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新会員オリエンテーション プログラム 司会進行 地区研修委員 渡辺美智子

第一部 オリエンテーション

１５：００ 開会点鐘 ガバナー 大槻哲也

１５：０５ ロータリーの基本知識

地区研修リーダー補佐 服部陽子

１５：２５ こころに残る「ロータリー体験」

ガバナー 大槻哲也

地区研修リーダー 水野 功

ガバナー補佐 宮本 誠

１５：４５ ロータリーを知る資料

資料や書籍・例会メーキャップ
地区研修委員 羽田伊助

１５：５0 質疑応答

１６：００ 閉会点鐘 ガバナー 大槻哲也

第二部 懇親会

１６：００ 歓談・名刺交換・記念撮影

１６：３５ 黒龍ビル内の訪問ツアー

＜訪問先＞

「ロータリーの友」

「ロータリー文庫」

「米山記念奨学会」

「ガバナー事務所」

１７：１０ 解散
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開会点鐘 ガバナー 大槻哲也

2016-17年度 地区研修委員会

RI第2750地区 新会員オリエンテーション

東京中央ロータリークラブ所属
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ロータリーの基本知識
地区研修リーダー補佐 服部陽子

2016-17年度 地区研修委員会

RI第2750地区 新会員オリエンテーション

東京広尾ロータリークラブ所属
ガバナーノミニー
（2018-19年度 ガバナー）



国際ロータリー 第2750地区
2016-17年度 地区研修委員会

地区研修リーダー補佐 服部陽子
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• １９０５年２月２３日、アメリカのシカゴで初めての会合が開か
れました。参加者は４人の職業人でした。その後、毎週それ
ぞれの仕事場を順番に提供して会合を持ったことから「ロー
タリー」という名がつきました。

• ポール・ハリス 弁護士

• シルベスター・シール 石炭商

• ガスターバス・ロア 鉱山技師

• ハイラム・ショーレー 洋服の仕立て屋

• 会員数は10月に30名、1年後に約80名に達した。

ロータリーのはじまり
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• 日本では、１９２０年に初のロータリークラブが誕生し
ました。

• 東京ロータリークラブが創立し、米山梅吉氏が初代の
会長となりました。

• 日本のロータリーは戦後、急速な発展を遂げました。

• ２０２０年には日本のロータリー創立１００周年を迎え
ます。

日本のロータリークラブ
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世界に約34,000のロータリークラブ
世界に約1,200,000人の会員

日本に約2,300のロータリークラブ
日本に約90,000人の会員

ロータリークラブは現在
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世界中のロータリークラブの連合体です。

本部はアメリカ、イリノイ州のエヴァンストンにあります。

最高峰に立たれるのが国際ロータリー会長です。

現在の国際ロータリー会長はアメリカ合衆国から出てい
ます。

ジョン・ジャーム ＲＩ会長

日本からもこれまでに３人のＲＩ会長が出ています。

２０１２－１３年度 田中作次会長

国際ロータリー（ＲＩ）
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２０１６-１７年度 国際ロータリーテーマ

「人類に奉仕するロータリー」

Rotary Serving Humanity

ロータリーの年度は、７月に始まり、６月に終わり
ます。

ロータリーの年度とテーマ



TITLE |  11

国際ロータリーの管理の便宜上、ロータリーク
ラブは「地区」という地域上のグループに分か
れています。

世界 ⇒ 534の地区に分かれています

日本 ⇒ ３４の地区に分かれています

ロータリークラブは
「地区」に分かれています
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日本は３４の地区に分かれています
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みなさんのクラブは第２７５０地区
（東京都南部とグアム・サイパン）に属します
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地区の統括者はガバナーと呼ばれています。

国際ロータリー第2750地区
大槻哲也（おおつき・てつや） ガバナー

東京中央ロータリークラブ会員

当地区は東京都の南部、及びグアム、サイパンな
どの海外のクラブで構成されています。

当地区の特色は女性会員が多いこと、海外のクラ
ブが入っていることです。

国際ロータリー第２７５０地区
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• 千代田グループ ９
• 銀座・日本橋グループ １１
• 京浜グループ １３
• 山の手東グループ １１
• 山の手西グループ １３
• 多摩南グループ １１
• 多摩中グループ １３
• 多摩東グループ １０
• Pacific Basin Group ９

第２７５０地区は９つのグループに
分かれています （１００クラブ）



TITLE |  16

RI第2750地区パシフィック・ベースン・グループ
RI District 2750 Pacific Basin Group
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例会： それぞれのロータリークラブで毎週定め
た曜日に定められた会場で行われます。

地区大会：地区内の全ロータリアンが共に集う大会
で一年に一回行われます。

国際大会：世界中の全ロータリアンが共に集う大会
で一年に一回行われます。

ロータリーの主な会合
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[例会への出席]

毎週例会に出席しましょう。欠席した場合、その例会の
前後２週間の間に他のクラブの例会に出席することが
できます。 ⇒ メイクアップ

[会費の納入]

クラブの定めた金額を所定の期限までに支払ってくださ
い。会費を納めないと会員身分が終結してしまいます。

[ロータリーの雑誌の購読]

日本国内では「ロータリーの友」（ロータリー地域雑誌）

英語圏は国際ロータリーの機関誌「THE ROTARIAN]

ロータリアンになったら
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超我の奉仕

• Service above self

もっともよく奉仕するものもっとも多く報われる

• One profits most who serves best

ロータリーの標語
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― 言行はこれに照らしてから ―

・真実かどうか

・みんなに公平か

・好意と友情を深めるか

・みんなのためになるかどうか

４つのテスト FOUR-WAY TEST
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・奉仕 SERVICE

・親睦 FELLOWSHIP

・多様性 DIVERSITY

・高潔性 INTEGRITY

・リーダーシップ LEADERSHIP

ロータリーの中核的価値観
CORE VALUE
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<職業奉仕>

職業人として常に倫理感を持った言動を実践し、それぞれ
の職業分野で率先してそれを広げていきましょう。

<クラブ奉仕>

クラブの運営は会員が協力し合って、役割分担して進めて

行きます。

＜国際奉仕＞

発展途上国などで助けを必要とする人々を支援します

＜地域社会奉仕＞

地元の地域社会のニーズに応えて支援を行います

＜青少年奉仕＞

次世代を担う若者たちをサポートします

ロータリーの奉仕
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ロータリーの奉仕
1907年 最初の社会奉仕プロジェクト

シカゴの公衆トイレ設置

•
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＜ポリオ撲滅＞

• ロータリーは長年に亘り、ポリオ撲滅に取り組んで
きました。撲滅まであと一歩というところまで来てい
ます。

• ポリオのない世界を実現しましょう。

ロータリーの奉仕プログラム
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高校生が海外生活で様々な体験を通して国際理解を深め、将
来、世界平和に寄与していく人間に成長することを目指した留
学制度です。

・日本から海外の国々に学生を派遣し、同時にその

国々からの学生を日本に受け入れています。

・ロータリークラブがホストとなり、ロータリアンの家庭に

ホームステイをし、ロータリアンとの交流を図ります。

＜青少年交換＞
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• 世界の７つの大学に６つのロータリーセンターをおき、そこで平和・
紛争の解決をテーマに勉強する学生を支援しています。

• ロータリーセンターの一つは日本の国際基督教大学（ＩＣＵ）にあり
ます。

• 彼らはロータリー平和フェローと呼ばれ、生涯、仕事や奉仕活動を
通じて国内外での協力、平和、紛争解決を推進するリーダーとなり
ます。

＜ロータリー平和フェローシップ＞

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=295263663912651&set=a.197604920345193.35031.134080096697676&type=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=295263663912651&set=a.197604920345193.35031.134080096697676&type=1
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[ニコニコボックス]

クラブの例会の時に寄付をします。クラブで行う奉仕活
動の資金として使われます。

[ロータリー財団]

シカゴに本部があり、全世界のロータリアンがこれに寄
付をし、ロータリアンが奉仕活動をする為に使われます。

毎年一人１５０ドルの寄付をお願いします。

[米山記念奨学基金]

日本国内の財団で、日本の大学、大学院で学ぶ外国人
学生の奨学金に使われます。

ロータリアンの寄付
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たくさんの素晴らしい人々と出会い、
たくさんの奉仕の機会に恵まれ、
楽しく充実したロータリーライフをお送りください。

•

ご清聴ありがとうございました
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こころに残る「ロータリー体験」
地区研修リーダー 水野 功

2016-17年度 地区研修委員会

RI第2750地区 新会員オリエンテーション

東京飛火野ロータリークラブ所属
パストガバナー

（2015-16年度ガバナー）
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こころに残る「ロータリー体験」
ガバナー補佐 宮本 誠

2016-17年度 地区研修委員会

RI第2750地区 新会員オリエンテーション

東京多摩グリーンロータリークラブ所属
ガバナー補佐 多摩東グループ担当
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ロータリーを知る資料・ホームページのご紹介
例会メーキャップの方法について

地区研修委員 羽田伊助

2016-17年度 地区研修委員会

RI第2750地区 新会員オリエンテーション

東京目黒ロータリークラブ所属
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ロータリーのパンフレット・雑誌

あなたも新しい風に ロータリーの友 ロータリアン(英文）
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手続要覧、活動計画書

手続要覧 各クラブの活動計画書
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ロータリーの歴史

奉仕の一世紀
ロータリーの歴史を記した歴史書各クラブの周年記念誌
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インターネットでロータリーの色々なホームページを見てみよう！

① スマホ・タブレット・パソコンのグーグルなどの検索画面で

「国際ロータリー」を検索

② 検索結果から「ロータリー」を開く

Httpｓ://www.rotary.org

このページは一般の人々へロータリーの概要
をお知らせするページです

http://www.rotary.org/
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インターネットでロータリーの色々なホームページを見てみよう！



TITLE  |  37

インターネットでロータリーの色々なホームページを見てみよう！
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インターネットでロータリーの色々なホームページを見てみよう！

① スマホ・タブレット・パソコンのグーグルなどの検索画面で

「国際ロータリー」を検索

② 検索結果から「マイロータリー」を開く

https://www.rotary.org/myrotary/ja
このページは、マイロータリーに登録した会員への様々な情報の提供や、

皆様の奉仕活動を世界に発信するなどのコミュニティーのページです。

会長幹事はクラブの目標管理にも利用しています。

RIはここに登録された情報を基にRI会長賞をなどの表彰も行います。

まだ未登録の方はぜひ登録して有効活用してください。

因みにRI会長賞ではクラブの50%以上の登録とプロフィールの公開が求め
られています。

https://www.rotary.org/myrotary/ja
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インターネットでロータリーの色々なホームページを見てみよう！
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インターネットでロータリーの色々なホームページを見てみよう！
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インターネットでロータリーの色々なホームページを見てみよう！

① スマホ・タブレット・パソコンのグーグルなどの検索画面で 「rid2750」を検索

② 検索結果から「国際ロータリー第２７５０地区」を開く

http://www.rid2750.org
私達のクラブが所属する地区のホームページです。

国際ロータリーのテーマや私達第2750地区の重点目標、

毎月のガバナー月信や地区委員会のご紹介、

地区の予定、様々な資料、皆様のクラブのご紹介に加え、

様々な日本のロータリー関係のホームページへのリンクがあります。

お持ちのスマートフォンからでも閲覧できます。

http://www.rid2750.org/
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インターネットでロータリーの色々なホームページを見てみよう！
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インターネットでロータリーの色々なホームページを見てみよう！
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メーキャップについて

所属クラブの例会を欠席する場合、他のクラブの例会に出席して、その欠席を補填すること。

注）欠席する例会の前後14日以内に他のクラブへ出席したものが有効となる

次の例では、3月15日の例会を欠席する場合、 出席とするためには 3/1～29の間に

メーキャップする必要があります。

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

２７ ２８ ２９ ３０ ３１

欠

2017年3月のカレンダー
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地区内に限らず日本中、世界中のクラブへのメーキャップが可能です

例会場情報を得るには

■2750地区全クラブの例会日、例会場一覧（100クラブ・Pacific Basin Group含む）

（※添付資料参照）

■全国の地区のウェブサイト一覧（ロータリーの友） http://rotary-no-tomo.jp/distmap.php

■全国のクラブのウェブサイト一覧（ロータリーの友） https://rotary-no-tomo.jp/clubdata.php

■世界各国のロータリークラブの検索

国際ロータリーのHP https://www.rotary.org/ja/search/club-finder

訪問前には訪問クラブのHPをチェックして最新情報をGetしておこう！

■例会以外で出席補填（Make-Up）が認められる会合

地区大会、RIの国際大会、親善会議、ローターアクト/インターアクト活動への参加、

地区の米山や財団の活動や地区委員会の各種セミナーなども対象となります。

本日の新会員オリエンテーションもメークアップ対象です。

http://rotary-no-tomo.jp/distmap.php
https://rotary-no-tomo.jp/clubdata.php
https://www.rotary.org/ja/search/club-finder
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地区内に限らず日本中、世界中のクラブへのメーキャップが可能です
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地区内に限らず日本中、世界中のクラブへのメーキャップが可能です
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地区内に限らず日本中、世界中のクラブへのメーキャップが可能です
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地区内に限らず日本中、世界中のクラブへのメーキャップが可能です
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メーキャップの手順

① 出来るだけ事前に訪問先の事務局に連絡しておく （食事の準備などがあるため）

② 時間までに訪問クラブの受付でメーキャップ訪問であることを告げる

③ 「メーキャップカード」に必要事項を記入 → 出席票は必ず所属クラブへ提出

④ 「ビジターフィー」の支払い （※クラブにより金額異なる。主に食事代である）

どのクラブも必ず温かく歓迎してくれます！

また、例会のやり方や雰囲気はざまざま！

出席補填だけに限らず、積極的に他クラブを訪問してロータリーライフを広げよう！

以上、ありがとうございました！
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質 疑 応 答

2016-17年度 地区研修委員会

RI第2750地区 新会員オリエンテーション
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地区役員のご紹介

2016-17年度 地区研修委員会

RI第2750地区 新会員オリエンテーション



TITLE |  53

閉会点鐘 ガバナー 大槻哲也

2016-17年度 地区研修委員会

RI第2750地区 新会員オリエンテーション
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新会員オリエンテーション プログラム 司会進行 地区研修委員 渡辺美智子

第二部 懇親会

１６：００ 歓談・名刺交換・記念撮影

１６：３５ 黒龍ビル内の訪問ツアー

＜訪問先＞

「ロータリーの友」

「ロータリー文庫」

「米山記念奨学会」

「ガバナー事務所」

１７：１０ 解散

第一部 オリエンテーション

１５：００ 開会点鐘 ガバナー 大槻哲也

１５：０５ ロータリーの基本知識

地区研修リーダー補佐 服部陽子

１５：２５ こころに残る「ロータリー体験」

ガバナー 大槻哲也

地区研修リーダー 水野 功

ガバナー補佐 宮本 誠

１５：４５ ロータリーを知る資料

資料や書籍・例会メーキャップ
地区研修委員 羽田伊助

１５：５0 質疑応答

１６：００ 閉会点鐘 ガバナー 大槻哲也
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懇 親 会
歓談・名刺交換・記念撮影

2016-17年度 地区研修委員会

RI第2750地区 新会員オリエンテーション
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記 念 撮 影

2016-17年度 地区研修委員会

RI第2750地区 新会員オリエンテーション

地区幹事 青柳薫子
東京広尾ロータリークラブ所属

地区幹事 渡邉良勝
東京飛火野ロータリークラブ所属
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黒龍ビル内の訪問ツアー
「ロータリーの友」 「ロータリー文庫」 「米山記念奨学会」 「ガバナー事務所」

2016-17年度 地区研修委員会

RI第2750地区 新会員オリエンテーション

見学後、この会場には戻りません。
お忘れ物なきようご注意ください！！


