日本語/JA

RIカタログ

奉仕に力を入れよう

NEW

「世界でよいことをしよう」DVD

978, $10

ロータリーの重点分野
965（ガイド）, $2
966（フォルダー）, $2
967（ガイドとフォルダー）, $3

NEW

ロータリーの重点分野バッグ

968, $5

RIカタログ

マルチメディア | 出版物 | その他の資料
項目の見方

言語コード

新刊、または
前回版RIカタログ発行以降の改訂
NEW

NEW

世界でよいことをしようDVD

Doing Good in the World DVD
出版物番号または
管理番号

ロータリーと協力団体による、重点分野に基
づいた持続可能な活動を紹介。支援方法も
説明しています。再生時間１～３分。2012年。
EN（DE,ES,FR,IT,JA,KO,PTの吹き替え付き）
978-DVD-MU $10

価格：価格はすべて米ドルで表示され、
送料と手数料は含まれていません。

2012-13年度
NEW

2012-13年度RIテーマのはがき

2012-13 RI Theme Postcard
2012-13年度のテーマ「奉仕を通じて平和を」
を基にデザインされたはがき。DE,EN,ES,FR,
IT,JA,KO,PT,SV
910-12JA $5（25枚セット）
NEW

2012-13年度RIテーマ・パンフレット

2012-13 RI Theme Brochure
2012-13年度テーマ「奉仕を通じて平和を」につ
いて説明し、田中作次RI会長からのメッセージを
紹介。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV (W)
900-12JA $0.50
NEW

2012-13年度会長賞要項

2012-13 Presidential Citation
充実して効果的な奉仕を行い、公共イメージの向
上に貢献したクラブに贈られる会長賞の受賞資
格を記載したパンフレット。DE,EN,ES,FR,IT,JA,
KO,PT,SV (W)
900A-12JA $0.50
NEW

2012年国際協議会の講演DVDセット

2012 International Assembly Speeches DVD Set
米国カリフォルニア州サンディエゴで開催された
2012年国際協議会での講演を収めたDVDセット。
SPEECHES10 $15

2012年バンコク国際大会講演
DVDセット
NEW

2012 Bangkok Convention Speeches DVD Set
タイ、バンコクで開催された2012年国際大会で
の講演を収めたDVDセット。
SPEECHES11 $20

オンラインで入手可
(W) = ウェブサイト
からダウンロード可
ウェブのみ = ダウン
ロードのみで入手可  

出版年度／改定年度

注文可能な言語版
（言語コードのリストをご参照ください）

NEW

2013年リスボン国際大会の推進用DVD

入手できる各国語版は
変更されることがあります。
DE — ドイツ語
EN —
ES —
FR —
IT —
JA —
KO —
PT —
SV —
TH —
ZH —
MU —

英語
スペイン語
フランス語
イタリア語
日本語
韓国語
ポルトガル語
スウェーデン語
タイ語
標準中国語
他言語（音声資料もこれに該当）

インターアクト・クラブ会員証

2013 Lisbon Convention Promotion DVD

Interact Identification Card

2013年RI国際大会の開催地である「平和の港」
リスボン（ポルトガル）を紹介。田中RI会長からの
メッセージも収録。再生時間４分30秒。2012年。
EN（DE,ES,FR,IT,JA,KO,PTの吹替付き）
719-13 無料

会員専用。2009年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
659-JA $3（50枚セット）

2012-13年度
ロータリー世界平和フォーラム
NEW

2012-13 Rotary Global Peace Forums
2012-13年度ロータリー世界平和フォーラムにつ
いての情報と、クラブや地区で平和推進活動を計
画するためのアイデアを紹介。DE,EN,ES,FR,IT,
JA,KO,PT,SV (W)
900B-12JA $0.50

ア行
「あなたもロータリーと始めませんか」
名刺サイズのカード
Start with Rotary Wallet Cards
同僚や入会 候補者に渡すことのできるカード。
「人類のために活動します」からのイメージを使用。
2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
613-JA $3（20枚セット）

「今すぐ声をかけよう」推進用ポスター
Spread the Word Poster
RIウェブサイトからダウンロードし、印刷した上
でご活用ください（28cm×43cm）。2007年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ
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インターアクト・クラブ認定申請書式
Interact Club Certification Form
インターアクト・クラブ結成のRI宛公式通知書お
よび結成認証状の公式申請書として使用するも
の。2010年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

インターアクト顧問教諭のための指針
Interact Faculty Adviser Guide
学校を基盤とするインターアクト・クラブの顧問
教諭のためのリソース。2004年。EN,ES,FR,IT,
JA,KO,PT
ウェブのみ

「インターアクト：違いをもたらそう」
DVD／CD
Interact: Make a Difference DVD/CD
入会候補者に紹介したり、クラブによるインタ
ーアクト・クラブの提唱を推進する目的で作成
さたDVDとCD。パンフレット（600-JA）、要覧
（654-JA）、ポスター（639-MU）、顧問教諭
のための指針などの資料を収録。再生時間９分
間。2009年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
650-DVD-JA $10

インターアクト・パンフレット
Interact Brochure
インターアクト会員候補者向けの色刷りパンフレ
ット。2008年。EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
600-JA $0.50

インターアクト・ポスター

NEW

Interact Poster

Membership Data Forms

会員情報報告書式

家庭および地域社会奉仕賞
Family and Community Service Award

インターアクト・プログラム推進用の色刷りポス
ター（多言語）
。クラブ名と例会情報を印刷する空
欄つき（46cm×61cm）
。2007年。
639-MU $3

クラブ幹事が会員の退会、新会員の情報、会員
データの変更をRIに報告する際に使用する書式。
2012年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

インターアクト推進用キット

会長エレクト研修セミナー指導者用手引き

Interact Promotional Kit

Presidents-elect Training Seminar Leaders’ Guide

家庭や地域社会で優れた奉仕活動を行った個人
や団体、あるいはロータリアンの配偶者や家族
のグループに対して、ロータリー・クラブから贈ら
れる表彰状。12月の家族月間での利用に最適で
す。2002年。EN,ES,FR,JA,PT
757-JA  $2.50（10枚セット）

インターアクト・クラブの提唱や青少年の参加を
促進するための資料一式。内容：「インターアクト
要覧」
（654-JA）、ポスター（639-MU）、パン
フレット15部（600-JA）
。EN,ES,FR,JA,KO,PT
655-KIT-JA $12

会長エレクト研修セミナー（PETS）を立案、運
営するロータリアンのための手引き。PETSで取
り上げられる理事会推奨の主題が付いています。
2009年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

インターアクト要覧

NEW

Interact Handbook

RI Catalog

効果的なインターアクト・クラブの結成方法や管
理方法の完全手引書。提唱ロータリー・クラブと
インターアクト・クラブのリーダー用。2008年。
EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
654-JA $3.50

毎年改 訂。出版物の最 新 情報はオンライン版
shop.rotary.orgをご覧ください。2012年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

カ行
会員候補者のための情報キット
Prospective Member Information Kit
ロータリーとロータリー財団および会員の利点に
ついての基本情報。内容：会合用書類フォルダー
（006-EN）、
「ロータリーの基本知識」（595JA）、
「ロータリーとは」
（ 001-JA）、
「ロータリ
ー大要（ロータリーとは）
（
」419-JA）
、
「ロータリ
ー財団携帯用カード」
（159-JA）、
「End Polio
Now」パンフレット（940-JA）
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
423-JA $3.50

会員増強・拡大賞（RI）
RI Membership Development and Extension Award
年次表彰プログラムを概説した地区ガバナー用
の資料。提出用書式を収めています。2008年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
901-JA $0.40

会員増強推進計画の表彰（書式）
（RI）
RI Recognition of Membership Development Initiatives
Submission Forms
新会員の勧誘と維持、新クラブの結成において、
会員増強の画期的な活動を実施したクラブの表
彰。プログラムの内容および受賞資格が説明さ
れています。2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,
PT,SV（W）
421-JA（地区ガバナー用提出書式） 無料
422-JA（クラブ用提出書式） 無料

会員増強ビデオセット
Membership Video Set
新会員用と会員候補者用のDVD２枚組。各DVD
には、ロータリーのビデオ（「祝御入会」、
「人類
のために活動します」公共奉仕広告、
「ロータリ
ー･ビデオ･マガジン」DVDからの抜粋など）が収
められています。2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,
KO,PT,SV
427-DVD-MU $10

RIカタログ

NEW 活気と魅力あふれるクラブになろう：
会員増強の手引き

Building Stronger Clubs and Engaging Members
勧誘や会員維持など会員増強の行動計画を立てる
際のステップを概説。２つの新たなオンライン補
足資料、
「クラブ評価ツール」と「会員増強の地域
別補足資料」と併せてご利用ください。2008年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
417-JA $3

活気と魅力あふれるクラブになろう：
地域別資料
NEW

Building Stronger Clubs and Engaging Members:
A Regional Perspective
各地域の会員の傾向分析。
「会員増強推進用手引
き」
（417-JA）のオンライン補足資料。2012年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ
NEW

活動する地域社会／地域調査の方法

Communities in Action/Community Assessment Tools
「活動する地域社会：効果的なプロジェクトの
ための手引き」には、地域社会のニーズ調査の
実 施、他団体との協力など、奉仕プロジェクト
の立案、実施、評価方法が段階的に説明されて
います。姉妹編の「地 域調査の方法」では、ア
ンケート調査、地域資産調査、地域マップの作
成、地域住民の日課調査、年間活動調査、地元
関係者との懇談会、フォーカス・グループ（座談
会）、パネル討論など、効果的な奉仕プロジェク
トを企画するための８つの調査方法が紹介され
ています。これら２つの出版物は鮮やかな色刷
りのフォルダーに収められています。2012年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
605-JA $9
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ガバナー・ノミニー用ワークブック
Governor-nominee Workbook
「ガバナー・ノミニー研修セミナー指導者用手引
き」と付随して使用。地区の現状評価や地区委員
の人選に役立つ年間予定表やツールが含まれて
います。2009年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

ガバナー補佐要覧
Assistant Governor’s Training Manual
ガバナー補佐の役割と責務、クラブや地区の指導
者との協力方法、ガバナー補佐としての責務に必
要なリソースについての概要。2010年。DE,EN,
ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
244-JA $3
NEW

ガバナー要覧

District Governor’s Manual
効果的な地区の運営を行うための任務と指針を
概説。毎年改訂。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

虐待とハラスメント防止に関する研修の手引き
および研修リーダー用手引き
Abuse and Harassment Prevention Training Manual
and Leaders’ Guide
国際ロータリーの青少年プログラム参加者のため
に安全で保護された環境をつくるための一助とし
て作成された資料。研修の手引きは、地区が青少
年を守るため、虐待とハラスメント防止プログラム
を効果的に立案し、実施するための指針を説明。
研修リーダー用手引きでは、青少年プログラムにか
かわるすべてのロータリアンを対象とした研修セッ
ションをはじめ、地区青少年交換役員、ホストファ
ミリー、学生とその両親のための青少年交換特別
研修セッションを取り上げています。電子ファイル
の手引きとスライドが収められたCDを含みます。
2006年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
775-JA $10
NEW

クラブ会員増強委員会の手引き

Club Membership Committee Manual
委員会の役割と任務の概要、関連リソースの紹
介。2012年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
226B-JA $1
NEW

クラブ会計要覧

Club Treasurer’s Manual
クラブ会計の責務を効果的に遂行する上で参考
となるRIの方針、財務報告書の見本ならびにクラ
ブ会計のベストプラクティス（最良の実践方法）
が紹介されています。2012年。DE,EN,ES,FR,IT,
JA,KO,PT,SV（W）
220-JA $3

クラブ用パンフレットのキット

広報のための情報資料集

Club President’s Manual

Club Brochure Kit

Public Relations Fact Sheet

効果的なロータリー・クラブを運営するための任務
と指針の概要。クラブ委員会の手引きのほか、
「クラ
ブ幹事要覧」
（229-JA）
「クラブ会計要覧」
（220JA）に収められている情報が概説されています。
2012年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
222-JA $3

クラブの活 動の成 果を印 象付けるパンフレッ
トの 作成 用テンプレート。入 会 問い合わせ用
紙も収められています。マイクロソフト・ワー
ド、PDF、Adobe InDesignの各ファイル型式で
３種類のデザインを提供しています。2010年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

スピーチ、プレスリリース、パンフレット、広報に
活用できるロータリー情報資料一式。毎年改訂。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,PT
ウェブのみ

NEW

NEW

クラブ会長要覧

クラブ幹事要覧

クラブ・ロータリー財団委員会の手引き

Club Secretary’s Manual

NEW

RIの方針、およびクラブ幹事の責務を効果的に遂
行する上で参考となるベストプラクティス（優れ
た方法）が紹介されています。2012年。DE,EN,
ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
229-JA $3

Club Rotary Foundation Committee Manual

NEW

クラブ管理運営委員会の手引き

Club Administration Committee Manual
委員会の役割と任務の概要、関連リソースの紹
介。2012年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
226A-JA $1
NEW

クラブ広報委員会の手引き

Club Public Relations Committee Manual
委員会の役割と任務の概要、関連リソースの紹
介。2012年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
226C-JA $1

クラブのための会員増強・維持サポート
Membership Growth and Retention Support for Clubs
入会候補者を探し、新会員による積極的参加を
促進し、元会員とのつながりを取り戻すためのプ
ログラムを紹介したパンフレット。2010年。EN,
ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ
NEW

クラブ評価ツール

Club Assessment Tools to Measure Member Engagement
評価活動を行う方法と時期およびその目的を解
説。
「活気と魅力あふれるクラブになろう：会員
増強の手引き」
（417-JA）のオンライン補足資
料。2012年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ
NEW

クラブ奉仕プロジェクト委員会の手引き

Club Service Projects Committee Manual
委員会の役割と任務の概要、関連リソースの紹
介。2012年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
226D-JA $1
NEW

クラブ役員キット

Club Officers’ Kit
クラブ役員の責務と一般的な指針を概説。
「ク
ラブ会長要覧」
（222-JA）
「クラブ幹事要覧」
（ 2 2 9 - JA ）「クラブ会 計要覧 」（ 2 2 0 - JA ）
「クラブ管理運営委員会の手引き」
（226A-JA）
「クラブ会員増強委員会の手引き」
（226B-JA）
「クラブ広報委員会の手引き」
（226C-JA）
「ク
ラブ奉仕プロジェクト委員会の手引き」
（226DJA）
「クラブ・ロータリー財団委員会の手引き」
（226E-JA）が収められています。これらの要
覧と手引きは単品でも注文できます。2012年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
225-JA $10

委員会の役割と任務の概要、関連リソースの紹
介。2012年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
226E-JA 無料

元気なクラブづくりのために：
クラブ・リーダーシップ・プラン
Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan
刷新性と活気のあるクラブづくりの参考となる
「クラブ・リーダーシップ・プラン」の新改訂版。ク
ラブ活性化に役立つ問い、アイデア、リソースを紹
介。2011年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
245-JA $1

研究グループ交換チームの手引き
Group Study Exchange Team Handbook
GSEチームリーダーとメンバーのための包括的手
引き。毎年改訂。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

研究グループ交換チームメンバー参加申請書
Group Study Exchange Team Member Application
チームメンバー候補者用。毎年改訂。DE,EN,ES,
FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

研究グループ交換チームリーダー参加申請書
Group Study Exchange Team Leader Application
チームリーダー候補者用。毎年改訂。DE,EN,ES,
FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

研究グループ交換：
ロータリアンのためのプログラムの手引き
Group Study Exchange Program Guide for Rotarians
地区ガバナー、GSE委員長、チームリーダー用に
チームの派遣、選考、指導、受入れについて説明し
た手引き。毎年改訂。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

広報キット
Public Relations Kit
クラブの活動の広報に必要なリソースを収めてい
ます。内容：「人類のために活動しますⅡ」
（609JA）、
「人類のために活動しますⅤ」
（607-JA）、
「Effective Public Relations: A Guide for
Rotary Clubs」
（257-EN）
、
「ロータリーとは」
（ 0 01- J A ）、
「クラブ 広 報 委 員 会 の 手 引き」
（226C-JA）、
「メディア危機対策プラン」
（515JA）
、
「ロータリー大要（ロータリーとは）
」カード
10枚（419-JA）
。EN,ES,FR,JA,KO,PT
429-KIT-JA $5
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NEW

ご寄付の方法

Ways to Give
ロータリー財団の年次基金と恒 久基金への寄
付とその重要性について説明したパンフレット。
2011年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
173-JA 無料（１回の注文につき100部限定）

国際親善奨学生要覧
Ambassadorial Scholar Handbook
国際親善奨学生の留学準備のための包括的手引
書。毎年改訂。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

国際親善奨学金：ロータリアンのための
奨学金の手引き
Program Guide for Rotarians:
Ambassadorial Scholarships
プログラムの推進、適格な候補者の選考、奨学生
オリエンテーション、奨学生の受入、学友との交流
の育成・維持などに関するロータリアン向けの便
利な手引書がCDに収められています。各奨学金
小委員会委員長に２部送付されます。2009年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ
NEW 国際ロータリーと
ロータリー財団の年次報告 2011-12年度

Rotary International and The Rotary Foundation
Annual Report 2011-12
2011-12年度の主要な行事や達成状況、財務情
報について説明した資料。ロータリーのウェブ
サイト（www.rotary.org）からも入手可能。
2012年。12月に入手可能になる予定。DE,EN,
ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV (W)
187-JA 無料（注文は限定数のみ）

サ行
視覚的イメージのための手引き（RI）
RI Visual Identity Guide
デザインに関する資料。ロータリーの徽章および
RIプログラムとロータリー財団プログラムの標章
の適切な使用方法を説明し、色、デザイン、写真、
ドメインネーム、プロジェクトの内容に関する指
針を掲載。９月に入手可能。EN,ES,FR,JA,KO,
PT（W）
547-JA $4

指導力育成：プログラムを始めるための手引き
Leadership Development:
Your Guide to Starting a Program
指導力養成のための指針や研修のアイデアを紹
介。2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
250-JA 無料

写真で見るロータリー［CD]
Rotary in Pictures
世界中のロータリーの奉仕の様子を写した印象的
な写真の数々。クラブや地区のニュースレター、
プ
レゼンテーション、ウェブサイトに最適。CD２枚
組セット。

写真で見るロータリー2006年
Rotary in Pictures 2006
PHOTOS1 $5

写真で見るロータリー2007年
Rotary in Pictures 2007
PHOTOS4 $5

小規模クラブ会員増加の表彰
RI Recognition of Smaller Club Membership Growth
会員増加を果たした会員数20名未満のクラブを
表彰するために、地区単位で運営される表彰プロ
グラムの案内資料。2007年。DE,EN,ES,FR,IT,
JA,KO,PT,SV（W）
416-JA 無料

職業奉仕入門
An Introduction to Vocational Service
職 業 奉 仕のヒント、情 報、リソースを紹介。ま
た、職業倫理や職業分類に関する説明を掲載。
2009年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT (W)
255-JA $2

新会員情報キット
New Member Information Kit
新会員に、RIとロータリー財団のプログラムに
ついての基本情報を提供。内容：会合用キット
（006-EN）、
「2012-13年度RIテーマパンフレッ
ト」
（900-12JA）
、
「ロータリーのいろは」
（363JA）、
「毎年あなたも100ドルを」パンフレット
（957-JA）、
「ロータリー財団申請手続早見用
手引き」
（219-JA）
、
「ロータリー財団携帯用カー
ド」
（159-JA）
、
「End Polio Now」パンフレット
（940-JA）、
「国際ロータリー年次報告とロー
タリー財団年次報告」
（ 187-JA）。DE,EN,ES,
FR,IT,JA,KO,PT,SV
426-JA $5.75

新会員情報プログラムの計画
Developing Your Club’s New Member Information
Program
クラブの会員候補者および新会員のための情報プ
ログラムを担当するクラブ役員を支援するための
資料。内容：「新会員のためのオリエンテーション：
クラブの手引き」
（414-JA）、
「活気と魅力あふれ
るクラブになろう：会員増強の手引き」
（417-JA）
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
425-JA $4

新会員の推薦はいかにするか
How to Propose a New Member
新会員の推薦から入会までの基本的手続を説明
したパンフレット。
「会員推薦用紙」が収められて
います。2009年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,
SV（W）
254-JA $6（25部セット）

新会員のためのオリエンテーション：
クラブの手引き
New Member Orientation: A How-to Guide for Clubs
クラブの会員候補者と新会員のための情報説明
会の企画を担当するロータリアンのための資料。
プログラムの例、ワークシート、参考資料のリスト
を掲載。2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,
SV（W）
414-JA $1

新クラブを結成する
Organizing New Clubs
新クラブを結成する上での、地区ガバナーと特
別代表のための手引き。指針、各種書式、よく尋
ねられる質問への回答、仮クラブの手続などを
掲載。最新版にはロータリーＥクラブの結成に関
する情報が収められています。2011年。DE,EN,
ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
808-JA $3

新世代交換パンフレット
New Generations Youth Exchange Brochure
18歳から25歳までの若者の短 期交 換プログ
ラム、新世代交換を紹介する推進用パンフレッ
ト。2010年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
760-JA $0.50

新世代奉仕入門
An Introduction to New Generations Service
青少年や若者にクラブの奉仕プロジェクトに参
加してもらい、新世代を支援するためのリソー
ス。2011年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT (W)
735-JA $2

人道的プロジェクト推進の指針
Promotional Guide for Humanitarian Projects
ロータリー財団の人道的補助金プログラムを使
って実施されるプロジェクトを推進するための資
料。2009年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
ウェブのみ

人類のために活動します
Humanity in Motion
ロータリーの公共イメージ・キャンペーンの一環で
ある「人類のために活動します」は、ロータリーが
何をする団体なのか、社会にどのように貢献してい
るかについて、人々の理解を深める上で役立ちま
す。このシリーズには、クラブと地区が地元や地域
のニーズに合わせて修正して利用できる、プロ仕
立てのマルチメディア広報用ツールが収められてい
ます。４枚組みの各ディスクに、テレビ用、ラジオ
用、印刷用、インターネット用、野外広告（広告看
板）用の公共奉仕広告が収録されています。また、
ロータリーのメディアセンター（www.rotary.
org/mediacenter、画面右側の「日本」をクリッ
ク）より、さまざまな推進用資料を入手できます。

人類のために活動しますⅡ
Humanity in Motion II
テーマ：教 育プログラムを通じた平 和の 推
進。2006年。DE,EN,ES,FR,IT,PT,SV（W）
609-EN
無料（ロータリアン１人につき１部限定）
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人類のために活動しますⅤ
Humanity in Motion V
テーマ：会員増強と「End Polio Now（今こ
そポリオ撲滅のとき）」キャンペーン。2009
年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
607-JA
無料（ロータリアン１人につき１部限定）

推奨ロータリー・クラブ細則
Recommended Rotary Club Bylaws
2010年規定審議会による変更を反映して改訂。
クラブ活性化に役立つ「クラブ・リーダーシップ・
プラン」
（ 245-JA）と併せてご参照いただけま
す。
「手続要覧」
（035-JA）にも掲載。2010年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

過ぎし時に敬意を表して：ポール・ハリス語録
Honoring Our Past: The Words and Wisdom of
Paul Harris
ロータリーの創始者ポール・ハリスの講演と著書
からの感動的な引用の数々が、主題ごとにまとめ
られています。1996年。EN,ES,FR,JA,PT
925-JA $6

青少年交換絵葉書
Youth Exchange Postcards
ロータリアンが青少年交換を推進したり、学生が
交換中に使用するのに最適な絵葉書。2006年。
750-MU $3（20枚セット）

青少年交換：交換学生の手引き
Youth Exchange: A Guide for Exchange Students
交換開始の準備をする交換学生とその両親への
アドバイスを集めた小冊子。2009年。EN,ES,
FR,IT,JA,KO,PT（W）
752-JA $1.50

青少年交換証書
Youth Exchange Certificate
青少年交換の終了後に交換学生に贈呈するため
の証書。地区が空欄部分に記入するようになっ
ており、地区青少年交換委員長の署名が必要です
（21.5cm×28cm）。毎年改訂。DE,EN,ES,FR,
IT,JA,KO,PT,SV
747-JA $7（10枚セット）

青少年交換推進用キット
Youth Exchange Promotional Kit
ロータリー青少年交換プログラムの計画と推進
に役立つ資料一式。内容：青少年交換ポスター
（751-MU）
、手引き２部（746-JA）
、長期（755JA）・短期（756-JA）・新世代（760-JA）の
パンフレット各５部ずつ、ホストファミリーの手引
き（749-JA）と交換学生の手引き（752-JA）。
EN,ES,FR,JA,KO,PT
745-KIT-JA $14

青少年交換ポスター
Youth Exchange Poster
学生向けの推進用にデザインされ、青少年交換プ
ログラムのイメージが描かれたポスター。クラブ
名と連絡先記入用の空欄付き。2006年。
751-MU $3

青少年交換要覧

地区研修の手引き

地区ローターアクト指導者の手引き

Youth Exchange Handbook

District Training Manual

Guide for District Rotaract Leaders

地区青少年交換プログラムを計画、準備している
ロータリアンのための全般的情報を掲載。青少年
交換学生の派遣と受入のための指針が説明されて
います。2008年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
746-JA $2

地区研修リーダーと地区研修委員会の役割を概
説し、地区の研修用リソースが紹介されていま
す。2010年。EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
246-JA $3

地 区ローターアクト代 表および地 区ローター
アクト委員長に役立つアイデアとリソースを紹
介。2004年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

世界各地のロータリー・プロジェクトの映像

地区財務委員会の手引き

地区ロータリー財団委員会要覧

District Finance Committee Resource Guide

District Rotary Foundation Committee Manual

委員会の責 務および財 務 管 理の指針の概要。
2007年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,PT
ウェブのみ

地区ロータリー財団委員会、委員長、
（管理委員
会が義務づける）８つの小委員会のそれぞれの責
務の概要を説明。
「地区ロータリー財団セミナー
の手引き」も収録。毎年改訂。DE,EN,ES,FR,IT,
JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

Rotary Global Projects Footage
世界中の国際奉仕プロジェクトの映像を集めた
ビデオ。クラブや地区が地元のテレビ局で放映す
るビデオ作成にこれらの画像を利用したり、ロー
タリーについての特集を製作している局にDVD
を送ることもできます。DVDデータ専用ディスク
（通常のDVDプレーヤーでは再生できません）。
2006年。
920-MU $10
NEW

世界でよいことをしようDVD

Doing Good in the World DVD
ロータリーと協力団体による、重点分野に基づい
た持続可能な活動を紹介。どのように支援できる
かも説明しています。再生時間１～３分。2012年。
DE,ES,FR,IT,JA,KO,PT
978-DVD-JA $10

戦略計画立案ガイド
Strategic Planning Guide
クラブが目標を盛り込んだ戦略計画を立てる際
に役立つ情報とワークシート。2011年。DE,EN,
ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

タ行
短期青少年交換（パンフレット）
Short-Term Youth Exchange Brochure
短期交換プログラムを紹介する推進用パンフレッ
ト。2010年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
756-JA $0.50

地区委員会の手引き
District Committee Manual
地区委員会の役割と責務、クラブや地区指導者
と協力する方法、利用可能なリソースについて概
説。2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
249-JA $3

地区会員増強セミナー指導者用手引き
District Membership Seminar Leaders’ Guide
地区会員増強セミナーを立案、運営するロータリ
アン用参考資料。理事会の推奨主題が含まれて
います。2012年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

地区協議会指導者用手引き
District Assembly Leaders’ Guide
地区協議会を立案、運営するロータリアン向け。
協議会でのすべての理事会の推奨研修事項に関
する研修セッションが含まれています。2012年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

地区指導者育成セミナー研修リーダー用手引き
District Leadership Seminar Leaders’ Guide
地区大会と同時に開催される地区指導者育成セ
ミナーを立案、運営するための資料。奉仕する
機会、効果的な奉仕プロジェクト、地区の会合、
その他の理事会による推奨事項が付いています。
2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ
NEW

地区大会の手引き

District Conference Manual
地区大会を立案、運営するロータリアンのため
に、RI理事会が定めた規定と推奨指針を掲載。
また、地区大会の推進、プログラムの計画、準備
や手配項目、また大会決議などの地区の会務等
も説明されています。2011年。DE,EN,ES,FR,IT,
JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

地区チーム研修セミナー指導者用手引き
District Team Training Seminar Leaders’ Guide
地区チーム研修セミナーを計画、実施するロータ
リアン用。ガバナー補佐と地区委員会の研修の
ためにRI理事会が推奨する全主題が付いていま
す。2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

地区のための会員増強・維持サポート
Membership Growth and Retention Support for Districts
会員候補者や移転するロータリアンをオンライン
を通じてクラブに紹介する方法を紹介。2010年。
EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

地区補助金管理のベストプラクティス
（最善の実施方法）
Best Practices for Managing Your District Simplified
Grant
地区補助金の実施と管理のベストプラクティス
（ 優れた方 法 ）を紹 介した手引書。2 0 0 6 年 。
EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

地区補助金ポスター

District Rotary Foundation Seminar Manual
地区指導者が財団セミナーを立案、実施する際に
役立つ資料。
「地区ロータリー財団委員会要覧」
も収録。毎年改訂。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

長期青少年交換パンフレット
Long-Term Youth Exchange Brochure
１学年度のプログラムを学生に紹介するための
推進用パンフレット。2010年。EN,ES,FR,IT,JA,
KO,PT（W）
755-JA $0.50

手続要覧
Manual of Procedure
ロータリーとその方針、および役員の役割に関連
する手続きを理解するための要覧。この改訂版に
は、2010年規定審議会により採択された変更が
反映されています。RI組織規定文書を収録。各ク
ラブに無料で１部送られます。2010年。DE,EN,
ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
035-JA（冊子） $8
035-JAB（冊子とCD） $10
035-ENR（CD） $5

ハ行
「一人ひとりが実践しよう：会員の推薦と維持」
ゴールド賞表彰状とピン
Reach One, Keep One Gold Certificate and Pin
25人の新会員を推薦した（このうち20名の会員が
６年後にも在籍）ロータリアンの表彰用。新会員
推薦と会員維持表彰プログラムの一部。2011年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
440-JA $2

「一人ひとりが実践しよう：会員の推薦と維持」
シルバー賞表彰状とピン
Reach One, Keep One Silver Certificate and Pin

District Simplified Grants Poster
地区補助金の宣伝用ポスター（46cm×61cm）。
2007年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
162-JA $3
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10人の新会員を推薦した（このうち８名の会員が
４年後にも在籍）ロータリアンの表彰用。新会員
推薦と会員維持表彰プログラムの一部。DE,EN,
ES,FR,IT,JA,KO,PT
441-JA $2

「一人ひとりが実践しよう：会員の推薦と維持」
ブロンズ賞表彰状とピン

NEW ポール・ハリス・フェロー認証ポイント
使用申請書

Reach One, Keep One Bronze Certificate and Pin

Paul Harris Fellow Recognition Transfer Request Form

５人の新会員を推薦した（このうち４名の会員が
２年後にも在籍）ロータリアンの表彰用。新会員
推薦と会員維持表彰プログラムの一部。2011年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
442-JA $2

ポール・ハリス・フェローの認証ポイントをほかの
人に移譲するための書式。2011年。DE,EN,ES,
FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

標準インターアクト・クラブ細則

Paul Harris Society Brochure

Standard Interact Club Bylaws
2010年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

標準インターアクト・クラブ定款
Standard Interact Club Constitution
2010年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

標準ローターアクト・クラブ細則
Standard Rotaract Club Bylaws
2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

標準ローターアクト・クラブ定款
Standard Rotaract Club Constitution
2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

標準ロータリー・クラブ定款
Standard Rotary Club Constitution
2010年規定審議会による変更を反映して改訂。
「手続要覧 」
（ 035 -JA ）にも掲載 。2010 年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

平和を構築するDVD
Building Peace DVD
ロータリー平和センターが平和構築を目指す新
しい世代をいかに育成しているかについて、ロー
タリー平和フェローが語ります。再生時間７分
間。2009年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
830-DVD-JA $10

奉仕の一世紀：国際ロータリー物語
A Century of Service: The Story of Rotary International
ロータリー創立100周年のためにRIが著作を依
頼したこの本は、ロータリーの歴史、そのプログラ
ムの発展、ロータリアンが世界を変えた実例など
を鮮明に綴った人気の一冊です。驚くべき事実、
語られたことのない逸話、未公開写真などが豊富
に紹介されています。2004年。JA、KO、PTはハ
ードカバーあり。EN、JA、ESはペーパーバックあ
り。JA、KO、PTは皮革装丁版あり。CD版は英語
とフランス語のみ。
912−JA（ペーパーバック） $15
913-JA（ハードカバー） $15
913-ENR（CD） $5
915-JA（皮革装丁） $25

ポール・ハリス・ソサエティ［パンフレット］
ロータリー財団に毎年1,000米ドル以上を寄付
した人々を認証するため、地区によって運営され
ているポール・ハリス・ソサエティ・プログラムの
推進用パンフレット。2011年。DE,EN,ES,FR,IT,
JA,KO,PT,SV（W）
099-JA  無料
NEW

補助金管理セミナー研修リーダー用手引き

Grant Management Seminar Leaders’ Guide
成果あふれるグローバル補助金を立案、実施、管
理するための方法を紹介。研修資料とパワーポイ
ントが付いています。2012年。DE,EN,ES,FR,IT,
JA,KO,PT,SV
ウェブのみ
NEW

補助金管理の手引き

Grant Management Manual

マ行
毎年あなたも100ドルを
「財団の友」会員バッジ･ステッカー
Every Rotarian, Every Year Rotary Foundation
Sustaining Member Badge Stickers
毎年年次基金に100ドル以上を寄付して「財団の
友」会員になった寄付者に進呈するためのステッ
カー。毎年改訂。１枚のシートに64枚のステッカ
ーが付いています。
956-EN 無料
NEW

毎年あなたも100ドルを［パンフレット］

Every Rotarian, Every Year Brochure
ロータリー財団プログラムへの参加と支援の重要
性を会員に伝えるためのパンフレット。2012年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
957-JA 無料

毎年あなたも100ドルを［ポスター］
Every Rotarian, Every Year Posters
ロータリー財団プログラムへの参加と寄付を呼
びかけるためのポスター。会合、募金活動、その
他の行事での掲示用（58cm×74cm）
。2010年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
959-JA 無料（１回の注文につき２枚限定）

充実したグローバル補助金を立案、実施、管理
するためのヒントを紹介。ロータリーの重点分
野、奨学金、プロジェクトのモニタリングと評価
に関する詳しい情報も含まれています。2012年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

マッチング・グラント申請書

ホストファミリーの手引き

The Guide to Matching Grants

Matching Grant Application
5,000～200,000ドルのマッチング・グラント申
請用。2010年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

マッチング・グラントの手引き

青少年交換のホストファミリーの責任と、学生の
受け入れに伴う恩恵を紹介。2009年。EN,ES,
FR,IT,JA,KO,PT（W）
749-JA $1.50

マッチング・グラントの申請およびプロジェクト
実施に関する包括的な手引書。プログラムの最新
情報と「よく尋ねられる質問」を含む。2011年。
EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
144-JA 無料（１回の注文につき５部限定）

ポリオ・プラス・ヘッドライナー・キット

マッチング・グラント・ポスター

Youth Exchange: A Guide for Host Families

PolioPlus Headliner Kit

Matching Grants Poster

地元メディアに地域住民の関心を引くようなポ
リオ関連ニュースを提供するために、独自に修正
して使用できる資料一式。ニュース記事、意見記
事、読者の声、プレスリリースなどの見本や写真
のほか、これらを新聞社や雑誌・業界誌出版社
に提出する上でのアドバイスが紹介されていま
す。2007年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
ウェブのみ

マッチング・グラント推進用ポスター（46cm×
61cm）
。2007年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
143-JA $3

メディア危機対策プラン
Media Crisis Handbook
予期せぬ出来事によりニュース・メディアから問い合
わせが来た場合にロータリー・クラブと地区が効
果的かつ効率よく対応する方法を紹介。2007年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
515-JA 無料

ラ行
ローターアクト・クラブ会員証
Rotaract Identification Card
会員専用。2009年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
665-JA $3（50枚セット）
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NEW

ローターアクト推進用カード

NEW

ロータリー・グリーティング・カード

ロータリー青少年指導者養成セミナー修了証書

Rotaract Promotional Card

RI Notecards

Rotary Youth Leadership Awards Certificate

奉仕、リーダーシップ・スキル開発、新たな友人との
出会いの機会としてのローターアクト・プログラム
を紹介するためのカード。大学キャンパス、若者が
集る店、地域の催しでの配布に最適。クラブの情報
を挿入する空欄付き。サイズ：15x19cm。2012年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
663-JA $0.20
663-bulk $5（50枚セット）

それぞれのカードに、ロータリーの奉仕活動が印
象的な写真で紹介されています。裏面に写真の
簡単な説明を６カ国語で記載（13cm×18cm）。
2012年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
980-MU $10（12枚セット）

セミナー参加者への贈呈用。氏名を書き込むた
めの空白付き。クラブ会長と地区ガバナーの署名
が必要です（証書のサイズ：21.5cm×28cm）。
2009年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
695-JA $1

ロータリー章典

ロータリー青少年指導者養成プログラム
推進用キット

ローターアクト推進用キット
Rotaract Promotional Kit
ローターアクト・クラブの提唱や若者の参加を促
進するための資料一式。内容：「ローターアクト必
携」
（562-JA）、推進用カード30部（663-JA）。
EN,ES,FR,JA,KO,PT
664-KIT-JA $9

ローターアクト・クラブ認証書式

Rotary Code of Policies
RI理事会の決定に基づく国際ロータリーの方針。
毎年改訂。
ウェブのみ

ロータリー親睦活動案内資料
Rotary Fellowships Flier
ロータリー親睦活動のリストを記載した色刷りの
案内資料。定期的に更新。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

Rotaract Club Certification Form

ロータリー親睦活動グループ役員名簿

ローターアクト・クラブ結成のRI宛公式通知書お
よび結成認証状の公式申請書として使用するも
の。2012年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

ロータリー親睦活動グループの役員の名簿。毎年
改訂。英語のみ。
ウェブのみ

ローターアクトに関する方針声明
Rotaract Statement of Policy
2011年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

ローターアクト必携
Rotaract Handbook
ローターアクト・クラブの結成と育成、ならびに奉
仕プロジェクトと専門知識開発プロジェクトの実
施のための手引書。また、地区ローターアクト組
織と多地区合同活動を説明。各種書式と組織規
定が収められています。2002年。DE,EN,ES,FR,
JA,KO,PT,SV（W）
562-JA $3.50

ロータリアン行動グループ役員名簿
Rotarian Action Groups Officer Directory
全ロータリアン行動グループの役員の名簿。毎年
改訂。英語のみ。
ウェブのみ

ロータリアン行動グループ案内資料
Rotarian Action Groups Flier
ロータリアン行動グループのリストを記載した色
刷りの案内資料。定期的に更新。EN,ES,FR,IT,
JA,KO,PT
ウェブのみ

ロータリーから始めませんか絵葉書
Start with Rotary Postcards
クラブ例会への招待状として会員候補者に渡すこ
とのできるハガキ。2008年。DE,EN,ES,FR,IT,
JA,KO,PT,SV
614-JA $3（20枚セット）

Rotary Fellowships Officer Directory

ロータリー親睦活動要覧
ロータリー親睦グループの結成、運営、推進に
関する指針と提案を説明。2006年。EN,ES,FR,
JA,KO,PT
ウェブのみ

ロータリー財団携帯用カード
Rotary Foundation Facts
財団とそのプログラム、寄付情報に関する簡潔
な統計的概要を示すパンフレット。毎年改 訂。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
159-JA 無料（10枚セット）

ロータリー財団申請手続早見用手引き
The Rotary Foundation Quick Reference Guide
ロータリー財団の新しい補助金を含むプログラム
と奉仕活動について簡潔にまとめた資料。毎年改
訂。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
219-JA 無料

ロータリー財団目標

Rotary Foundation Goals
ロータリー財団管理委員会が決定した優先目標
と管理委員長からのメッセージを掲載したパンフ
レット。毎年改訂。EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
208-JA 無料

ロータリー財団ロゴ入りポスター
Rotary Foundation Logo Poster
会合、募金行事その他の活動の場での展示に最適
（61cm×91cm）
。筒型郵便にて発送。1993年。
318-MU 無料
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RYLAプログラムの企画に役立つロータリアンの
ための資料一式。内容：「RYLAの手引き」
（694JA）、ポスター（635-MU）、パンフレット15部
（636-JA）。EN,ES,FR,JA,KO,PT
667-KIT-JA $11

ロータリー青少年指導者養成プログラムの手引き
Rotary Youth Leadership Awards Handbook
若者のリーダーシップ・スキルを高めるRYLA行事
の開催方法について説明した手引き。2009年。
EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
694-JA $1.50

ロータリー青少年指導者養成プログラム・
パンフレット
Rotary Youth Leadership Awards Brochure

Rotary Fellowships Handbook

NEW

Rotary Youth Leadership Awards Promotional Kit

www.rotary.org

参加希望者のための推進資料。プログラムについ
て説明。クラブや地区の連絡先を印刷する空欄
付き。2009年。EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
636-JA $0.50

ロータリー青少年指導者養成プログラム・
ポスター
Rotary Youth Leadership Awards Poster
RYLAプログラム推進用の色刷り、多言語のポス
ター。連絡先を印刷する空欄付き。2009年。
635-MU $3
NEW

ロータリー大要（ロータリーとは）

What’s Rotary?
入会候補者への配布用として好評。ロータリーの
組織と規模についてよく尋ねられる質問への回答
を載せた名刺サイズのカード。2012年。DE,EN,
ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
419-JA $4（50枚セット）

ロータリーとは
This Is Rotary
入会候補者と一般の人々向けにロータリーの大要を
説明した写真入りカラー・パンフレット。2008年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
001-JA $0.50

ロータリーとはDVD
This Is Rotary DVD
ロータリーが、どのようにポリオ撲滅活動に取り
組み、異文化間の理解を推進し、平和を育み、よ
りよい世界を築いているかを紹介。ロータリーの
組織概要、公共奉仕広告、RVM：ロータリー・ビ
デオ・マガジンからの一編を収録。全編再生時間
27分間。各編はおよそ１分～７分構成。2009年。
EN,ES,FR,JA,KO,PT
449-DVD-MU $10

NEW ロータリー日本財団寄付送金明細書
（一般用）

NEW 「ロータリーの魅力を伝えよう」
リソースキット

The Rotary Foundation Contribution Form

Telling Your Story Resource Kit

一般の方がロータリー財団に寄付をする際に使用
する書式。ロータリアンとクラブは、ロータリアン／
クラブ用の寄付送金明細書式をご使用ください。
2011年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

入会への関心を高め、現会員のロータリーへの
熱意を高めるために、ロータリーの素晴らしさや
体験談を紹介する上で役立つ数々の資料。2012
年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

ロータリーの遺産コレクションDVD

ロータリー・ビデオ・マガジン・コレクション
第１巻

The Rotary Heritage Collection
歴史的なビデオ資料が１枚のDVDに収められた
コレクション。収録内容：「ポール・ハリス・ライブ
1942」
「ロータリーの沿革」
「ポール・ハリスの行
動と理想」
「大いなる冒険」
（英語のみ）
。ロータリ
ー創立50周年にエドワード・アーノルドとジム・バ
ッカスがハリウッドで製作した30分間のボーナ
ス映像も収録。全編再生時間57分間。2004年。
ES,FR,JA,KO,PTの吹き替え付き。
020-DVD-MU $15

ロータリーのいろは
The ABCs of Rotary
ロータリーの歴史やプログラムを解説した、簡潔
かつ読みやすい情報集の最新改訂版。本小冊子
は、1992-93年度RI会長のクリフ・ダクターマン
氏が、所属ロータリー・クラブの週報のために書
いた一連の記事が基になっています。2012年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
363-JA $3.75

ロータリーの基本知識
Rotary Basics
ロータリーの理 念や会員の恩典などを説明し
たガイド。毎年改訂。マルチメディア版（www.
rotary.org/ja/rotarybasics）もご利用くだ
さい。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
595-JA $1（大量注文による割引あり）
NEW

ロータリーの行動規範

Rotary Code of Conduct
ロータリアンとしての行動規範を美しくデザイン。
サイズ：22x28cm。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,
SV（W）
200-JA $1

ロータリーの賛歌
Rotary Anthem
ベートーベンの「エグモント」序曲作品84の一節
を編曲したロータリーの賛歌の音楽CD。国旗入
場式やその他のロータリーの行事に最適。再生
時間約３分。2004年。
030-MU $3

ロータリーの重点分野ガイドとフォルダー
Rotary’s Areas of Focus Guide and Folder
ロータリーの６つの重点分野に関する情報を簡
単に説明したカラーのパンフレット。各分野のプ
ロジェクト例を紹介。カラフルなフォルダーも別売
りでご用意しています。2011年。DE,EN,ES,FR,
IT,JA,KO,PT（W）
965-JA（ガイド） $2
966-JA（フォルダー） $2
967-JA（ガイドとフォルダー） $3

DVD３枚組みセットに10編以上の短編ビデオを
収録。
内容の一例：
● メキシコと米国の社会奉仕活動
● ロシア孤児のための歯科医療
● 津波の後
● 地雷被害者への支援
● 数学とサイエンスプロジェクトに励む中学生
● エジプトでの医療・教育支援
● 西アフリカの食糧危機
再生時間は各編によって異なります（平均再生時
間：８分）。2005-06年。英語のみ（ES,FR,JA,
KO,PTの字幕付き）
。
RVM0506 $15

ロータリー・ビデオ・マガジン・コレクション
第２巻

DVD３枚組みセットに10編以上の短編ビデオを
収録。
内容の一例：
● 命の贈り物
（心臓外科手術の支援）
● 国連代表、
ヤン・イゲランド氏とのインタビュー
● ホンジュラスでの小口融資プロジェクト
● ヘイファー・インターナショナルとの
協同プロジェクト
● インドでのポリオ撲滅活動
● ボスニアでの橋再建
● ロータリー青少年交換
● ソウル・オブ・
アフリカ
再生時間は各編によって異なります（平均再生時
間：８分）。2006-07年。英語のみ（ES,FR,JA,
KO,PTの字幕付き）
。
RVM0607 $15

ロータリー・ビデオ・マガジン・コレクション
第３巻

DVD３枚組みセットに10編以上の短編ビデオを
収録。
内容の一例：
● マーシーシップ
（アフリカでの医療支援）
● チェコ共和国の心臓疾患センター支援
● 飢餓、
水、識字、ロータリー家族
● 地雷犠牲者の物語
● ブラジルでの識字率向上活動
● カリフォルニア山火事のフォト・
エッセー
● 米国の移動食料トラック
● インドの水保全活動
●
「ポリオの現状」展示
再生時間は各編によって異なります（平均再生時
間：８分）。2007-08年。英語のみ（ES,FR,JA,
KO,PTの字幕付き）
。
RVM0708 $15
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ロータリー・ビデオ・マガジン・コレクション
第４巻

DVD３枚組みセットに10編以上の短編ビデオを
収録。
内容の一例：
● 洪水災害からの復興支援
（米国）
● ロータリーにおける女性会員の歴史
● シカゴ・ロータリー・クラブの紹介
● 子どもの死亡率削減プロジェクト
（韓国とモンゴル）
● 障害者少年野球チーム
（米国）
● ロータリアンによるゴビ砂漠緑化プロジェクト
（韓国とモンゴル）
● ジョン・ケニー2009-10年度RI会長の紹介
● 準全国予防接種日のフォト・
エッセー
● 職業訓練支援
（米国）
● 職業訓練支援
（ブラジル）
● プログラム学友がロータリアンとなるために
再生時間は各編によって異なります（平均再生時
間：８分）。2008-09年。英語のみ（ES,FR,JA,
KO,PTの字幕付き）
。
RVM0809 $15

ロータリー・ビデオ・マガジン・コレクション
第５巻

DVD３枚組みセットに10編以上の短編ビデオを
収録。
● 識字率向上活動
（ブラジル）
● 学校再生プロジェクト
（スリランカ）
● ジャーナリスト育成プログラム
（フランス）
● ビトネ子どもセンター
（ウガンダ）
● 眼科クリニック支援
（インド）
● PACT 都市平和プロジェクト
（カナダ）
● 2010-11年度RI会長、
レイ・クリンギンスミス
● ローターアクトによる災害復興支援
（ペルー）
● RYLAの活動
（米国）
再生時間は各編によって異なります（平均再生時
間：８分）。2009-10年。英語のみ（ES,FR,JA,
KO,PTの字幕付き）
。
RVM0910 $15

ロータリー・ビデオ・マガジン・
コレクション第６巻
NEW

DVD１枚に６編の短編ビデオを収録。
● アルツハイマー患者の支援
（フランス）
● 人道的支援
（インド）
● 同時多発テロ後の復興支援
（米国）
● カルヤン・バネルジー2011-12年度RI会長の
紹介
● ハビタット・
フォー・ヒューマニティと協力する
ロータリー平和フェロー（ハイチ）
● プロジェクトを通じて協力する
ロータリー平和フェロー（オーストラリア）
再生時間は各編によって異なります（平均再生
時間：８分）。2012年。英語のみ（ES,FR, JA ,
KO,PTの字幕付き）
。
RVM1112 $10

ロータリー平和センター学友
Rotary Peace Centers Alumni
国 際 的な団 体や政 府 機 関で 働く学友を紹介。
2009年。EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
092-JA 無料（１回の注文につき限定部数）

ロータリー平和センターのピン
Rotary Peace Centers Pins
ロータリー平和センターとそのための大口寄付
推進計画への支援を示す青とゴールドの襟ピン
（2.5cm×2.5cm）。2011年。
089-MUP $50（100個セット）

ロータリー平和センター・プログラム：
ロータリアンのためのプログラム手引き

「End Polio Now」絵葉書
End Polio Now Postcards
世界的なポリオ撲滅活動の歴史と進展を簡単に
説明したカード。地域や国あるいは世界のリーダ
ーに郵送してポリオ撲滅への支援を働きかけた
り、地域の催しで配布するのに最適です（15cm
×23cm）。2010年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
979-JA $1（20枚セット）

「End Polio Now」ポスター

Rotary Peace Centers Program Guide for Rotarians

NEW

ロータリアンによるロータリー・センターの推
進、ロータリー平和フェローシップの有資格申請
者の選考、受領者に対するプログラムの目標の指
導、フェローの受入れ、学友との連絡の推進・維
持に役立つ包括的な手引書。2009年。EN,ES,
FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

End Polio Now Poster

ロータリー平和フェローシップ小冊子
Rotary Peace Fellowships Leaflet
ロータリー平和フェローシップの目標、必要条
件、財源、申請手続について情報を提供するカラ
ー刷りパンフレット。各センターのプログラムや
カリキュラムを紹介。2011年。EN,ES,FR,IT,JA,
KO,PT（W）
084-JA 無料（１回の注文につき限定部数）

ロータリー友情交換の手引き
Rotary Friendship Exchange Handbook
ロータリー友情交換プログラムに関する全容をま
とめた手引書。ホストとゲストのための指針、交換
を開始する方法、日程表見本、その他の資料が収
められています。2009年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
ウェブのみ

アルファベット
NEW

「End Polio Now」パンフレット

End Polio Now Brochure
ロータリーのポリオ撲滅活動を多くの人に伝え
るための推進用パンフレット。2012年。EN,ES,
FR,JA,KO,PT（W）
940-JA 無料

「End Polio Now」募金推進
DVDツールキット
NEW

End Polio Now Fundraising DVD Toolkit
ポリオワクチンの生みの親、ジョナス・ソークに関
する映像「The Shot Felt ‘Round the World」
から抜粋した30分のビデオを収録。その他にも、
ロータリーのポリオ撲滅活動を紹介した短編ビデ
オ、ゲイツ財団による動画、ロータリーの「あと少
し」の公共奉仕広告を含む推進用DVD。2011年。
英語のみ。
999-DVD 無料（１回の注文につき５枚まで）

「End Polio Now」ピン

ロータリーのポリオ撲滅活動を伝えるのに最適な、
人目を引くポスター（61cm×76cm）。2012年。
EN,ES,FR,JA,KO,PT (W)
941-JA 無料（１回の注文につき２枚まで）
NEW

「End Polio Now」Ｔシャツ

End Polio Now T-shirt
「End Polio Now」とメッセージが前部に、ロー
タリーの歯車が後部にデザインされた赤いＴシャ
ツ。ポリオ撲滅推進活動での着用に最適です。有
機綿を使用。男女兼用。製造元：AnvilOrganic。
2011年。
サイズ：S、M、L、XL、XXL
EPNTSHRT $20

「End Polio Now」ビデオと
デジタルリソース
NEW

End Polio Now Video and Digital Resources
ビデオ、ロゴ、画像、放送用の高画質公共奉仕広
告を含むポリオ関連の資料が収められたUSBメ
モリ。2012年。EN,ES,FR,JA,KO,PT (W)
942-USB $10

ProjectLINK寄付書式
ProjectLINK Contribution Form
ProjectLINKに掲載されたプロジェクトに資金を
寄付するクラブ用。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

Donations-in-Kind Organizations List
現物拠出に関わる組織のリスト

物資を調達、発送、保管、寄贈している組織をま
とめたリスト。寄贈物資が伴うプロジェクトを行う
ロータリー・クラブのためのリソース。2009年。
英語のみ。
ウェブのみ

Effective Public Relations: A Guide for
Rotary Clubs

効果的な広報：ロータリー・クラブのための手引き

クラブ活動を広報する上でロータリアンを助ける基
本的な心得や資料。2007年。EN,ES,FR,PT（W）
257-EN $3
NEW Every Rotarian, Every Year Club
Success Booklet

毎年あなたも100ドルを［クラブ・サクセス・キット］

クラブや地区のリーダーが、年次プログラム基金
目標の達成に向けて取り組む上で役立つ情報豊
かなパッケージ。
「週例ロータリー財団考」も収め
ています。毎年改訂。英語のみ。
958-EN 無料

From Conflict to Peace: What Lessons
Might We Learn from Episodes of
Successful Resolution of Conflict?
紛争から平和へ：紛争解決から私たちが学ぶこと

ロータリー平和フェローと学友による論文集。クイ
ーンズランド大学ロータリー・センター元所長マリ
アンヌ・ハンソン教授監修。2007年。英語のみ。
908-EN $5

Governors-nominee Training Seminar
Leader’s Guide

ガバナー・ノミニー研修セミナー指導者用手引き

英語のみ／日本語なし

ガバナー任期に向けて準備を開始する地区ガバ
ナー・ノミニーの研修用資料。
「ガバナー・ノミニ
ー用ワークブック」と共に使用。2011年。EN,PT
ウェブのみ

After Katrina:
Rotary Stories from the Gulf Coast DVD

NEW Global Outlook Series: Guide to
Sustainability

カトリーナの後：湾岸からのレポートDVD

2005年のハリケーン「カトリーナ」で壊滅状態と
なった被災地でのロータリー・クラブの活動を紹
介した３編のビデオ。平均再生時間８分。2011
年。英語のみ。
805-DVD $5

Amazing Stories of Polio!
驚くべきポリオの物語

ポリオの歴史をイラストにした人気の物語。地元
のクラブをはじめ、図書館や学校用に多めにご注
文ください。16ページ。2009年。英語のみ。
976-EN $0.50（大量注文による割引あり）

End Polio Now Pins
ポリオ撲滅活動を推進するための鮮やかな色の
襟ピン（2cm×2.5cm）。2008年。
988-MUP $50（100個セット）
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グローバル・アウトルック・シリーズ：

「持続可能性」入門

文化、経済、環境、社会の4つの観点から、持続可
能性を人道的奉仕プロジェクトに取り入れる方法
を紹介。
「ザ・ロータリアン」誌に掲載。2012年。
英語のみ。
700-EN $0.75（大量購入割引あり）
NEW Global Outlook Series: Guide to
Water and Sanitation

グローバル・アウトルック・シリーズ：水と衛生入門

専門家のヒントを交えて、効果的な水と衛生の奉
仕プロジェクトを実施する方法を紹介。
「ザ・ロー
タリアン」誌に掲載。2012年。英語のみ。
701-EN $0.75（大量購入割引あり）

NEW Global Outlook Series:
The “Plus” in PolioPlus

グローバル・アウトルック・シリーズ：
ポリオ・プラスの「プラス」

地球規模の保健問題に取り組む上で、官民が協力
して行うプロジェクトのモデルとなった「ポリオ・
プラス」について紹介。
「ザ・ロータリアン」誌に
掲載。2012年。英語のみ。
322-EN $0.75（大量購入割引あり）

Life Income Gifts
生涯年金寄付

生 涯年金寄 付よって財団を支 援する方法を説
明。2011年。英語のみ。
（W）
109-EN 無料（１回の注文につき100部限定）

Literacy Project Guide

識字率向上プロジェクトの手引き

国際読書協会と協力して識字率向上活動を実施
するクラブと地区のための手引き。2011年。英語
のみ。
ウェブのみ

Meeting Kit Folder
会合用書類フォルダー

２つのポケットがついたフォルダー。会合時、また
はメディアへの資料配布用に最適。2012年。
006-EN $2

Memorial Envelopes
追悼用封筒

ロータリアンまたはロータリアンの友人を追悼し
て、ロータリー財団に寄付する際に用いる封筒。
米国からの寄付用、カナダからの寄付用。１回の
注文につき100部限定。2006年。英語のみ。
111-EN（USA）  
無料（１回の注文につき50枚まで）
112-EN（Canada）
無料（１回の注文につき50枚まで）

Multiple Donor Form
複数寄付者用書式

同じ寄付先に対して同時に複数の寄付者が計画寄
付をする際に、クラブが使用するもの。2008年。
英語のみ。
（W）
094-EN 無料

My Road to Rotary
ロータリーへの私の道

ポール・ハリスの生涯を物語る自叙伝（304ペー
ジ）。ペーパーバック。2002年。英語のみ。
922-EN $10

My Rotary Moment: Why I Am a
Rotarian
NEW

私のロータリー・モーメント：ロータリアンになった理由

ロータリーのシニア・リーダーによるエッセイ集。
田中作次2012-13年度RI会長による序文も含ま
れています。英語のみ。
405-EN
価格はshop.rotary.orgをご参照ください。

NEW

Official Directory

ProjectLINK Submission Form:
Project Seeking Support

公式名簿

RIとロータリー財団の役員、委員、管理職員の氏
名、住所、電話番号、Ｅメールアドレスを掲載。世
界中の地区およびガバナーの名簿、会長・幹事
の氏名、例会の曜日、時間、場所を記載したクラ
ブのアルファベット順の一覧、およびロータリー
徽章、ローターアクトの徽章、インターアクトの徽
章入り商品の製造、販売を許可されている業者
一覧を掲載。冊子版にはＥメールはじめクラブ役
員の郵送先住所は記載されていませんが、CD版
にはすべての情報が含まれています。営業用ダイ
レクトメールの名簿として使用することは禁じら
れています。ロータリアンの個人情報を守るため、
「公式名簿」をオンラインでご注文いただくこと
はできません。注文をご希望の場合、日本事務
局奉仕室（03-3903-3194）までご連絡くださ
い。2012-13年度クラブ役員を報告した各ロータ
リー・クラブにはCDまたは冊子が１部無料で送
付されます。毎年改訂。英語のみ。
007-ENP（冊子） $10
007-ENC（CD） $5
007-ENB（冊子とCD） $12

Paul Harris and His Successors
ポール・ハリスと歴代会長

RI会長史。RI会長一人ひとりの経歴と就任期間中
の活動を掲載。1996年。英語のみ。
914-EN $7
NEW

Paul Harris Fellow Certificate Cover

ポール・ハリス・フェロー認証状用カバー

ポール・ハリス・フェロー認証状用の紺色のカバー
（人工皮革を使用）。2012年。英語のみ。
PHCEN 無料

Paul Harris Fellow Medallion
ポール・ハリス・フェロー・メダル

ポール・ハリスの横顔が刻まれた金製のメダル。
称号を受けた証として着用または展示できます。
メダルの購入にはフェローの資格を満たしている
ことが条件となります。2009年。
PHF-EN $15

Peregrinations II
遍歴Ⅱ

中国、日本、フィリピン、オーストラリア、カナダ、
ニュージーランドを訪問したポール・ハリスによる
旅行記。1935年。英語のみ。
917-EN $15

Peregrinations III
遍歴Ⅲ

ポール・ハリスの中南米の旅を、自らがつづった歴
史的な一冊。数に限りがあります。1937年。英語
のみ。
918-EN $15

ProjectLINK Reporting Form
ProjectLINK報告書式

登録されているプロジェクトの現状報告をRIに
提出するための書式。ProjectLINKに参加して
いるロータリー･クラブと地区が毎年提出します。
2010年。EN,ES,FR,IT,PT
ウェブのみ
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ProjectLINK提出書式：

支援を必要としているプロジェクト用

資金、寄贈物資、ボランティア、あるいはロータリ
ー財団マッチング・グラントの協同提唱者を必要
とするプロジェクトの情報をProjectLINKに掲載
するための書式。2011年。EN,ES,FR,PT
ウェブのみ

RI Certificate Holder
表彰状フォルダー

濃紺に金色のロータリー徽章のついた表彰状フ
ォルダー（21.5cm×28cm）。ロータリーの表彰
状の保管に最適。1993年。
224-EN $8

RI Postcard
RIの絵葉書

RI世界本部ビルの外観、栄誉の殿堂、100周年記
念の鐘がある18階展示コーナー、国旗展示の４
枚の写真を収めた色刷りの絵葉書。2006年。英
語のみ。
821-EN $0.80

Rotary Community Corps Brochure
ロータリー地域社会共同隊パンフレット

プログラムの概要。参考事例やRCC結成方法の
説明を含む。2010年。EN,ES,PT（W）
779-EN $0.50

Rotary Community Corps Handbook
ロータリー地域社会共同隊要覧

リーダーの候補者を探し出す方法、事例研究、プ
ロジェクトのアイデアを含む、RCC結成の基本ス
テップを説明。2010年。EN,ES,PT（W）
770-EN $3.50

Rotary Community Corps Organization
Form
ロータリー地域社会共同隊結成書

新ロータリー地域社会共同隊結成のRI宛公式通
知書およびRCC結成認証状の公式申請書として
使用するもの。1999年。EN,ES,FR,PT
ウェブのみ

Rotary Community Corps:
Changing Lives, Shaping the Future
ロータリー地域社会共同隊：

地域社会のために、未来のために

ロータリー地域共同隊の新メンバーを募るための
パンフレット。2008年。EN,ES,FR,PT（W）
780-EN $0.50

Rotary in Canada: 100 Years DVD

カナダにおけるロータリー：100周年記念DVD

カナダでのロータリーの沿革。2010年。EN,FR
870-DVD $5
NEW

Shop Rotary Bag

ショップ・ロータリー・バッグ

ロータリーの資料の持ち運びに便利なトートバッ
グ（38cm×39cm）。2011年。
002-MU $5

Songs for the Rotary Club:
Words and Music

ロータリー・クラブのための歌集：歌詞と音楽

ロータリー・ソングを含む82の伝統的な歌を集
めたもの。2003年。英語のみ。
033-EN $5

Sources of International and Intrastate
Conflict and Possibilities for Resolution in
This Decade
現代の国際紛争と国内紛争の要因と解決の可能性

ロータリー平和フェローと学友による論文集。カ
ルフォルニア大学バークレー校のロータリー・セ
ンター所長エドウィン M. エプスタイン教授によ
る監修。2006年。英語のみ。
907-EN $5

The Remarkable Mr. Harris
傑出の人、ポール・ハリス

「ザ・ロータリアン」誌に掲載された、ロータリー創
始者の16ページにわたるイラスト伝記。2009年。
英語のみ。
975-EN $0.50（大量注文割引あり）

The Rise and Fall of Poliomyelitis
ポリオの盛衰

ポリオの歴史を分かりやすくグラフで解説した小
冊子。
「ザ・ロータリアン」誌に掲載されたもの。
2010年。英語のみ。
301-EN $0.75

The Rotarian 100th Anniversary
Collector’s Edition

「ザ・ロータリアン」誌100周年記念コレクターズ版

「ザ・ロータリアン」誌の100周年記念の本。これ
までの表紙や著名な寄稿者、イラストレーター、
歴史的記事などを紹介。ハードカバー。2011年。
英語のみ。
100-EN $20

The Rotarian’s Greater Goods Catalog
ロータリアンによる奉仕活動カタログ

奉仕プロジェクトのアイデアやリソースのコレク
ション。
「ザ・ロータリアン」誌に掲載されたもの。
再生紙使用。2010年。英語のみ。
101-EN $2.50（10枚セット）

The Rotary Foundation Contribution
Envelope
ロータリー財団寄付用封筒

米 国およびカナダ 在住の 個人の寄 付 者対 象 。
2006年。英語のみ。
095-US 無料
095-CAN 無料

The Rotary Foundation Donor Advised
Fund Quick Guide

ロータリー財団使途推奨冠名基金クイックガイド

財団を通じて寄付用口座を開設する方法を解
説。2012年。英語のみ。
（W）
382-EN 無料
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索引
品目番号別索引
001-JA
002-MU
006-EN
007-ENB
007-ENC
007-ENP
020-DVD-MU
030-MU
033-EN
035-JA
035-ENB
035-ENR
084-JA
089-MUP
092-JA
094-EN
095-CAN
099-JA
100-EN
101-EN
109-EN
111-EN
112-EN
143-JA
144-JA
159-JA
162-JA
173-JA
187-JA
200-JA
208-JA
219-JA
220-JA
222-JA
224-EN
225-JA
226A-JA
226B-JA
226C-JA
226D-JA
226E-JA
229-JA
244-JA
245-JA
246-JA
249-JA
250-JA
254-JA
255-JA
257-EN
301-EN
318-MU
322-EN
363-JA
382-EN
405-EN
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注文方法

明確にご記入ください。また、下記の各情報をもれなくご記入ください。

郵送宛先

ファックス：
03-3903-3781

氏名
住所：番地
都道府県

電話：
03-3903-3194
月曜日～金曜日
9:00～17:00

郵便番号

日中の電話番号

市町村

オンライン：
shop.rotary.org

国

Ｅメールでのご注文：
shop.rotary@rotary.org
郵送：（「郵送によるご注文」を
ご覧ください）

ファックス番号

いずれか１つの方法で
ご送付ください。

Ｅメール
ロータリー・クラブ名

地区番号

ロータリーにおける役職（該当する場合）

ご注文
題名・品名

品目番号

数量

単価（US$）

合計

合計額には標準送料および手数料が加算される場合がありますのでご了承ください。
価格は、予告なしに変更されることがあります。
郵送によるご注文
本用紙にご注文を記入し、
RI日本事務局に送付して
ください。
〒115-0045
東京都北区赤羽2-51-3
NS3ビル１階
国際ロータリー日本事務局資料室
本書式はコピーしてお使いいただけます。

合計（US$）

支払方法
ご注文はすべて前払いとなります。クレジットカードでお支払いの場合は、
最低米貨４ドルのご注文が必要です。
銀行振込

ビザ

マスターカード

カード番号

ディスカバー

アメリカン・エキスプレス

有効期限

セキュリティコード

カードの名義人（カードに記載されている氏名）
カードの名義人の署名

337-JA—(510)
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価格

価格は通 知なく変 更される場 合 があります。最 新の価格はsho p.
rotary.orgでご確認いただけます。表示価格には送料と手数料は含ま
れていません。日本国内で適用される関税および輸入に関する法規をご
確認ください。
本カタログに掲載されている全品目（「Official Directory」
（公式名簿）
を除く）は、shop.rotary.orgからご注文いただけます。公式名簿のご
注文は、日本事務局資料室（電話：03-3903-3194、ファックス：033903-3781）までご連絡ください。

ロータリーの徽章入り商品

本カタログに掲載されていないロータリー徽章入り商品をお探しです
か。ロータリーの徽章またはその他のRI商標やロゴ（まとめて「ロータリ
ーの標章」）を付した商品の大半は、RIの公式被免許業者からも直接ご
購入いただけます。RIの公式被免許業者のリストは「公式名簿」とwww.
rotary.orgに掲載されています。
RI被免許業者からのみ商品を購入することで、ロータリーの標章の価値
と信頼性が保たれます。免許のない者が標章入り商品を販売しているこ
とに気付いた場合、RIクラブ・地区支援担当（日本事務局奉仕室）職員ま
でご連絡ください。

国際ロータリーは、RI理事会の方針に従いロータリーの徽章を使用する
ことをクラブや地区に奨励しています。この徽章はいかなる形にも修正
することはできません。徽章を使用する際は、正確な複製を作り、クラブ
名または地区番号を必ず組み合わせて表示してください。ロータリーの
徽章の使用および複製に関する詳細は、
「手続要覧」
（035-JA）または
「RI視覚的イメージのための手引き」
（547-JA）をご参照ください。

RI世界本部と日本事務局

本カタログに掲載された資料は、RI世界本部または日本事務局までご注
文いただけます。
RI World Headquarters
（RI世界本部）
Publications Order Services
7100 N. Lawndale Ave.
Lincolnwood, IL 60712
USA
電話：1-847-866-4600
ファックス：1-847-866-3276

RI日本事務局資料室
〒115-0045
東京都北区赤羽２-51-３
NS3ビル１階
電話：03-3903-3194
ファックス：03-3903-3781
shop.rotary.org

ロータリーの標章入りの商品の製造、複製、販売をご希望の方は、国際
ロータリーの免許担当職員までお問い合わせください。
（電話：1-847866-4463、Ｅメール：rilicensingservices@rotary.org）

世界と
つながろう

左のQRコードを読み取り
ロータリーの
ソーシャルネットワークを
ご覧ください。
読み取り用アプリは
アプリ・ストアから無料で
ダウンロードできます。

www.rotary.org/socialnetwork

（画面下の「日本語」をクリック）
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クラブを
検索しよう

www.rotary.org/ja/clublocator

出版物を
注文しよう

左のQRコードを読み取り
オンライン・ショップをご覧ください
読み取り用アプリは
アプリ・ストアから無料で
ダウンロードできます

shop.rotary.org

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org

019-JA—(712)

