
例会卓話

「 ロ ー タ リ ー 情 報 」

2015年 1月 21日

RI2670地区 高松南ロータリークラブ

ロータリー情報委員長

篠田日出海

１月の特別月間

ロータリー理解推進月間
（Rotary Awareness Month）

ロータリー情報委員会
(Rotary Information Committee)

１．会員候補者にロータリークラブ会員の特典と責務に
関する情報を提供する。

２．会員、特に新会員に会員の特典と義務に関する適
切な理解を与える。

３．会員にロータリー、その歴史、目的、規模、活動に関
する情報を提供する。

４．会員に国際ロータリーの管理運営の動向について
の情報を提供する方策を考案しこれを実施するもの
とする。

(「ロータリー用語便覧2010」、「ロータリー情報ハンドブック2014」) 

→ 家庭集会(炉辺会合)

ロータリー特別月間



ロータリーの特別月間

【目的】ロータリアン一人ひとりが、
ロータリーの活動に参加するよう強調

2014-15年度ロータリー特別月間
７月

8月 会員増強および拡大月間

9月 新世代のための月間

10月 職業奉仕月間・米山月間

11月 ロータリー財団月間

12月 家族月間

1月 ロータリー理解推進月間

2月 世界理解月間

3月 識字率向上月間

4月 雑誌月間

5月

6月 ロータリー親睦活動月間

8月 会員増強および拡大月間
（Membership and Extension Month）

会員増強 → 会員数増加 → ロータリー拡大

内部拡大 － 自クラブへの新会員入会

外部拡大 － 新クラブ設立 ← スポンサー

ガバナー



9月 新世代のための月間
（New Generations Month）

・新世代(30才まで)の育成を支援する
ロータリー活動

・新世代の基本的ニーズを支援
健康
人間の価値
教育
自己開発

10月 職業奉仕月間
（Vocational Service Month）

・職業奉仕の理想を日常実践するよう強調

・プログラム

①ロータリーボランティアを表彰

②ロータリー親睦活動への参加推進

③職業奉仕活動・プロジェクト提唱

④空席の職業分類に充填の会員増強

10月１日 職業奉仕賞授与
”義肢装具士竹内豊計氏他”

11月 ロータリー財団月間
（The Rotary Foundation Month）

・クラブ例会･教育機関･地域社会の会合で、
ロータリー財団について講演

・財団の知識と理解を深め、財団の推進
・財団の奨学金事業
・人道的諸事業

11月5日 地区財団山野委員長卓話「ﾛｰﾀﾘｰ財団の基本」



12月 家 族 月 間
（Family Month）

・世界平和は地域、家族から始まる

↓

家族の重要性を主眼

12月10日 「忘年家族親睦会」

1月 ロータリー理解推進月間
（Rotary Awareness Month）

・会員
ロータリーについて知識と理解を一層深める。

・一般市民
ロータリーのことをよく知ってもらう。

2月 世界理解月間
（World Understanding Month）

1905年2月23日＝ロータリー創立記念日→２月

・クラブ・プログラム実施の要請
世界平和に不可欠な理解と善意を強調

・創立記念日
国際理解と友情と平和へのロータリーの献身
を強調



3月 識字率向上月間
（Literacy Month）

・国際ロータリーの強調事項

・地域社会で、読み書きの向上を支援

・地域の識字水準→生活水準に直結

・低識字の成人/子供に向けて

・読書のプログラムを企画

・学校に本を寄贈

・地元の図書館を援助

4月 雑 誌 月 間
（Magazine Month）

・ロータリーの雑誌（『ロータリーの友』など）に対
する会員の認識を深め

↓
ロータリーの情報の普及

・クラブは、月間中にロータリー雑誌に関するプ
ログラムを実施

・会員は、ロータリー雑誌を購読しなければなら
ない。

5月

特別月間なし



6月 ロータリー親睦活動月間
（Rotary Fellowships Month）

・多くのロータリアンが、親睦活動に参加すること
を奨励

2015年7月からの特別月間
(2014年10月 ＲＩ理事会決定)

7月

8月 会員増強・拡大月間

9月 基本的教育と識字率向上月間

10月 経済と地域社会の発展月間

11月 ロータリー財団月間

12月 疾病予防と治療月間

1月 職業奉仕月間

2月 平和と紛争予防／紛争解決月間

3月 水と衛生月間

4月 母子の健康月間

5月 青少年奉仕月間

6月 ロータリー親睦活動月間

特別月間 対比

7月

月 2014-15年度 2015-16年度(新)

8月 会員増強および拡大月間 会員増強・拡大月間

9月 新世代のための月間 基本的教育と識字率向上月間

10月 職業奉仕月間・米山月間 経済と地域社会の発展月間

11月 ロータリー財団月間 ロータリー財団月間

12月 家族月間 疾病予防と治療月間

1月 ロータリー理解推進月間 職業奉仕月間

2月 世界理解月間 平和と紛争予防／紛争解決月間

3月 識字率向上月間 水と衛生月間

4月 雑誌月間 母子の健康月間

5月 青少年奉仕月間

6月 ロータリー親睦活動月間 ロータリー親睦活動月間



メ－ク アップ
(Make up)

ロータリアンの三大義務

・例会の出席←例会の欠席補填

(メ－ク アップ)

他クラブ例会に出席

・会費の納入

・ロータリー雑誌の購読

メーク アップ(クラブ定款第９条)

・自クラブ例会の 前14日以内～後14日以内

・補填出席

・他クラブ例会

・地区大会、地区協議会/研修会等、IM
・ローターアクトクラブ等の例会/行事

・RI国際大会､RI規定審議会等

・会合に60％以上の時間出席

私がメークアップした国々

①台湾 ②中国 ③スリランカ ④タイ ⑤バングラディシュ

⑥米国 ⑦ホンデュラス

①

②

③ ④

⑤⑥

⑦



年月日 ロータリークラブ名 国 都市

2009年10月10日 日台ロータリー親善会議 台湾 台中･日月潭

2010年7月17日 中国米山学友会2010年度総会 中国 上海

2010年7月28日 コロンボ･セントラル･ロータリークラブ スリランカ コロンボ

2012年5月6～
7日

2012年国際ロータリー
第103回国際大会

タイ Bangkok

2012年8月12～
15日

WCS2011-12年度水浄化装置寄贈式
シーロムRC、パタナカムRC

タイ
Bangkok,
Nakorn Sawan,
Lonburi

2012年12月22日 バンナイ･ロータリークラブ バングラディシュ Dakha

2013年2月8日
ロサンゼルス･ロータリークラブ

LA5
米国 Los Angeles

2013年2月12日 リアル･デ･ミナス･ロータリークラブ ホンデュラス Tegucigalpa

2013年5月23日 高雄西北ロータリークラブ 台湾 高雄

2013年10月23日

パナラナイ ロブリ RC、 パタチャダピセク
RC、 バンコク南 RC
ﾛｯﾌﾟﾌﾞﾘ県の障害者学校への“さおり機織り
機”贈呈式

タイ
Bangkok,
Lonburi

2013年10月26日 ポカラ ニューロード RC ネパール Pokhara

中国米山学友会2010年度総会
中国 上海

コロンボ セントラル ロータリークラブ

スリランカ

(CCRCのHPから)



Rotary Club of Marikina
Philippnes

２０１２国際ロータリー年次大会
タイ バンコク

WCS 2011-12年度水浄化装置寄贈式
タイ Bangkok, Nakorn Sawan, Lonburi

ロサンゼルス･ロータリークラブ LA5



リアル･デ･ミナス･ロータリークラブ
ホンジュラスの新聞“La Tribuna”の2013年2月18日付けの新聞

34面Sociedadの記事.

UPI工科大学へ教官(地すべり工学)として
出向中の当社職員(土質工学博士)と

バナー交換 ： 会長 陳啓利氏

台湾 高雄西北RC

ﾛｯﾌﾟﾌﾞﾘ県の障害者学校への
“さおり機織り機”贈呈式



Rotary Club of POKHARA NEWROAD
ネパール

海外クラブへのメイクアップ
手 順

①訪問都市のRCをインターネットで検索(例会日、時刻)
↓

②E-Mailで、訪問予定クラブの会長･幹事に訪問の旨、連絡

↓

③大抵の場合、訪問予定クラブから歓迎のメールが返信される

↓

④訪問時に「クラブ紹介」とクラブ･バナーを持参し、バナー交換

↓

⑤閉会まで出席する(早退しない)

クラブ紹介



国内クラブへのメ－クアップ
手 順

①訪問都市のRCをインターネット等で検索(例会日、時刻)
↓

②開会時刻前10～15分前に受け付け

クラブによっては、事前連絡必要－－弁当手配

↓

③訪問時にクラブ･バナーを持参し、バナー交換

↓

⑤閉会まで出席する(早退しない)

RI2580東京臨海

RI2520気仙沼南 RI2720臼杵中央

RI2540大曲南

RI3510台湾高雄西北 RI3800フィリピン・マリキナ



END
ご静聴

ありがとうございました。

出席率 Up！
おねがい

します。


