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　ロータリーは世界中で多大な社会貢献を続けています。国際ロータリーは世界中の200以上の国と地域に34,558
のクラブと1,220,115人(2013年6月30日RI（国際ロータリー）公式発表)の会員を擁する世界的ネットワークです。そ
のネットワークを活かし、人道的奉仕活動や青少年の成長を育組む活動、多方面の分野で活発に活動しています。また、
地域に根ざしたひとつひとつのロータリークラブはそれぞれクラブ独自の地域社会に対する奉仕活動を行なっています。
　国際ロータリー第2730地区は宮崎・鹿児島両県合わせて65クラブ(会員数：2,376人)によって結成されています。
日 「々奉仕の理念」の実現に邁進しています。



？

？

　ロータリーは人道的奉仕を行い、あらゆる職業において高度の道徳的基準を守ること
を奨励し、かつ世界における親善と平和の確立に寄与することを目指した実業人および
専門職業人の世界的な団体です。

ロータリーとは

　ロータリーには、地域社会のために何かをしたいと考える人びとが集まり、親睦を楽
しみながら、仲間とともに奉仕活動を行っています。ロータリーの会員は「ロータリアン」
と呼ばれ、その職業は、医師や弁護士、中小企業のオーナーから主婦まで、実にさまざ
まです。それぞれの会員が知識やスキル、持ち味を生かすことで、多角的な視野でニー
ズをとらえ、社会に貢献しています。

ロータリーの目的とは

　日本で最初のロータリークラブは、1920（大正９）年 10 月 20 日に創立された東京ロー
タリークラブで、翌 1921 年４月１日に世界で 855 番目のクラブとして、国際ロータリー
に加盟承認されました。日本のロータリーは、第２次世界大戦の波に洗われて、1940
年に国際ロータリーから脱退しましたが、戦後 1949 年３月に復帰加盟。その後の日本
のロータリーの拡大発展には目覚ましいものがあります。ロータリー財団への貢献も抜
群で、今や国際ロータリーにおける日本の地位は不動のものになりました。
　現在、日本国内のクラブ数は 2,280、会員数約 88,000 人です。その内、女性会員は
4,280 人在席しています。

日本のロータリー

　ロータリーは、ある一人のアメリカ人のビジョンによって始まりまし
た。その人の名前は、ポール・ハリス。シカゴで弁護士として働いてい
たハリスが、世界初のロータリークラブ（シカゴ・ロータリークラブ）
を設立したのは、1905 年２月 23 日のことです。ハリスは、多様な職業
を持つ人びとが集まり、アイデアを交わし、生涯にわたる友情を培うこ
とのできる場として、ロータリーを設立しました。「ロータリー」とい

う名は、当時、各メンバーの職場を持ちまわりでミーティング場所としていたことに由
来します。ハリスのビジョンから始まったロータリーは、現在 120 万人の会員を擁する
組織へと発展しました。

ロータリーの歴史

創始者
ポール・ハリス氏
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簡単に言えば、 　自分を磨き人を育て、時には慈善行為、ボランティア活動など
を行う世界的な団体です。

簡単に言えば、 　自らの職業を通じて社会に対して奉仕活動を行っていくなか
で、自分自身を磨くことであると言えます。



　ロータリーの活動は、６つの重点分野「平和と紛争予防／紛争解決」「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」「経済と地域社会の発展」に沿っ
た活動を奨励しています。

　ポリオ（小児麻痺）撲滅まであと少し。ワクチンを子ども達に
届ける活動や、その資金を集める募金活動などを行っています。

　平和および紛争解決の分野における国際問題研究の修士号や専
門能力開発の修了証取得をめざし学ぶ場所です。

ロータリーの奉仕5
ポリオ撲滅へ ロータリー平和センター

　地球上の全ての人たちが安全な水を飲めるように、きれいな水
と衛生設備を整える活動をしています。

　貧困や文化的・歴史的な背景のために、読み書きのできない人
たちへ、識字率向上のための様々な活動をしています。

全ての人々に安全な水を 読み書きができるように

　世界のあらゆる地域で、より多くの母子が基本的な医療サービ
スを受けられるよう活動しています。

　地域の人たちとともに、地域社会のために、地域社会に根差し
た、さまざまな活動をしています。

母子の健康に関する活動 地域社会のために
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　ロータリーが力を入れている取り組みの一つに、青少年や人材の育成があります。
「ローターアクト」「インターアクト」「RYLA」（＝ライラと発音）はそれぞれ、若い人
を対象としたプログラムです。若い人たちがリーダーシップの力を身につけ、ボランティ
ア活動や地元・海外の若者との交流を通じて、国際理解と友情を育んでいます。

青少年のための活動6
ローターアクト
　ローターアクトとは、18～30歳の若者を対象としたプログラムで、大学または
地域社会をベースとするクラブがあります。ローターアクトクラブの会員（ロー
ターアクター）は、地元でボランティア活動を実施したり、リーダーシップのス
キルや就職に役立つ知識を学びながら、楽しく活動しています。ローターアクト
クラブは、「ロータリークラブ」がスポンサーとなって設立されますが、クラブの
運営や活動資金の調達は、ローターアクト会員が独自に行っています。地元の
ロータリークラブと合同で活動する機会もあり、ローターアクトを「卒業」した
後にはロータリークラブに入会する人も大勢います。

インターアクト
　インターアクトとは、ローターアクトよりも若い12～18歳の若者を対象とし
たプログラムで、高校または地元地域をベースとするクラブがあります。イン
ターアクトクラブは、ボランティア活動と国際理解を中心に活動し、少なくとも
年に２つ（１つは地元での奉仕活動、もう１つは国際理解を育む活動）のプロ
ジェクトを実施しています。ローターアクトクラブと同様、ロータリークラブが
スポンサーとなりますが、インターアクトクラブの運営と活動は、インターアク
ト会員（インターアクター）が自分たちで行っています。

RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）

＊RYLAセミナー実施
＊リーダーシップの基本と倫理
＊コミュニケーション能力
＊地域市民・グローバル市民としてのあり方

　RYLAは、ロータリー主催で行われる、若者のためのリーダーシップ育成プロ
グラムです。参加者の年齢制限はありませんが、主に高校生、大学生、若い社会人
を対象としています。RYLAは通常、３～10日の期間で開催され、以下のようなト
ピックを扱ったプレゼンテーション、活動、ワークショップなどが行われます。

青少年交換派遣（Rotary Youth Exchange）
　クラブの親善大使として15歳～18歳の青少年を海外に派遣します。多感なこの
時期を外国での生活を体験することにより、国際理解と親善を推進することが目
的です。長期で約１年間、短期で約１ヶ月間のプログラムがあり、各国のロータリ
アンが、派遣までの準備や渡航先での生活の指導監督など、カウンセラーとして
サポートしています。

http://www.facebook.com/rotaractor

http://www.twitter.com/rotaract

https://www.facebook.com/interactofficial

http://www.youtube.com/interactofficial



　異なる国や地域の人々の間に理解と友好関係を推進することを目的として、およそ４
万 2,000 人の学生を支援してきました。元奨学生である学友は、それぞれの専門分野で
活躍するとともに、ロータリークラブの会員と一緒にさまざまな活動に参加しています。
　ロータリーの補助金を使用する奨学金制度は、地区補助金奨学生とグローバル補助金
奨学生の制度があります。地区補助金奨学生は、国外・国内を問わず、高校、大学、大
学院でも適用されます。グローバル補助金はロータリーの６つの重点分野のいずれかに
関連し、長期的に大きな成果が期待できる等、条件が厳しくなっています。

ロータリーの奨学金7

　ロータリー財団奨学金は、1947年に創設され、民間団体が提供する海外留学奨
学金としては世界最大のものです。元奨学生である学友は、それぞれの専門分野
で活躍するとともに、ロータリークラブの会員と一緒にさまざまな活動をして
います。元国連難民高等弁務官の緒方貞子（元JICA理事長）さんや、元宇宙飛行士
の山崎直子さんも元ロータリー財団奨学生（財団学友）ですし、世界で国際政治・
経済・文化の面で活躍している人々は４万２千人に達し、うち日本人は7,500人で
す。

　平和および紛争解決の分野における国際問題研究のため2002年に創設。世界
の７つの大学にある６つのロータリー平和センターで平和や紛争解決のための
研究を行います。日本では東京の国際基督教大学（ICU）がロータリー平和セン
ターとなり、毎年約10人のフェローが参加しています。

　日本に最初のロータリークラブを創立した米山梅吉（1868～1946）の名前を
取った、日本で学ぶ海外からの留学生のための奨学金です。日本全国のロータ
リークラブの会員や会員企業の寄付によって、公益財団法人ロータリー米山記
念奨学会が運営しています。日本の民間奨学財団では最大規模となっています。

　東日本大震災で親を亡くした子どもたちが学校へ通うための「ロータリー希
望の風奨学金」や、独自の奨学金を支給しているクラブがあります。現在の奨学
生数は、122人となりました。このプログラムは、時間が経つにつれ被災地の遺児
をもつ家族にその存在が知られるようになり、今では温かく迎え入れられるよ
うになっています。（当初～2013年６月30日現在）

ロータリー財団奨学金

ロータリー平和フェローシップ

ロータリー米山記念奨学金

ロータリー希望の風奨学金

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/

　ロータリーが力を入れている取り組みの一つに、青少年や人材の育成があります。
「ローターアクト」「インターアクト」「RYLA」（＝ライラと発音）はそれぞれ、若い人
を対象としたプログラムです。若い人たちがリーダーシップの力を身につけ、ボランティ
ア活動や地元・海外の若者との交流を通じて、国際理解と友情を育んでいます。

青少年のための活動6
ローターアクト
　ローターアクトとは、18～30歳の若者を対象としたプログラムで、大学または
地域社会をベースとするクラブがあります。ローターアクトクラブの会員（ロー
ターアクター）は、地元でボランティア活動を実施したり、リーダーシップのス
キルや就職に役立つ知識を学びながら、楽しく活動しています。ローターアクト
クラブは、「ロータリークラブ」がスポンサーとなって設立されますが、クラブの
運営や活動資金の調達は、ローターアクト会員が独自に行っています。地元の
ロータリークラブと合同で活動する機会もあり、ローターアクトを「卒業」した
後にはロータリークラブに入会する人も大勢います。

インターアクト
　インターアクトとは、ローターアクトよりも若い12～18歳の若者を対象とし
たプログラムで、高校または地元地域をベースとするクラブがあります。イン
ターアクトクラブは、ボランティア活動と国際理解を中心に活動し、少なくとも
年に２つ（１つは地元での奉仕活動、もう１つは国際理解を育む活動）のプロ
ジェクトを実施しています。ローターアクトクラブと同様、ロータリークラブが
スポンサーとなりますが、インターアクトクラブの運営と活動は、インターアク
ト会員（インターアクター）が自分たちで行っています。

RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）

＊RYLAセミナー実施
＊リーダーシップの基本と倫理
＊コミュニケーション能力
＊地域市民・グローバル市民としてのあり方

　RYLAは、ロータリー主催で行われる、若者のためのリーダーシップ育成プロ
グラムです。参加者の年齢制限はありませんが、主に高校生、大学生、若い社会人
を対象としています。RYLAは通常、３～10日の期間で開催され、以下のようなト
ピックを扱ったプレゼンテーション、活動、ワークショップなどが行われます。

青少年交換派遣（Rotary Youth Exchange）
　クラブの親善大使として15歳～18歳の青少年を海外に派遣します。多感なこの
時期を外国での生活を体験することにより、国際理解と親善を推進することが目
的です。長期で約１年間、短期で約１ヶ月間のプログラムがあり、各国のロータリ
アンが、派遣までの準備や渡航先での生活の指導監督など、カウンセラーとして
サポートしています。

http://www.facebook.com/rotaractor

http://www.twitter.com/rotaract

https://www.facebook.com/interactofficial

http://www.youtube.com/interactofficial



　各クラブでは、会員の専門分野を生かし、それぞれの地域の特色に合わせた、多岐に
わたる活動を展開展開しています。特に、地域社会に根ざした社会奉仕活動は盛んで、
地域のニーズを踏まえ、特色ある奉仕活動を実施しています。

クラブでの様々な活動8



　共通の職業や関心を持つロータリアンとその配偶者、そしてローターアクターから成
る各グループによって運営されています。ロータリー親睦活動をを通じて楽しみを分か
ち合い、国境を超えた親睦を深め、いっそう充実したロータリーの経験を味わうことが
できます。

親睦活動で交流を深める9　各クラブでは、会員の専門分野を生かし、それぞれの地域の特色に合わせた、多岐に
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ロータリー活動に興味のある方はガバナー事務所までご連絡ください。
2017～2018年度 国際ロータリー2730地区  押川弘巳ガバナー事務所
http://www.ri2730.org   E-mail : 2017-18.osikawa-g@ri2730.org


