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インスピレーションになろう
113年前の創設以来、ロータリーの役割は、世界において、また会員の人生におい
て、絶えず進化してきました。ロータリーはその初期、会員が親睦と友情を見つけ、
地域社会で人びととのつながりを築く方法を提供していました。その後ほどなくし
て、ロータリーに奉仕が芽生え、組織の成長とともにその影響も膨らんでいきまし
た。間もなく、ロータリー財団の支えもあって、ロータリーの奉仕は世界中の家族や
地域社会の人びとの生活を変えていくようになりました。活動の成果を高めるため
に、他団体とのパートナーシップや奉仕の重点分野を生み出しました。各国政府、
国際団体、無数の地元や地域の保健当局と協力して、世界最大の官民協同による

保健の取り組み、ポリオ撲滅にも乗り出しました。ますます多くの会員が、友情だけでなく、人助けのために行
動する方法を求めてロータリーにやってくるようになりました。

ロータリーは今も、そしてこれからもずっと、ポール・ハリスが思い描いた団体であり続けます。それは、この地球
上のあらゆる国の人たちが手を取り合い、自分を超えた素晴らしいことを生み出せる場所です。その一方で、今日
のロータリーは、類まれな不朽の価値を提供してくれます。それは、才能、そして世界を変えようという熱意をも
つ人たちの世界的なネットワークの一員となれるチャンスです。私たちは、地域社会で行動する力が世界的な影
響を生み出し、力を合わせればたいていのことを実現できる能力とリソースを兼ね備えています。

全世界で、ロータリーはかつてないほど重要な存在となっており、より良い世界を築くその潜在能力は莫大です。
残念なことに、ロータリーがどんな団体で、どんな活動をしているのかを十分に理解している人は多くありませ
ん。私たちのクラブ内でさえ、多くのロータリアンがロータリーについて十分に知らず、ロータリー会員であること
の恩恵を十分に享受していません。

ロータリーの奉仕は、人びとの人生、そして地域社会を変えるものです。真に変化を生み出す奉仕をもっと実現
するために、私たちは、ロータリーでの自分の役割、そして世界におけるロータリーの役割を、これまでとは違う角
度でとらえる必要があります。公共イメージにもっと重点を置き、ソーシャルメディアを活用して会員基盤を築き、
奉仕のスケールアップを助長してくれるパートナー組織に注目してもらう必要があります。より持続可能な影響を
もたらす大きなプロジェクトに力を注ぎ、ロータリー年度や任期を超えた活動の研究と計画に時間を費やす必要
があります。一番大切なのは、前向きな変化を生み出し、私たちが今日直面する課題に勇気と希望、そして創造
性をもって正面から立ち向かう意欲を、クラブ、地域社会、そして組織全体から引き出すための「インスピレーショ
ン」となる必要があるのです。

ポール・ハリスが述べたように「ロータリーは、世界平和の縮図であり、国々が従うべきモデル」です。私にとっ
て、ロータリーは、単なる「モデル」ではなく、インスピレーションです。ロータリーは、可能性を指し示し、そこに到
達する意欲を引き出し、行動を通じて世界の「インスピレーションになる」ための道を拓いてくれるのです。

 
 
 
2018-19年度国際ロータリー会長 
バリー・ラシン



ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー戦略
計画の優先事項を支えるために、以下に挙げられた活動
項目を達成したクラブを称えることを目的としています。 
クラブは、これらの項目を達成するために丸1年間をかけて
取り組みます。

クラブがMy ROTARYでクラブ・会員の情報を更新している
限り、多くの項目の達成状況は、国際ロータリーで自動的
に確認することができます。そのほかの項目については、 
ロータリークラブ・セントラルなどのオンラインツールを
使って、クラブが達成状況を入力する必要があります。 
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。達成は、2018年7月1日時点の会員数と比較して 
算出され、2019年7月1日時点の会員数が確定した後となる
2019年8月15日に表彰されます。

なお、今年度は、ロータリー賞の必要項目を達成し、さらに
追加項目から1～3項目を達成したロータリークラブに、 
ロータリー会長特別賞が贈られます。 

クラブのサポートと強化

以下のうち3項目を達成
ll 会員1名の純増を達成する。
ll 既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：
l¡ クラブの会員維持率を1ポイント上げる。 

または
l¡ 2017-18年度のクラブの会員維持率が90％以上であ
る場合、これを維持する。

ll 女性会員1名の純増を達成する。
ll 少なくとも60％の会員が、My ROTARYから生年月日
を入力する。

ll 新しいロータリークラブのスポンサーまたは共同スポン
サーとなる。

ll 会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地
域社会にあるビジネスと専門職の実情に沿った会員基
盤を築くために活動する。  

人道的奉仕の重点化と増加

以下のうち3項目を達成
ll ロータリー地域社会共同隊を提唱する。
ll インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱
または共同提唱する。

ll 年次基金への会員一人あたりの平均寄付額が少なくと
も100米ドルとなる。

ll 奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。
ll ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上
を目的とした行事を開く。 

ll ロータリーの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。  

公共イメージと認知度の向上

以下のうち3項目を達成
ll クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、
ボランティア活動に費やした時間、募金額など）を 
「ロータリーショーケース」に投稿する。
ll ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界
を変える行動人」キャンペーン用広告・資料、その他の
関連資料を活用する。 

ll クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員が
メディアと話す機会を手配する。

ll ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーで
ネットワークを広げる機会を紹介する。

ll 企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを
継続または確立し、プロジェクトで協力する。

ll 青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。

2018-19年度 ロータリークラブ対象のロータリー賞 



ローターアクトクラブ対象のロータリー賞は、ロータリー
の優先事項を支えるために、以下に挙げられた活動項目
を達成したクラブを称えることを目的としています。クラブ
は、これらの項目を達成するために丸1年間をかけて取り
組みます。

ロータリー賞の受賞資格を満たすには、2018年7月1日よ
りも前に国際ロータリーにより認定されているローターア
クトクラブであることが条件となります。クラブは、2019
年7月1日までに、推薦書の提出を通じて、必要項目を達
成したことを報告する必要があります。

なお、今年度は、ロータリー賞の必要項目を達成し、さらに
追加項目から1～3項目を達成したローターアクトクラブに、
ロータリー会長特別賞が贈られます。   

クラブのサポートと強化

以下のうち2項目を達成
ll 会員1名の純増を達成する。
ll 少なくとも50%の会員が、My ROTARYのプロフィールペ
ージに自分のスキルと関心を入力する。

ll 双子クラブの関係を築く、または維持する。ll

人道的奉仕の重点化と増加

以下のうち2項目を達成
ll ポリオプラスへの会員一人あたりの平均寄付額が25米ド
ルとなる。

ll ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を
目的とした行事を開く。

ll 提唱ロータリークラブと協力し、ロータリーの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。ll

公共イメージと認知度の向上

以下のうち2項目を達成
ll クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、
ボランティア活動に費やした時間、募金額など）をl
「ロータリーショーケース」に投稿する。
ll ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界
を変える行動人」キャンペーン用広告・資料、その他の関
連資料を活用する。

ll 「世界ローターアクト週間」（望ましくはローターアクト創
立記念日である3月13日）に活動を実施し、報道機関を招
いてクラブとロータリーの活動を伝える。ll

2018-19年度 ローターアクトクラブ対象のロータリー賞



インターアクトクラブ対象のロータリー賞は、ロータリーの 
優先事項を支えるために、以下に挙げられた活動項目を
達成したクラブを称えることを目的としています。クラブ
は、これらの項目を達成するために丸1年間をかけて取り組
みます。

ロータリー賞の受賞資格を満たすには、2018年7月1日より
も前に国際ロータリーにより認定されているインターアク
トクラブであることが条件となります。また、2018年7月1日
よりも前に、成人のアドバイザー（顧問）が、自分の氏名と
連絡先を国際ロータリーに報告する必要があります。提唱
ロータリークラブの役員またはインターアクトクラブのアド
バイザーが、2019年8月15日までに推薦書を提出します。

なお、今年度は、ロータリー賞の必要項目を達成し、さらに
追加項目から1～3項目を達成したインターアクトクラブに、
ロータリー会長特別賞が贈られます。

  

クラブのサポートと強化

以下のうち2項目を達成
ll 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。

ll 提唱ロータリークラブまたはアドバイザー（顧問）と協力
して、キャリア開発支援またはメンタリング活動を立ち上
げ、参加する。

ll 提唱ロータリークラブまたはアドバイザー（顧問）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を
紹介する（ローターアクトクラブは大学と地域社会のどち
らを基盤としていてもよい）。l

人道的奉仕の重点化と増加

以下のうち2項目を達成
ll 「世界青少年奉仕デー」（Global Youth Service Day）の
ためのプロジェクトを計画、実行する。

ll ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を
目的とした行事を開く。

ll 提唱ロータリークラブまたはアドバイザーと協力し、ロー
タリーの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。

公共イメージと認知度の向上

以下のうち2項目を達成
ll クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、
ボランティア活動に費やした時間、募金額など）をl
「ロータリーショーケース」に投稿する。
ll ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界
を変える行動人」キャンペーン用広告・資料、その他の関
連資料を活用する。

ll 「世界インターアクト週間」（望ましくはインターアクト創
立記念日である11月5日）に活動を実施し、報道機関を招
いてクラブとロータリーの活動を伝える。

2018-19年度  インターアクトクラブ対象のロータリー賞



ロータリークラブ  
ロータリー賞の必要項目を達成し、 
さらに以下の追加項目を達成： 
1項目達成で「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、 
3項目達成で「プラチナ賞」

ll 会員5名以上の純増を達成す
る。

ll 毎月少なくとも4回、ソーシャル
メディアでクラブとその奉仕活
動を紹介し、「世界を変える行
動人」としてのクラブ会員の姿
を示す。

ll リーダー育成プログラム、自己啓
発プログラム、専門能力開発プ
ログラムのいずれかを開始また
は継続して、会員のスキルを養
い、会員であることの価値を高
める。

ローターアクトクラブ 
ロータリー賞の必要項目を達成し、 
さらに以下の追加項目を達成： 
1項目達成で「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、 
3項目達成で「プラチナ賞」

ll 会員5名以上の純増を達成す
る。

ll 毎月少なくとも4回、ソーシャル
メディアでクラブとその奉仕活
動を紹介し、「世界を変える行
動人」としてのクラブ会員の姿
を示す。

ll リーダー育成プログラムか専門
能力開発プログラムを開始また
は継続して、会員のスキルを養
い、会員であることのメリットを
高める。

インターアクトクラブ  
ロータリー賞の必要項目を達成し、 
さらに以下の追加項目を達成： 
1項目達成で「シルバー賞」、 
2項目達成で「ゴールド賞」、 
3項目達成で「プラチナ賞」

ll 提唱ロータリークラブまたはア
ドバイザーと協力して、地元ロー
タリークラブによる奨学金やそ
の他の奨学金など、会員が利用
できる奨学金の機会を調べ、
これをクラブに紹介する。

ll クラブとその奉仕活動を紹介し
た動画を毎年恒例の「インター
アクトビデオ賞」に応募すること
で、「世界を変える行動人」とし
てのクラブ会員の姿を示す。

ll リーダー育成プログラムを開始ま
たは継続して、会員のスキルを養
い、会員であることのメリットを
高める。

900-18JA—(1017)

One Rotary Center

1560 Sherman Avenue

Evanston, IL 60201-3698 USA

www.rotary.org

2018-19年度 ロータリー会長特別賞

私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な
良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。




