org?subject=
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青少年と接する際の行動規
範に関する声明
国際ロータリーは、ロータリー
の活動に参加するすべての青
少年のために安全な環境をつ
くり、これを維持するよう努め
ます。ロータリアン、その配偶
者、その他のボランティアは、
接する児童および青少年の安
全を考え、肉体的、性的、ある
いは精神的な虐待から彼らの
身の安全を守るため、最善を尽
くす責任があります。 

この方針に関する質問につ
いては、youthprotection@
rotary.orgにお問い合わせくだ
さい。詳しくは、ラーニングセ
ンターにある「青少年プログラ
ム参加者の保護」のコースをご
参照ください。 

ロータリーの行事と活動の際の行動 
ロータリーは、安全、礼儀、品格、尊敬を促す環境を維持することに力を注い
でいます。ロータリーまたはローターアクトの行事や活動に出席・参加するす
べての会員と個人は、不快な身体的接触、誘いかけ、発言を含むハラスメント

（嫌がらせ）のない環境で活動する権利があります。ロータリアン、ローター
アクター、およびその同伴者は、クラブの行事と活動において専門職業人と
しての環境を育むことにより、善良なる人格、高潔さ、リーダーシップを示しま
す。ロータリーまたはローターアクトの行事または活動における不快な身体的
接触、誘いかけ、発言の申し立ては、クラブ理事会によって審査し、妥当な期
間内に回答します。申し立ての対象者がクラブ理事会のメンバーである場合、
自ら審査から外れることが求められます。犯罪行為の申し立てはすべて地元
の警察に伝えるべきです。不適切な行動の申し立てについて十分な対処を怠
った場合、その件を地区ガバナーに付託することができます。詳しくは、ラー
ニングセンターにある「ハラスメントの防止と対処法」のコースをご参照くださ
い。 

mailto:youthprotection@rotary.org
mailto:youthprotection@rotary.org
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=secure/application/519
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=secure/application/519
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/application/261


オンラインツール

行事と表彰

通信物と出版物

ロータリーの 
リソース10
オンラインツール

ブランドリソースセンター：ローターアクトクラブのロゴ、推進用資料などをカス
タマイズしてダウンロードできます。

ロータリーショーケース：完了した奉仕プロジェクトからヒントを得たり、自分
のクラブのプロジェクトを投稿して世界に紹介しましょう。

フォーラム：世界中の会員と体験やアイデアを共有できます。

ラーニングセンター：インタラクティブ型のコースでリーダーシップスキルを磨
き、役職への就任に備えましょう。

ローターアクトのフェイスブックページ 

ローターアクトのツイッター

国際ロータリーのインスタグラム

ロータリーのスナップチャット

行事と表彰

世界ローターアクト週間：ローターアクトの記念日である3月13日を含む月曜か
ら日曜までの一週間で、ローターアクトの世界的な活動成果を祝い、振り返
ります。 

卓越したローターアクトプロジェクト賞：卓越した地域社会または国際奉仕プ
ロジェクトを通じて前向きな変化をもたらしたクラブを表彰します。

ロータリー賞（ローターアクトクラブ向け）：ロータリーの行動計画に沿った目
標を達成し、前向きな変化をもたらしたローターアクトクラブを表彰します。

https://my.rotary.org/ja/secure/101736
http://map.rotary.org/ja/project/pages/project_showcase.aspx
https://my.rotary.org/ja/exchange-ideas/groups
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/application/261
https://www.facebook.com/rotaractor
https://twitter.com/rotaract
https://www.instagram.com/rotaryinternational/
https://www.snapchat.com/add/rotary
https://www.rotary.org/ja/calendar
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/awards
https://www.rotary.org/ja/awards
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役立つ情報 
本資料は2020年版「ローター
アクトハンドブック」です。本資
料に記載された情報は国際ロ
ータリーの定款と細則ならびに
ロータリー章典に基づいていま
す。正確なロータリーの方針に
ついては各文書を参照してくだ
さい。上記の文書に対する国
際ロータリー理事会による変
更は、本書に記載された方針よ
り優先されます。

お 問 い 合 わ せ やご 意 見 は 
rotaract@rotary.orgまでご連
絡ください。

通信物と出版物

Young	 Leaders	 in	Action：ローターアクトを含む若手リーダー向けのロータリ
ープログラムに関する月刊ニュースレターです（英語）。

ローターアクトクラブ認定フォーム	

標準ローターアクトクラブ定款

推奨ローターアクトクラブ細則

ロータリーの重点分野ガイド：ロータリーの重点分野と、各分野のプロジェク
ト例を紹介しています。

地域調査の方法：地域社会の中で効果的な奉仕プロジェクトを見極めるた
めの指針です。

ロータリー章典（ローターアクト関連の方針は第2章第12条に記載）：RIの定
款と細則を支持し、RI理事会により承認された決定事項です。

ローターアクトクラブの支援に役立つ資料はRotary.orgをご参照ください。お
問い合わせ：rotaract@rotary.orgまたは国際ロータリー日本事務局までご連
絡ください。

mailto:rotaract@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/news-features/newsletters
https://my.rotary.org/ja/document/rotaract-club-certification-form
https://my.rotary.org/ja/document/standard-rotaract-club-constitution
https://my.rotary.org/ja/document/recommended-rotaract-club-bylaws
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/589
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/578
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/622
http://www.rotary.org
mailto:rotaract@rotary.org
https://www.rotary.org/ja/about-rotary/our-leaders/international-offices
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