
１７． 地区協議会 

(2005 年 6 月 28 日現在) 

地区協議会の目的は、ロータリー・クラブの次期指導者が任務に備えて準備す

るためのものであり、クラブ会長、クラブ指導者の能力を育成し、知識を共有し、や

る気を起こさせることです。言い換えれば、クラブ管理やクラブ活動においてリーダ

ーの役割と責務を自覚させるものです。 

  

具体的には、 

① クラブ会員基盤の維持と増強 

② クラブが地域社会における奉仕や国際奉仕のプロジェクトを計画・実行し

て成功させるための具体的方策を立てるよう奨励し、指導する。 

③ クラブがロータリー財団への支援とプログラムへ積極的に参加するよう奨

励する。 

④ クラブの枠を超えて、奉仕を推進するリーダーを育成する。 

   

地区協議会の参加者は、クラブ会長エレクトおよび次ロータリー年度に指導的

役割を果たすよう会長エレクトから任命されたクラブ会員です。 

  地区協議会のプログラムの構成内容について、RI 理事会は、参加者を任務に

応じたグループに分け、活動内容についてグループ討議をすることを推奨していま

す。 

① 役割と責務、 ② 基本的な原則 一 方針と手続、 ③ チームの選任と

研修、 ④ 活動計画の立案、 ⑤ 成功事例の検討、 ⑥ 援助資源、  

⑦ 実際の応用計画、 ⑧ 問題解決 

 

 同時に、RI 理事会は研修がクラブ指導者の意欲を高め、有益なものになるように

プログラムの立案に際して地域の実情に合わせるように奨励しています。地区協議

会の日程は 4 月もしくは 5 月に開催される丸 1 日のセミナーですが、もし地区大会

がその時期に開催されるならば、地区協議会と地区大会を連続した会合日程に

開催することにします。 

この場合、地区大会は後半に行われるものとし、各会合に定められている時間

数を減らすことなく、また各 会 合 の必 須 事 項に配 慮 して行われなければなりませ

ん。 
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１８． 会長エレクト研修セミナー（President-Elect Training Seminar (PETS)） 

(2005 年 6 月 28 日現在) 

国際協議会後に、ガバナー・エレクトは会長エレクト研修セミナー（ペ

ッツ）を開かなければなりません。このセミナーによって、クラブ会長エ

レクトは、次年度ＲＩテーマを理解し、ロータリー・プログラムを実施す

る準備が整うのです。PETS の主な目的は、クラブ会長が、RI 理事会が定めた効

果的なクラブを創り、維持していくために必要な技能、知識および意欲を助長する

ことにあります。 

 

効果的なクラブとは次の四つです。 

１．会員基盤を維持、増強する。 

２．地域社会および他国の地域社会のニーズを取り上げた、成果に溢れたプロジ

ェクトを実施する。 

３．資金の寄付およびプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する。 

４．クラブのレベルを超えて奉仕できる指導者を育成する。 

  

プログラムは、次の主題及び学習目標を含め、ロータリーの内容に関する本会

議とグループ別討議から構成されています：年次テーマの発表、クラブ会長の役

割と責務、目標の設定、クラブ指導者の選出と準備活動、クラブの管理・運営、

会員の勧誘活動とオリエンテーション、効果的な奉仕プロジェクト、ロータリー

財団、参考資料や人材の活用、年度の計画などです。  

 

PETS の参加者は、地区内のクラブ会長エレクト全員のほか、ガバナー・エレクト、

ガバナー補佐、地区研修リーダーが含まれています。 ガバナー補佐は、ガバナー

を補佐して、自分たちが担当するクラブの会長エレクトが PETS に出席することを推

進し、会長エレクト、ガバナー・エレクト、ガバナー補佐との間で、チームの団結を図

らなければなりません。日程は 3 月中に 1 日半を充て計画されます。 

  

ガバナー・エレクトは、PETS のプログラム全般に対し責任があります。地区研修リ

ーダーは資格を持つ元地区ガバナーおよび地区委員会委員長から構成される地

区研修委員会委員と共に、セミナーの計画と実施に責任を持ちます。 
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１９． 国際大会 

(2005 年 6 月 28 日現在) 

国際ロータリー年次大会は、会計年度の最後の 3 カ月間（4 月、5 月、6 月）に、

ＲＩ理事会の決定する時と場所において、開催されます。年次国際大会の主たる

目的は、国際レベルにおいて、全ロータリアン、特に、次期クラブ会長、ガバナー・

エレクト、ＲＩおよびロータリー・クラブの次期役員を、鼓舞、激励しかつ情報を与え、

これによって地区レベルおよびクラブ・レベルにおけるロータリーの発展を活発に推

進しようとする意欲をかきたてます。年次大会は、また、国際連合体の年一度の会

合であり、連合体の業務を執り行います。国際大会は、ロータリー家族の世界的会

合であり、国際大会の本来の目的を減じない限り、社交および余興番組でロータリ

ーの親睦を祝うことは、妥当といえます。 

 

この国際大会は、同じ国で３年続けて開かれることはできません。その開催計画

の立案は通常 4－5 年位前から始まっています。これからの国際大会の開催地とし

ては、2006 年に、北欧のデンマーク・コペンハーゲンとスウエーデン・マルメで行わ

れ、以後の予定としては、2007 年米国・ニューオリンズ、2008 年米国・ロサンゼルス、

2009 年韓国・ソウル、2010 年カナダ・モントリオール、2011 年米国・ソルト・レークシ

テイーなどが候補地となっています。 

 

ＲＩ理事会は、ロータリアンが国籍だけを理由として参加できないことがないようあ

らゆる努力を払い、まず、大体の開催地域を決め、その地域内の複数の都市に開

催申し込みを呼びかけて、いろいろな手続きを経て、開催地の最終決定を下しま

す。この国際大会において、加盟クラブの代議員によってＲＩの役員が選挙され、

代議員は 1 クラブ 1 名となっていますが、会員多数のクラブについては、複数の代

議員を送ることができる規定があります。 

 

代議員は、自ら投票するほかに、委任状により代理者をたてることもできます。国

際大会は本当に国際的な行事であり、参加者総数は、少なくとも、20,000 人から

35,000 人のロータリアンとゲストが参加します。会員はみんな国際大会に参加して

ロータリーの真の国際性を発見するよう、早くから、ぜひ、参加の計画を立てるよう

奨励され、参加者は、国際大会への参加は決して忘れることのできない経験となり

ロータリーの奥深さを味わうことでしょう。 
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２０． ＲＩの役員 

(2005 年 6 月 28 日現在) 

ＲＩの中央役員は、RI 会長､会長エレクト、ＲＩ理事と事務総長です。ＲＩの役員は、

RI 会長、 会長エレクト、副会長、財務長、その他の理事、事務総長、地区ガバナ

ー、および、グレート・ブリテンおよびアイルランド内ＲＩ（ＲＩＢＩ）会長、直前会長、副

会長、名誉会計です。ＲＩの役員はＲＩ細則の規定に従い指名、選挙されます。ＲＩ

理事会は、19 名のメンバーから構成され、理事会の議長である RI 会長、会長エレ

クト、17 名の理事です。各理事は細則に明記されているゾーン内のクラブから指名

され、2 年の任期を務めるべく国際大会で全クラブによって選挙され、理事エレクト

となります。従って、各理事は、ロータリーの管理において、全クラブを代表する責

務を負います。 

 

2004 年の規定審議会では、「事務総長を報酬を受ける唯一の役員と規定する」

という立法案が可決され、ＲＩの役員は、事務総長を除き、全員無給です。ＲＩ会長

は、ＲＩの最高役員です。会長はＲＩの第 1 のスポークスパースンであり、国際大会と

ＲＩ理事会の会合を主宰し、事務総長に助言し、その職責に属する他の任務を行

います。ＲＩ会長エレクトは、理事会のメンバーとして、また、ＲＩ細則に規定する任務

および権限のみを持つものとします。但し、会長またはＲＩ理事会はこれにその他の

任務を与えることができます。 

 

RI 理事は理事ノミニーとして、理事会の定める日程にしたがって、4 年おきにゾ

ーン内のクラブ会員から 1 名指名されます。世界を 34 ゾーンに分け、日本はゾーン

1，2，3，4（Ａ）に含まれています。理事の任期は 2 年。理事ノミニーは地区ガバナ

ーの経験者の中から選出されます。 

 

地区ガバナーは各地区から地区ガバナー・ノミニーとして選出され、国際大会で

選挙されて地区ガバナー・エレクトとなります。ガバナーは、ロータリーの世界で非

常に重要な機能を果たしており、ロータリー地区と呼ばれるその地理上の所管区

域における国際ロータリーのただ一人の役員であり、この所管区域には通常 50、６

０、多いところでは 100 クラブ以上が含まれています。ガバナーは、国際協議会で

広範囲な訓練を受けた人たちであり、世界の 32,000 を超えるクラブのためのいわ

ば「品質管理」の機能を果たしています。 
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２１． ＲＩ理事会 

(2005 年 6 月 28 日現在) 

 国際ロータリーはロータリー全体の管理機構であり、世界中のロータリー・クラブを

会員として組織されています。ＲＩ理事会はその管理主体であって、構成メンバー

はＲＩ会長、会長エレクト、および各ゾーンから選出された 17 名の理事の計 19 名

で、事務総長は理事会の幹事を務めますが、議事についての投票権はありませ

ん。この 19 名と事務総長を総称して国際ロータリーの中央役員といいます。17 名

の理事は、世界に 34 ある各ゾーンにおいて４年おきに、ガバナー経験者の中から１

人が理事ノミニーとして指名され、任期開始の前々年度の国際大会で世界中のロ

ータリー・クラブによって理事エレクトとして選ばれます。したがって、理事は選挙区

としての各ゾーンから指名されますが、世界の全クラブを代表する責務を負うことに

なります。 

 

しかし、ゾーンから選ばれるという親近感を生かして、地元ゾーンのガバナーと情

報交換をすることが奨励されています。理事の任期は２年で、理事としての再任は

ありません。理事会は RI の目的の推進、ロータリーの綱領の達成のために必要な

基本原則の研究と教育、理想と倫理および独創的組織の保全と拡大などあらゆる

ことを行う義務があります。この目的達成のため、理事会は長期計画を採択し、規

定審議会の各会合で、その進捗状況を報告し、ロータリー・ゾーン研究会では理

事から発表説明しなければなりません。  

 

ＲＩ理事会の権限はＲＩ定款・細則に従って組織の方針を設定し、ＲＩの業務と資

金の監督、管理に当たることですが、同時にＲＩの事務総長が、実務執行の最高

管理者として理事会の方針を実施する業績を評定します。ＲＩ理事会の職務として

は、ＲＩ方針の決定、ＲＩプログラムのプラン作り、財務・予算の管理などが挙げられ

ますが、更に組織の擁護者としてＲＩのスポークスマンを務め、あるいはＲＩの目的を

推進するための先導者の役割を演じる責任があります。 

 

 理事会の決定は最終的であり、特別の指定がない限りその決定をした会合の閉

会後直ちに発効して、国際大会でクラブが提訴する以外に、これを覆すことはでき

ません。理事会の会合は通常年４回開かれ、第１回の会合で副会長と財務長が

選ばれます。理事会は、定例の会合と会合の中間期間中に理事会に代わってＲＩ

の方針を決定できる執行委員会を任命します。また、理事は理事会の各委員会に

属し、あるいは各ＲＩ委員会のリエイゾン･ディレクターを務めます。 
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２２． ロータリーの綱領 

(2005 年 6 月 28 日現在) 
ロータリーの奉仕を導く羅針盤は、ロータリーの綱領と呼ばれる原則で

す。ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として、奉仕の理想を鼓吹し、

これを育成し、特に次の各項を鼓吹育成することにある：  
第 1  奉仕の機会として知り合いを広めること；  
第 2  事業および専門職務の道徳的水準を高めること；あらゆる有用

な業務は尊重されるべきであるという認識を深めること；そし

てロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するためにその

業務を品位あらしめること；  
第 3  ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および社会生活

に常に奉仕の理想を適用すること；  
第 4  奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親

交によって国際間の理解と親善と平和を推進すること。  
 

ロータリーの綱領の歴史は大変古く、その原型はロータリーが誕生した

1905 年の翌年に早くも作成されています。1906 年にシカゴ・クラブが

three points program を採択しました。これが最初の綱領と言えます。一

つ目は会員の事業上の利益の拡大、二つ目は親睦、三つ目はシカゴ市への

貢献です。その後、ロータリーの発展につれ、この綱領は、奉仕の対象が

シカゴから米国全土となり、国際的にと変化していきます。項目の数も五

つになったり、六つになったり、何度も変わりました。Point も Objective
となり、Object となりました。  
 

また、項目が複数であったために、Objects という複数形 s がついていま

した。1951 年に s をとって単数形の Object とすることが決まりました。

その後、1989 年規定審議会で女性会員の入会が認められるようになります

と、綱領の中にある men が person に改正されました。同じ規定審議会で、

個人の活動に基づく職業分類が認められて、日本ではその結果、business

を事業、profession を専門職務、occupation を業務と改訳しました。そし

て「実業人と専門職業人」という訳を『事業と専門職務に携わる人』（英文

が business and professional persons、弁護士のポール・ハリスと 3 人

の実業人を連想します）に変えました。その後の変更はなく、現在に至っ

ています。綱領の 4 項目が四大奉仕部門に相当します。 
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２３． 職業奉仕 

(2005 年 6 月 28 日現在) 

ロー夕リーの創始者ポール・ハリスは、その自伝「ロータリーへの私の道」の中で

「ロータリーの会員は、その一人ひとりが、自分の職業とロータリーの理想とを結ぶ

環である」と書いています。ポール・ハリスは、この文章において、職業奉仕につい

て直接触れているわけではありませんが、第二奉仕部門を念頭に置いていることは

間違いありません。なぜなら、ロータリーは職業分類の原則に基づく会員組織なの

でロータリアンと職業とを切り離して考えることができないからです。クラブ会員は、

自己の職業の代表者としてロータリー・クラブに入会したのですから、クラブに対し

ては自己の職業の代表者となり、ロータリアン以外の人に対しては、ロータリーの精

神を普及する責務を負います。この二つの責務が職業奉仕の基盤となります。 

 

ロータリアンは、職業奉仕の基本として、自分に次のように問いかけなければ

なりません。「他の人にもう少し優しくなり、力になってあげるために、日常の

仕事の中で何ができるだろうか」。いわゆる職業奉仕は、日々、この基本を実践

しなければならないものだからです。個々のロータリアンがこういった職業奉仕

の成果を測る尺度があるでしょうか？ 必ずしもあるとはいえません。なぜなら、

職業奉仕の分野は、世界中のロータリアンの無数の交流と日々の決断を通じて広

がっていくからです。どれも、毎日の仕事に意味を与え、職場に尊敬の念を与え

ることを目指しています。 

 

世界中のロータリアンが職業奉仕をどのように定義しているか、その例をいくつか

紹介します：●「職業奉仕とは、生活の糧を得る方法を、生きがいに変えるもので

す」●「職業奉仕とは、職場で、そして、生活の中で、ロータリーを生かしていくこと

です」●「職業奉仕は、職業に誇りをもち、正直かつ品位のある方法で職業を実践

しようとするものです」 これらの定義からも分かるように、職業奉仕にはいろいろな

取り組み方があります。しかし、基盤は一つです。「ロータリアンは、職業を通じて社

会に貢献しなければならない」ということです。 

 
さらに、職業倫理観の重要性と共に四つのテストと呼ばれる職業奉仕の

水準を守るよう奨励されています。これは、簡単な四つの設問から成るテ

ストで、職業奉仕だけでなく、すべての奉仕部門、実質上あらゆる生き方

に直ちに応用することができます。  
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２４． 職業倫理への着眼 

(2005 年 6 月 28 日現在) 

20 世紀の初期、アメリカでは、「商売は商売だ」「買い手こそ注意しろ」「競争に

は情無用」「世間が何だ」と、利益が最優先され、野放しの資本主義でした。ポー

ル・ハリスは、ビジネスの中でお互いを助け、成功するように援助し合うことに努力を

傾けました。その後、ロータリアンは、高度の職業上の水準があるなら、これを見つ

け、採用し、ビジネスにおいて「ロータリアン」というときは、純銀製品に刻印される

“sterling”に匹敵しなければならないと認識するようになってきました。このとき、ロ

ータリーは初めて倫理的商取引（現在の職業奉仕）の重要性に注目したのです。 

 

1908 年、アーサー・フレデリック・シェルドンはシカゴ RC に入会し、「職業は社会

に奉仕する手段である」と他のロータリアンに説得しました。程なく、シカゴ RC は、

「商取引の方法のための委員会」を設置し、シェルドンが委員長となりました。1910

年に最初のロータリー大会がシカゴで開かれた時、大会委員長は、出席者にこう

語りました：「私たちは、世界において進んで自己の任務を果たし、公徳心を高め

たいと願い、職業において高度の道徳的水準を守りたいと思っています」。 

 

大会の閉会時に、シェルドンは、職業倫理の重要性を強調し、腐敗や不正は排

除しなければならないことを明らかにし、次のように語りました。「19 世紀の商慣習の

特徴は、『競争』です。出し抜かれる前に出し抜け、ということです。20 世紀に入り、

人類は賢くなりました。20 世紀の特徴は『協調』です。人間は、英知の光に照らし

て、正しい行為は報われる。職業は人類の奉仕の科学である。『最もよく仲間に奉

仕する者、最も多く報いられる』」ということが分かるようになりました」。 

 

そして、1912 年にダルースで開催された国際ロータリー・クラブ連合大会で、模

範的クラブ定款 5 か条が採択され、これが互恵主義からの決別を告げる新しい綱

領の基礎となり、そのまま職業奉仕の原則として現在に引き継がれています。次い

で、この定款を実行するために「指針」を作成しようということになり、1915 年サンフ

ランシスコで開催された第 6 回国際ロータリー・クラブ連合会年次大会で、「事業の

すべての分野に適用すべきロータリー道徳律」が採択されました。 
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2５. 四つのテスト 

(2005 年 6 月 28 日現在) 

1930 年代の大恐慌期に、第 2 奉仕部門は重大な転換期を迎えました。ハーバ

ート J．テーラーが四つのテストを創案したのです。商取引の公正さを測る尺度で、

以後、多くのロータリアンがこのテストを活用してきました。 

1940 年以来、多くのロータリアンが、自分の職業、地域、個人レベルにおける言

行の尺度として、四つのテストを使用してきました。職業奉仕にふさわしい言葉と認

められていますが、問いかけているだけで、答は出していません。 

 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 

 1）真実かどうか 2）みんなに公平か 

 3）好意と友情を深めるか 4）みんなのためになるかどうか 

 

・ 真実かどうか：これは「嘘偽りはないか」、「本当のことか」という意味であり、自分

に問いかけています。 

・ みんなに公平か：これは関係するすべての人に公平かどうかということです。ロ

ータリアンの仲間だからとか、特別の関係にある人だからとか、他のことで便宜を計

ってもらった人だからとかいって特別に便宜を計ってはならないことを意味します。 

・ 好意と友情を深めるか：「取引に愛を込めて」という意味は、このことです。取引

で関係者間に信用という精神的絆ができ、好意と友情が生まれることは素晴らしい

ことでしょう。 

・ みんなのためになるかどうか：職業倫理の目標は、みんなのためになることです。

その取引に関係した人たちすべてが等しく幸せになることから始まり、それが社会

全体のためになるということに繋がるのです。 

 

世界中のロータリアンがこれを用い、また、他の人たちとこれを分かち合い、教育

者、学生、同業者にも、この四つのテストが数多く配布されてきました。 

四つのテストは、いかなる意味においても、「規則」として取り扱われてはなりませ

ん。また、規範でも教義でもなく、自己評価を促すものです。誓約でもなく、自分を

高める飛躍台です。職業上のどのような慣行が許されうるものか、文化によって異

なりますが、四つのテストの精神は、あらゆる文化に属する人々の簡単で、実際的

な指針となります。 
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２６． ローターアクト 

(2005 年 6 月 28 日現在) 

 ローターアクトは新世代のためのロータリー・プログラムに属する奉仕活動であり、

ローターアクト・クラブというロータリー直営の組織を作って、ロータリーの奉仕の理

想を志向する市民と指導者の育成を図るものです。ローターアクト・クラブは、提唱

ロータリー・クラブの近隣地域内に居住、就職または通学している 18 歳から 30 歳ま

での青年男女で構成され、ＲＩによって規定された標準ローターアクト・クラブ定款を

採用し、提唱ロータリー・クラブの承認を得たクラブ細則を採択することが義務づけ

られています。したがって、ロータリー・クラブあってのアクトであり、ＲＩは青年の自主

性を尊重して、運営と資金調達を自力で行うことを奨励していますが、ローターアク

ト・クラブに関する最終責任は常にロータリー・クラブにあると言えましょう。特にその

維持が重要課題です。 

 

 ローターアクト・クラブを提唱することにより、「各ロータリアンは青少年の模範」を

如実に実行できるばかりでなく、青少年との相互理解が生まれ、またアクトを指導

することによってロータリー・クラブが活性化する場合もあり、ロータリアンとアクター

が共同奉仕を行うことには大きな意義があります。戦禍で目に傷を負ったイラク少

年・モハマド君の救援に立ち上がった沼津ローターアクト・クラブの活動はそのよい

例でしょう。ローターアクト・クラブの結成については、先ずロータリアンの職場で働

く職業青年を集めることが一番容易で、これを中心に輪を広げるのが実際的であ

り、その場合は職業という点でローターアクターとロータリアンが共通の関心を持っ

ているという利点があります。また、奉仕の精神ばかりでなく、ローターアクトの目標

の第１に、「専門技術および指導能力の開発」が挙げられています。 

 

こうした課題のためにも、アクトの例会や理事会にロータリアンの同席が求めら

れ、彼らの自主的で意欲的なプロジェクトの実施に力を貸す必要があります。2005

年現在で世界の 158 カ国に、8,000 余のローターアクト・クラブがあり、184,000 余の

会員が、「奉仕を通じての親睦」を標語として活動しています。次代を背負う青少

年への奉仕こそ、ロータリアンに期待される最も大きな課題の１つであり、彼らを将

来の立派なロータリアン候補として育て上げる心掛けも常に求められています。ま

だローターアクト・クラブを持たないクラブは、「ロータリアンは青少年の模範」という

理念の下にその設立の可能性を検討し、各会員の青少年への関心を高めて新世

代奉仕活動の幅を広げましょう。 
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２７． インターアクト 

(2005 年 6 月 28 日現在) 

 ロータリーの伝統的な標語「各ロータリアンは青少年の模範」を実行する方法の

一つがインターアクト・クラブ （Interact Club：IAC）を提唱することです。インターア

クトは「インターナショナル」と「アクション」の合成語です。14 歳から 18 歳の次世代

の若者が国際理解増進を目指すだけではなく、友情、自己開発、人格の成長、他

人に対する思いやり、家庭と家族の重要性を認識する、地域社会や国さらに世界

の問題について知識と理解を深める、地域での奉仕参加をおこなうようにロータリ

ー・クラブが協力します。地域の若者がインターアクト・クラブの基盤となることもあり

ますが、日本では殆どが高校内にＩＡＣが作られています。 

 

世界で最初のＩＡＣは 1962 年にアメリカ、フロリダ州のメルボルン高校に設立され

ました。現在では、118 カ国に存在し、約２３万人の会員と 10,300 以上のクラブを

世界中に持つインターアクトは、若者の情熱と活気に満ちた奉仕活動で力強いパ

ワーを発揮しています。日本には 526 クラブがあります。ロータリー・クラブと同様に

ＲＩによる「標準インターアクト・クラブ定款」と「標準インターアクト・クラブ細則」によ

ってクラブの運営が行われています。クラブの会費は自分たちで出して、自主的に

運営しています。ロータリー・クラブはＩＡＣを提唱し、指導と協力をしておりますが、

ＲＣとＩＡＣが共同で奉仕活動を行うことがより効果的です。むしろ、インターアクト・

クラブ会員（インターアクター）はロータリー家族への仲間入りの始まりです。 

 

将来ロータリアンになる可能性があります。ロータリーと同じように、地区インターア

クト年次大会やインターアクト指導者講習会があります。 具体的な奉仕活動例と

しては清掃、環境保全、高齢者ホーム訪問、身体障害者施設訪問、献血運動、

貧しい人々への募金活動、薬物への認識を高める運動、ロータリー・クラブでの卓

話、国外のインターアクターと交換をし、活動を共にすることで、他の文化を知りま

す。11 月 5 日を含む 1 週間は「世界インターアクト週間」に定められています。 

 

日本国内の地区によっては、インターアクターの国際理解を増進する最も効果

的な方法として「日韓（台）青少年交換」を行なっています。これは顧問教師の協

力を得て、ロータリアンがインターアクターを引率し韓国や台湾などの地区を訪問し、

海外のインターアクターと交歓会を行ないます。ロータリアンの家にホームスティを

行なう場合もあります。感性の豊かな高校生の交流から、逆にロータリアンが学ぶ

事も度々あります。 
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２８． 国際奉仕 

(2005 年 6 月 28 日現在) 

数ある世界平和と国際理解を推進する NGO の中で、ロータリーほど草の根レ

ベルにおいてその実現のために貢献した団体はありません。それは、ロータリー

が国際的な会員のネットワークを持っているからです。世界中のクラブのネット

ワークによって、世界のあらゆる地域においてロータリアンが奉仕活動を行って

います。一個人では世界を変えることなどできないという常識に反し、ロータリ

アンは、地域社会のみならず、国境をはるかに越えた地域の人々の生活をも向上

させる機会に恵まれており、行動しています。  

 

ロータリアンは、ロータリーの綱領の第４項に掲げられた「奉仕の理想に結ばれた、

事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和

を推進すること」という目的を大切にしており、これはロータリーの国際奉仕活動の

推進力となっています。ロータリーでは、創立記念日の 2 月 23 日を国際平和活動

の理解を深める日として設定しており、その週は世界理解と平和週間と呼ばれて

います。 

 

世界理解と平和を推進 

1921 年に、スコットランドのエジンバラで開かれた RI 国際大会において、代議員

は、ロータリーの綱領を改正し、国際理解と平和の推進を取り入れました。多分、

終わったばかりの第１次世界大戦の記憶が、平和への願いを強くしたのでしょう。 

ロータリーの国際的ネットワークはロータリアンに世界の問題に取り組む舞台を

提供しました。教育および文化の広範囲にわたる交流を検討するためのロータリー

の会合が 1944 年にロンドンで開かれ、国連教育科学文化機関（UNESCO）の創設

へと発展しました。 

 

１年後に、50 ヵ国の代表が、米国、カリフォルニア州のサンフランシスコに参集し、

国連憲章を採択しました。ここに参加した代表団の中には、総勢 49 人のロータリア

ンと RI 職員がいました。ロータリーと国連の関係は、それで終わったのではありませ

ん。国連の最初の 12 年間で、5 名のロータリアンが国連総会の議長を務めました。

ロータリーは現在、国連のいくつかの機関並びに国連の主要機関である経済社会

理事会（Economic and Social Council--ECOSOC）のトップクラスの「諮問団体」と

なっています。 
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２９． 世界社会奉仕 

(2005 年 6 月 28 日現在) 

ロータリー･クラブは、1962 年以来、世界社会奉仕（World Community Service

―WCS）プログラムの下に、国境を越えて数多くのプロジェクトに着手し、協力して

きました。ある国のロータリー・クラブが、他国のロータリー・クラブのプロジェクトに協

力することで、世界社会奉仕が実施されます。協力の発端は、多種多様です。例

えば、異なる国の 2 人のロータリアンが、国際大会で出会い、何げなく会話を始め

たことが契機になることもあります。あるいは、クラブが、世界社会奉仕プロジェクト

交換にプロジェクトを登録したのが、きっかけかもしれません。 

 

RI ウェブ・サイト上の世界社会奉仕プロジェクト交換データベースは、援助を必

要とするプロジェクトを実施しようというクラブと、援助を提供しようという海外のクラブ

を結びつけるものです。この反対の方向で始まるＷＣＳプロジェクトもあります。例え

ば、日本のロータリー・クラブが、中古の診断設備を有効に使ってくれるところがあ

れば寄贈したいという地元の医療器具業者がいることを知った時、このクラブは、

WCS プロジェクト交換データベースの DIN―現物拠出情報ネットワークに登録しま

す。 

このプログラムは、参加ロータリー･クラブの間で好評です。援助を受けるロータリ

ー･クラブは、地元で通常調達できる人的、物的資源の限度を超えるプロジェクトに

着手できますし、一方、援助を提供するクラブは、世界の他の地域に奉仕の手を

差し伸べ、その状況を向上させることができます。このようにして、プロジェクトに参

加するクラブはロータリーの国際性をじかに経験する機会に恵まれ、また海外のロ

ータリアンとの緊密な関係をもつことができます。これらのきずなは、また、新たな奉

仕の機会に発展するかもしれません。 

 

2005 年の国際ロータリーの 100 周年を記念して双子クラブプログラムへの参加

が奨励されました。二つの異なる国のクラブが国際奉仕のプロジェクトを協同で実

施するものです。同じ分野に関心を持っているクラブが双子クラブとなることで奉仕

活動が一層推進されます。 
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３０． 日本事務局の歩み 

(2005 年 6 月 28 日現在) 

日本事務局の歩みをたどりますと、最初は東京文献事務所という名称で、1964

年 3 月に開設されました。英文のロータリー参考資料を翻訳出版し、注文に応じて

郵送することを仕事としていました。当時は、翻訳室と資料室の二つがあり、最初

の文献代行者は柳瀬省吾氏で、次いで 1967 年に田 誠氏、1973 年に松本兼二

郎氏、1978 年に入江直祐氏が文献代行者となりました。この優れたロータリアンた

ちが、今日のロータリー出版物、ロータリー用語の翻訳の基礎をつくりました。 

 

その後、1981 年に、文献事務所は日本支局となり、文献代行者という制度は廃

止されました。この時、従来の翻訳室と資料室のほかに奉仕室が創設されました。

ここから、いわゆるロータリー業務がスタートしました。新クラブの申請、公式訪問の

報告などを日本語で記入して提出できるようになったのは日本支局になってからで

す。 

 

さらに、1985 年には在日財務代行者が日本支局に統合され、財務室が創設さ

れました。在日財務代行者制度は日本では廃止されましたが、世界では、まだ米

国への直接送金が難しい国もありますので、かなり利用されています。 

 

支局は 1995 年 7 月にサービス・センターと名称を変えました。 

 

1999 年 3 月に人件費の高騰を理由として翻訳室が廃止され、出版物はすべて

米国で翻訳することになりました。 

 

2000 年 10 月に財団室が設けられ、従来の財務室は経理室と名称を変えました。

2001 年 7 月 1 日より、国際ロータリー日本事務局と改称され、所長の下に資料室、

奉仕室、経理室、財団室(特定非営利活動法人ロータリー日本財団を含む)に分

かれ、業務を行っております。 
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