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新しい RI のウェブサイトの紹介 

RI:ROTARY INTERNATIONAL 

2013 年 8 月に国際ロータリー（RI）の Website が大幅な変更がありました。その前のサイトについては 2010 年

12 月に纏めましたが今回の新 web サイトをご紹介いたします。ロータリー情報は直接ロータリアンが入手できます

ので時々アクセスして web 上での情報入手に心掛け、「学ぶ」ことも大切と思います。 

まず、下記の「ウェブサイトの利用する前に」をお読みください。 

 

ウェブサイト（https://www.rotary.org/ja）の閲覧は一般の方と会員専用「My Rotary」に分かれております。  

全く初めての会員は、「My Rotary」を作成する。ご自身の個人プロフィールを登録してください。所属地区番号、

クラブ番号、個人 ID とパスワード（文字数等は規定されている）が必要です。プロフィールはいつでも編集可能で

す。 

 

ウェブサイトを利用する前に 

 

ロータリーの新ウェブサイトへようこそ。この新しいウェブサイトは、ロータリアンの皆さまからのフィードバックを反映

させただけでなく、新しいアイデアを盛り込んでいます。 新技術を搭載し、より見やすく、使いやすく進化しまし

た。探している情報をより簡単に見つけることができ、ロータリー業務も効率的に行うことができます。 

以下に、ウェブサイトの利用にあたって役立つヒントとリソースをご紹介します。 

ロータリーでは新ウェブサイトの利用方法を説明する 3 つのビデオ（概要、一般向けサイト、 登録者専用サイト

（My ROTARY））を制作しましたので、ウェブサイトを利用する前にご覧ください。 

アカウントの作成方法、フォーラムへの参加、資料検索などについては、よくある質問をご覧ください。 

◎リソース＆参考資料 

ウェブサイトの 新情報を紹介するデジタルブログ 

ウェブサイトで問題が発生した場合の解決方法 

ウェブサイトに関する概要 

ロータリーを生き生きと表現しよう：ロータリアンのための「ボイス」とビジュアルアイデンティティのガイド 

 

携帯アプリ 

ロータリーの「クラブ検索」アプリ（無料）で、スマートフォンやタブレットからお近くのロータリークラブを検索でき

ます。キーワード、国、都道府県、地区番号、例会曜日で検索でき、「Near Me」検索では、現在地の近くにあるク

ラブを探すことができます。 

【クラブ検索アプリのダウンロード】 

iPhone,iPad 用： https://itunes.apple.com/en/app/rotary-club-locator/id406614602?mt=8 

アンドロイド用：  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.clubfinder 

ブラックベリー用：http://appworld.blackberry.com/webstore/content/64302/?lang=en 
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① 一般の方も閲覧可能（参加しよう/ロータリーについて/ニュース・記事）  

皆さまへのロータリーの紹介コーナーでしょう。 

②  ロータリアン用（My Rotary）・・・詳しい情報を知ろう 

「My Rotary」➡ https://www.rotary.org/myrotary/ja/home 

６分野で構成されています。各ページの内容を把握しておきましょう。 

1- リーダーのコミュニティに参加し、アイディアを広げ、地域社会や世界で行動しよう 

クラブの検索・国際大会のアカウント登録・ボランティアに参加 

2- ロータリーをもっと知りたい方へロータリーの活動内容や参加方法など・・・ 

詳しい情報は・・・・My Rotary より下記の６つのカテゴリーへリンクされています。 

③  寄付（Give）➡ https://www.rotary.org/ja/give 

ロータリー財団への各種寄付が行え、またあなた自身の寄付履歴も確認できます。 

    年次基金・恒久基金・特定の活動分野を支援する（ポリオ基金・平和への推進・疫病との闘い・きれいな水

の提供・母子の健康・教育の支援・地元経済の成長・特定地域のプロジェクトに寄付）等があります。 

  （注）クラブ会長・幹事・ロータリー財団委員長・事務局員等などクラブで特定した方は統計的な資料（月次寄付レポート：MCR 等）

も閲覧できるが、会員個々はご自身の寄付履歴が閲覧できます。 

 

国際ロータリー（ＲＩ）のウェブサイト概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４：フォーラム・Ｒｏｔａｒｙマーケットプレス・イベント・クラブでつながる 

４：ご寄付・プロジェクトを立ち上げる・補助金を申請する・才能ある人材を育てる

7：役割別・主題別・ロータリーについて・方針と手続き・資料ダウンロード 
  ラーニング・ウェビナー 

４：クラブと地区運営・ツールとテンプレート・旅行と経費・アイテム＆出版物

５：補助金を申請する・ご寄付・ロータリー財団について・ロータリー財団の歴史・ 
 各種レポート

9：ＲＩ会長・雑誌・ニュースレター・ROTARY VOICES・ニュース・記事・ 
 お知らせ・メディアセンター・ロータリーの画像・映像・ROTARY VIDEO

５：アカウント登録・ご寄付・クラブ検索・国際大会(登録)・ボランティア参加 My Rotary 

アイディアを 
広げる 

行動する 

ラーニング＆ 
参考資料 

ロータリー財団 

ニュースと 
お知らせ 

運営する 
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◎新しくなったこと 

１）視覚的イメージ(VisualIdentity) 

 公式ロゴが変わりました。「Rotary」という文字と徽章(歯車)の両方が含まれています。「Rotary」の文字は、常に

徽章の左に表示されます。この公式ロゴを、可能な限り度の資料にも表示してください。「誇りのシンボル」(徽章の

み)と呼ばれるグラフィックもあります。インパクトを強めるために使用するデザインです。ただし、「誇りのシンボル

(mark of excellence)」のみを単独で使用すべきではありません。必ずロゴと一緒にご使用ください。ロゴの一貫性

を維持することは、極めて重要です。「Rotary」の文字と徽章の配置と比率は、常にガイドラインの指定に従ってく

ださい。改造や変形一切認められません。色の具体例についてはロータリーを生き生きと表現しよう（547-JA）を

参照してください。ロータリーの徽章（襟ピン）は変更ありません。また、公式ロゴはクラブに強制するものではあり

ません。代表的なサンプルは下記通りです。 

 

 

２）ウェビナー(Webinar) 

 Web と Seminar の造語でオンラインセミナーのこと。 

ロータリーのホームページの[My Rotary]から[ラーニング＆参考資料]のウェビナーをクリックします。

ウェビナーのページには、いくつかの言語のセミナーが列記されています。日本語でも英語でもよいの

ですが、[Register Now]をクリックしますと、それだけで登録できます。 

その後、メールが届きます。このメールは英文で、日時は米国標準時間です。メールにはアドレスがあ

り、このアドレスは他の人と共有できません。その後、日本時間の連絡があります。また Webinar の前

日には連絡があります。当日は送られてきたアドレスを所定の時刻にクリックして参加できます。テレ

ビを見るような感覚でゆっくりご覧下さい。My Rotary を通じて録画を見ることもできます。 

Rotary Webinar’s videos ➡ http://vimeo.com/rotarywebinars 

  ウェビナーへの参加方法(動画)➡ https://vimeo.com/81818634 

 

３）ボイス（Voice） 

人に個性や性格があるように、組織にも個性や性格があります。これを表現するために用いるトーンや

スタイルが「ボイス(VOICE)」です。ロータリーは他に類のない存在です。この個性をコミュニケーショ

ンや体験の中で相手に感じとってもらうには、私たちが常に同じ「ボイス」を使うことが大切です。そ

うすることによって、口頭での説明や会話、文章、視覚的デザインでボイスを意識し、一貫したロータ

リーの個性を表現できます。話し、書き、デザインする際に、ロータリーのボイスの特性（賢明さ、思

いやり、粘り強さ、行動を促す力）を指針として下さい。各種の視覚的ツール（写真やインフォグラフ

ィック）を活用すれば、さらに生き生きとロータリーの個性を醸し出すことができるでしょう。 

 

４）ロータリー・ショーケース（Rotary Showcase） 

世界各地でロータリークラブが奉仕プロジェクトを実施しています。ロータリーのホームページでロ

ータリークラブの活動を紹介しています。他のクラブのプロジェクトを見るだけでなく自分のクラブの

プロジェクトを掲載し、フェイスブックの友達と情報を共有することもできます。  

➡ https://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx 
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[My Rotary]から入り、「行動する」、「これまでのプロジェクトを見る」をクリックして、ロータリー・

ショーケースを見ることができます。 

 

５）ロータリークラブ・セントラル（Rotary Club Central） 

My Rotary からロータリークラブ・セントラルをクリックし、e-mail アドレスとパスワードをサイン

インします。クラブと財団寄付からそれぞれ目標を入れることができます。新会員と退会会員は、「運営

する」→「クラブの運営」で報告できます。 

 

６）世界最大のコマーシャル（The World’s biggest Commercial） 

世界のさまざまな国や文化圏の人々が、ノーベル賞受賞者、映画スター、有名ミュージシャンたちと

共に、声を一つにして「もう少し」のポーズをとる、ポリオ撲滅「End Polio Now」を訴える CM です。

手で「あと少し」(this close)のポーズを取った自分の写真を、アップロードするだけで、世界 大の

コマーシャルに参加できます。  

 

７）ファースト・クラスの取り組み（First Class Initiative） 

ロン・バートン 2013-14 年度国際ロータリー会長が地区ガバナーに要請しているもので、地区内の

2013-14 年度クラブ会長が全員、寄付をすると 100％参加になります。ウエブには 100％参加地区のリス

トが載っています。100%参加を達成したクラブやローターアクト・クラブ、インターアクト・クラブに

は、ファーストクラス証明書を贈呈し、地区レベルで表彰されます。国際ロータリー（RI）の大きく分けて下

記 7 ページの概要をページ毎に紹介いたします。 

国際ロータリー（ＲＩ）のホームページ 

① My Rotary ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.５ 

② アイデアを広げる（Exchange Ideas）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.５ 

③ 行動する（Talk Action）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.６ 

④ ラーニング＆参考資料（Learning & Reference）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.７ 

⑤ 運営する（Manage）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.９ 

⑥ ロータリー財団（The Rotary Foundation）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10 

⑦ ニュースとお知らせ（Member News）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11 

※ログインすれば、画面左上にあなたの名前が表示されます。各①～⑦のページを紹介します。 
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1.My Rotary ページ 

１）MY CLUB SNAPSHOT 

クラブ名・ウェブサイト・例会場・例会日時・会員数・創立日・会長・クラブ目標と到達度・奉仕目標の閲覧

（将来的に改善されていくと思います。）                Donor History Report(寄付者の履歴) 

2）マイプロフィール 

連絡先及び個人用寄付フォーム（自動作成）・委員会への招

請・ロータリーワークグループ・寄付者履歴レポート・推薦                                  

３）クラブを探す 

地域、距離（現在地から）、例会曜日、例会時間、クラブの種類 

４）注目のリンク 

会員紹介（書式あり）・定期寄付 

５）新着情報 

・ロータリー活性化のイニシアチブのためのリソースや、それについて「よくある質問」に対する答

えは➡こちら 

  （参考）現在、「視覚的デザインとボイスのガイドライン」と「ロータリーの活性化：よくある質問」がある。 

・クラブ管理に役立つソフトウェア、ほかの地域のロータリアンとの交流を促すウェブサイトなど 

➡ ROTARY マーケットプレイスへ 

６）メッセージボックス（メール送信可能） 

７）お知らせ（ 新情報） 

８）ロータリーのスポットライト（イベントの紹介） 

９）フォーラム 

グループに参加や新しいグループつくることができます。 

（参考）Ｅクラブに関心のある方を歓迎している REF(Rotarian E-Club Fellowship)というグループもあります 

 

２.アイディアを広げる（Exchange Ideas）ページ 

１）フォーラム 

交流を通じて視野やアイデアが広げられるのは、多業種・多国籍の会員が集まるロータリーだから

こそ可能なこと。オンラインフォーラムのグループに参加し、情報やアイデアを交換しましょう。

また、新しいグループをつくって同じ関心や興味をもつ仲間を募ることもできます。  

 （参考）マイグループ/グループを探す/グループを立ち上げる/ 

２）イベント 

国際大会から研修会まで、ロータリーのイベントには、仲間と交流しながら視野を広げられる機会

があふれています。 

 （参考）国際大会（案内と登録）/国際協議会/規定審議会/その他の会合/財団主催夕食会 
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３）ROTARY マーケット 

プロジェクトのパートナー探しから、ロータリーの情報発信まで、さまざまな目的のためにロータ

リアンが開発したツールやリソースをご覧ください。また、自分がつくったツールをここで紹介す

ることもできます。 

４）NEWS 

新のロータリーに関するできごと 

 

３.行動する（Talk Action）ページ 

１）プロジェクトを立ち上げる 

a)プロジェクトの各段階に役立つリソース 

プロジェクトのアイデアから実現、そして成果の測定まで、プロジェクトには「流れ」があります。

経験豊かな方からプロジェクトの実施は初めてという方まで、プロセスの各段階に役立つ豊富なリ

ソースをご利用ください。➡ リソースへ 

b)プロジェクトに参加する 

ロータリーの奉仕プロジェクトはご寄付によって支えられています。ロータリアンが世界各地で行

っている奉仕活動を、ご寄付というかたちでご支援ください。 

c)ボランティアとして 

地域や世界に貢献したいけれど、何から始めればよいのかわからない。そうお感じの方は、ロータ

リアンが各地で行っている奉仕プロジェクトでボランティア活動に参加してみませんか。 

  ➡ プロジェクトに寄付（寄付金/ボランティア/物質/活動パートナー） 

2）これまでのプロジェクトを見る 

世界中にクラブがあるロータリーは、それぞれの地域社会に影響を与えながら、同時に全世界にそ

の影響を行き届かせています。「ロータリー・ショーケース」から世界各地でロータリーが行ったプ

ロジェクトの数々をご覧ください。 

3）才能ある人材を育てる 

ローターアクトクラブの提唱  インターアクトクラブの提唱  RYLA イベントの実施 

奨学金の提供                 交換留学の実施              ロータリー地域社会共同隊   

平和フェローシップ            ロータリアン行動グループ    ロータリー親睦活動グループ 

４）ご寄付 

ロータリー財団へのご寄付は、地元地域や海外での奉仕プロジェクトや奨学金、人材育成に役立てられて

います。 

ご寄付の方法 計画寄付 寄付者の認証 

 

日本での税制上の優遇措置については、公益財団法人ロータリー日本財団のウェブサイト

（http://piif-rfj.org）をご覧ください。 

お問い合わせ先： 

〒108-0073 東京都港区三田 1 丁目 4-28 三田国際ビル 24F 
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Email: RotaryFoundation.Japan@rotary.org 

TEL: 03-5439-5805 

５）補助金を申請する 

ロータリーの補助金申請ツールで、地区の参加資格手続き、補助金の申請、海外パートナーとの連

絡、報告書の提出まで、すべてインターネット上で行うことができます。 

 ➡ 補助金の申請へ 

a)地区補助金 

地元や海外の地域社会で行われる比較的小規模で短期間のプロジェクトに利用できる補助金です 

b)グローバル補助金 

持続可能・測定可能な成果をもたらすために、ロータリーの 6 つの重点分野のいずれかに関連する

大規模な国際的活動に利用できる補助金です。 

c)パッケージ・グラント 

6 つの重点分野のいずれかに関連した奨学金、人道的プロジェクト、職業研修など、大まかな枠組

みが定められた活動にクラブや地区が参加するタイプの補助金です。 

参加資格の認定 補助金のプロセス 補助金の活動 

（その他の補助金） 

公共イメージ補助金      過去の財団補助金 

６）NEWS 

新のロータリーに関するできごと 

 

４. ラーニング＆参考資料（Learning & Reference）ページ 

このページではロータリーの研修と資料にアクセスできるページであり、必要な資料はダウンロードしましょう。 

１）ロータリーについて 

ロータリーでは、多様な文化や職業をもつ人びとがともに奉仕活動を行いながら、生涯にわたる友

情を築いています。ロータリーの組織概要とその沿革についてご覧ください。 

a)ロータリーの組織構成 

国際ロータリー、ロータリー財団、他団体とのパートナーシップについて。 

b)ロータリーの優先活動 

ロータリーが大切にしている理念と重点分野について。 

c)リーダーシップ 

国際ロータリーとロータリー財団のシニアリーダーをご紹介します。 

さまざまな文化や職業をもつ世界 120 万の会員を代表するロータリーのリーダーシップチーム。

方針決定から財務支援、グローバルな職員の管理、戦略計画の推進にいたるまで、世界各地で活動

するロータリアンをつなぎ、コミュニケーションを促進し、クラブの発展を促すために支援を行っ

ています。 

d)ロータリーの歴史 

ロータリー創設期からその後の発展まで、100 年以上にわたる豊かな歴史をご覧ください。 
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e)財務情報 

ロータリーは信頼される団体として高く評価されています。財務レポートと年次報告をご覧くださ

い。 

f)公式名簿 

世界中のロータリークラブと地区の名簿。ご利用いただけるのはロータリアンのみとなります（ロ

グインが必要です）。 

２）方針と手続き 

定款と細則、章典など、ロータリーの組織規定をダウンロード。また、規定審議会の代表議員の方々

のための参考資料もこちらからご覧いただけます。 

a) 組織規定のダウンロード 

国際ロータリー定款・細則・標準ロータリークラブ定款及び推奨ロータリークラブ細則 

ロータリー章典・ロータリー財団章典 

(注)「RI 理事会の決定」と「ロータリー財団管理委員会の決定」は随時 

b) 規定審議会について 

３）役割別 

ロータリークラブと地区の役割に役立つ情報をご覧ください。 

a)新会員 

b)研修リーダー／研修者 

クラブ・地区・ゾーンレベルの研修リーダーと国際協議会の研修リーダー 

c)クラブの役割 

ロータリークラブと地区の役割に役立つ情報をご覧ください。 

会長／会計／幹事／クラブ委員会 

d)地区の役割 

ガバナー／ガバナー補佐／地区委員会 

４）主題別 

ベストプラクティスやリソースなど、戦略的目標に沿ったクラブの活動に役立つ情報をご覧くださ

い。 

会員増強／募金（ファンドレイジング）／プロジェクト／補助金を申請する／新クラブの設立 

各種賞・表彰／広報／ローターアクト／インターアクト／Rotary.org 利用にあたってのリソース 

ラーニングセンター 

ロータリーについてもっと知識を広げたいという方、次年度の役割やセミナーに備えたいという方

は、ロータリーの豊富な研修資料をぜひご利用ください。(ログインが必要です。) 

5）NEWS 

新のロータリーに関するできごと 

 

 



9/13 

５.運営する（Manage）ページ 

１）クラブと地区の管理 

クラブ・役員・会員データの更新、レポートの作成、会費の支払い、寄付情報の閲覧、書式のダウンロード、

クラブの設立など、クラブと地区の運営をオンラインで行うことができます。このセクションを利

用するには、ログインが必要です（従来「会員アクセス」にあった機能はこちらからご利用いただ

けます）。 

➡ 各種書式とレポートを見る 

２）ツールとテンプレート 

ロータリーの公共イメージと認知度の向上、クラブや地区のウェブサイトの改善、ほかの会員との

情報交換、外出先でのロータリー情報の入手など、役立つリソース、ツール、テンプレートをぜひ

ご利用ください。 

ロゴとグラフィック／ビジュアルアイデンティティのガイドライン／ROTARYマーケットプレイス

会員データ統合システム／RSS（ニュース配信）／携帯用アプリ／広告（ポリオ撲滅活動の広告） 

 ３）アイテム＆出版物 

a)オンラインショップで資料を注文 

会員増強や広報、研修に役立つ資料、DVD、書籍、表彰用品目など、オンラインカタログで幅広

い資料やアイテムをご用意しています。 

カタログをダウンロード 

b)免許取得業者 
ロータリーをテーマとした商品を、世界 160 以上の免許業者が扱っています。  

 免許取得業者 

ロータリー標章使用免許について 

４）旅行と経費 

ロータリーでの出張や旅行の手配、現在の RI 為替レート、経費報告用の書式、旅行に関する情報は

こちらからご利用いただけます。 

 旅行要請書式   RI 為替レート   補助金による旅行の要請について 

５）NEWS 

新のロータリーに関するできごと 
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６.ロータリー財団（The Rotary Foundation）ページ 

ロータリー財団は、皆さまからのご寄付を、世界中の人びとへの奉仕に役立てています。時間と資金、そして

職業人としての経験と知識を生かして奉仕活動をするロータリアンの世界的ネットワークを通じて、ご寄付は、

ポリオの撲滅や平和の推進といったロータリーの優先活動のために有効に活用されています。また、財団の

補助金は、ロータリアンが貧困、識字、飢餓などの問題に持続可能な方法で取り組むことを可能とします。 

徹底した資金管理、 慈善団体としての高い評価、独自の資金モデルは、ロータリー財団が皆さまのご寄付

を大切にしていることを物語っています。今、そして未来の世代のためにより良い世界をつくるロータリーの活

動をご支援ください。 

１）ロータリー財団の補助金 

a)地区補助金 

地区補助金は、地元地域や海外の地域社会のニーズに取り組む、比較的小規模で短期の活動を支え

るための補助金です。補助金をどの活動に使うかは、各ロータリー地区が決定します。 

b)グローバル補助金 

グローバル補助金は、ロータリーの重点分野のいずれかに該当する、持続可能で大規模な国際的活

動（人道的プロジェクト、奨学金、職業研修チーム）を支えるための補助金です。また、活動成果

を測定できることも条件となります。申請は年度中いつでもご提出いただけます。 

c)パッケージ・グラント 

パッケージ・グラントによる活動は、ロータリーと戦略パートナーによって活動の大枠が既に決め

られており、グローバル補助金での活動と類似しています。ただし、パッケージ・グラントではプ

ロジェクトの枠組みがあらかじめ定められており、この点がグローバル補助金とは異なります。こ

の補助金を通じて、クラブと地区は、戦略パートナーとともに活動することができます。 

 

（関連情報） 

補助金申請ツール／補助金のプロセス／参加資格の認定／補助金による活動 

平和フェローシップとそのほかの補助金 

ロータリー平和フェローシップ／従来(過去)の財団補助金 

２）各種レポート 

ロータリー財団へのご寄付と認証に関するクラブと地区の各種レポートをご覧いただけます。 

 レポートを見る 

３）管理委員長のメッセージ 

ロータリー財団は、地元で、そして世界で人々の生活を改善するために行動する、ロータリー会員を支援してい

ます。 

ロータリー財団 管理委員長のメッセージ 

ロータリー財団 管理委員会について 

４）ご寄付 

ロータリー財団へのご寄付は、世界中で行われているロータリーの奉仕プロジェクトやプログラムを可能にし、

未来を支えるものです。寄付者は、支援したい分野を指定して寄付することができます。また、ご寄付のレベ

ルに応じて、さまざまな認証が行われます。 
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 ご寄付の種類について 

５）ロータリー財団の歴史 

1917 年、アーチ C. クランフ RI 元会長が「世界でよいことをするために」基金を設置。クランフ元会長のこのビ

ジョンが、「ロータリー財団」として実現しました。 

詳しくはこちら 

６）NEWS 

新のロータリーに関するできごと 

 

７．ニュースとお知らせ（Member News）ページ 

新のロータリーに関するニュースを写真、ビデオで紹介しているページ

です。 

1)NEWSLETTERS 

ロータリーのニュース、プログラムやイベントの情報、活動のアイデア

など、ロータリーの役立つ情報をお知らせするニュースレターの受信

をお申込みください。(追加・取消の変更は可能です) 

※現在、14 のニュースレターがあります。申込み時ログイン必要です。

（申込にはログイン ID,PW が必要です。） 

➡ Select newsletters 

 

a)「End Polio Now」ニュースレター 
ロータリーのポリオ撲滅活動に関するニュースレター。 新の統計や感動的な

ストーリーを紹介。毎月発行。 

 

b)ロータリー補助金のニュースレター 
ロータリーの補助金に関する情報やリソースを紹介（旧称「未来の夢ニュースレター」）。毎月発行。 

 

c)Membership Minute（会員増強詳細報告） 

 

d)NEW GENERATIONS(英語のみ) 
インターアクト 、 ローターアクト 、 RYLA など、ロータリーの青少年プログラムに関する 新情報を紹介。毎月発行。 

 

e)PEACE NET(英語のみ) 
ロータリー平和センターにかかわる人のためのニュースレター。隔月で発行。 

 

f)PR TIPS(英語のみ) 
クラブや地区が地域社会でロータリーの広報を行うためのアイデアを紹介。隔月で発行。 

 
g)リコネクションズ 

ロータリーの学友（プログラム元参加者）のためのニュースレター。 

 

h)RI 国際大会の 新情報 
ロータリー国際大会に関するお知らせ、 新情報、各種締切日を掲載。 

 

i)Rotary Leader（ロータリー･リーダー） 
クラブ役員・地区役員に役立つ 新情報やベストプラクティスを紹介したニュースレター。隔月で発行。 

 

j)ロータリー奉仕の 新情報 
効果的な奉仕プロジェクトを計画するための役立つ情報を紹介。 
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k)ROTARY TRAINING TALK(日本語なし) 
国際ロータリーの研修に関連する RI 理事会決議、研修のヒントなど、研修に関する 新情報を紹介。毎月発行（日本語では

発行されません）。 

 

l)ROTARY YOUTH EXCHANGE NEWSLETTER(英語のみ) 
青少年交換プログラムの 新情報と役立つリソースを紹介。 

 

m)職業奉仕の 新情報 
職業奉仕に関するニュースと役立つリソースを紹介。四半期ごとに発行。 

 

n)Weekly Update(毎週の 新情報)(英語のみ) 
ロータリー全般の 新情報と各地域の耳より情報を紹介。 

2)SOCIAL MEDIA 

ソーシャルメディアのロータリー公式アカウントを通じて、交流に参加しませんか？ 

フェイスブック、ブログ、ツイッター、リンクトイン、その他と RIBI ではフェイスブック、ツイッターがあります。 

詳しくは 

3)年間予定表 

行事日程、各種賞・表彰の申請締切日、ロータリー月間情報は、年間予定表をご確認ください。  

 年間予定表 

４)お知らせ 

５）国際ロータリー会長 

ロン・バートン RI 会長が選んだ 2013-14 年度のテーマは、「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」 で

す。 

会長のメッセージ（毎月更新） 
今年度のテーマ 
委員会 
毎年、各種の委員会が RI 会長によって任命されます。これら

の委員会は、クラブや地区の運営や活動を支援するために、

ロータリー戦略計画の優先項目と目標を推進します。 
▼全 22 委員会がある 

国際協議会委員会・2014 年シドニー国際大会委員会・2014 年シドニー国際大会推進委員会・2015 年サンパウロ国際大会

委員会・監査委員会・コミュニケーション委員会・定款・細則委員会・地区編成委員会・選挙審査委員会・財務委員会・ロー

ダーシップ研修の特別(アドホック)委員会・会員増強・維持委員会・新世代委員会・運営審査委員会・REACH OUT TO 

AFRICA(アフリカ支援)委員会・ローターアクト・インターアクト委員会・ロータリアン行動グループ委員会・ロータリー親睦活動

委員会・RYLA 委員会・戦略計画委員会・職業奉仕推進委員会・青少年交換委員会 

 

ロン・バートン会長の略歴 

６）ロータリーの雑誌 

「The Rotarian」（英語）や、「ロータリーの友」（日本語）をはじめとする地域雑誌など、国

際ロータリーはさまざまな雑誌を発行しています。 

ロータリーの雑誌について 
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「the Rotarian」デジタル版購読のお申込み 

➡ https://www.rotary.org/myrotary/ja/node/18361 

地域雑誌の一覧➡ https://www.rotary.org/myrotary/ja/regional-magazines 

世界中のロータリアンの半数以上が、『The Rotarian』ではなく、その地域の言語で発行されている地域雑誌

を講読しています。これらの地域雑誌は、ロータリアンが独自に編集しているもので、130 カ国以上、24 カ国

語以上で発行されています。発行部数は延べ 872,000 部に上り、それぞれの雑誌が地元の観点から編集さ

れていますが、国際ロータリーが指定した『The Rotarian』からの記事や写真を掲載することが義務付けられ

ています。 

また国際ロータリーは、『The Rotarian』の付録で、発行部数 28.000 の「Rotary Canada（ロータリー・カナダ）」

も、四半期に 1 度発行しています。ロータリー・ワールド・マガジン・プレスに関するご質問、または雑誌の見

本は、rwmp@rotary.org までお問い合わせください。 

   

日本ロータリーの友(2014 年よりデジタル版発行予定) 

    www.rotary.or.jp 

発行部数: 日本語:108,000 部／英語:3,500 部 

初刊: 1953 年 

委員長: 上野 孝 

編集長: 二神典子（日本語版および英語版） 

住所: 〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 

黒龍芝公園ビル 4 階 

電話: 03-3436-6651 

ファックス: 03-3436-5956 

E メール: futagami@rotary-no-tomo.jp 

使用言語: 日本語、英語 

発行国: 日本 

 

 

 

（注）本書は 201４年１月時点のウェブサイト内容で作成しました。 

ロータリーの友デジタル版 

http://www.rotary-no-tomo.jp 

現在の ID：rotary, PW：rotary 

１月末から試験的に稼働する見込みです。


