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新会員の皆さん、福岡東南ロータリークラブへようこそ。 

この小冊子は、新会員の皆さんに対する、『ロータリー』への簡単なインフォメーションです。 

この小冊子が、皆さんの『ロータリー』理解への一助となれば幸いです。 
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Ｑ０１ ロータリーとはどのような目的・性格をもった団体でしょうか。 

  ロータリーは、１９０５年（明治３８年）、創始者ポール・ハリスと３人の仲間に 

 よってアメリカ．シカゴで誕生しました。 

  以来、着実に発展し、現在、約２００の国と地域にクラブ数３５，０００以上、会員数

約１，２００，０００人、日本全体でのクラブ数は２，２５２、会員数８７，９０９人 

（２０１９年６月３０日現在）という組織になっています。 

 ロータリーの理念は、次のようになっています。 

 

  ロータリーは、人道的な奉仕を行ない、あらゆる職業において高度の道徳的水準を 

 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 

 事業及び専門職務に携わる指導者が、世界的に結び合った団体である。 

 

  そして、ロータリーの目的(旧「綱領」)は、国際ロータリークラブ定款第５条として、

次のように示されています。 

第５条 目的(旧「綱領」) 

 ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育む 

ことにある。 

 具体的には、次の各項を奨励することにある。 

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。 

 第２ 職業上の高い倫理基準を保ち役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、 

    社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。 

 第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、 

    日々、奉仕の理念を実践すること。 

 第４ 奉仕の理想で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、 

    平和を推進すること。 

 また、ロータリーの構成や性格については、 

 ロータリークラブは、「奉仕の理念」に共鳴した、善良な職業人が親交を結ぶ場で 

職業分類に基づき、「１業種５人」(旧「１業種１名」)の会員を原則としています。 

（10％ルール有り） 

 各クラブでは、１種類の事業または専門職業に偏らない、均衡のとれた会員を 

有しなければならないとされています。 

 そして、会員個人として、クラブ団体として、様々な奉仕活動を実践し、クラブ 

運営は、７月１日から翌年６月３０日 を１年度とした役員・理事・その他の役割を 

会員の持ち廻りで務めて、民主的に行なっています。また、宗教的・政治的信念は、個人

の問題とみなされ、団体としては中立です。 
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  なお、ロータリークラブは地域地域で組織されることになっており、皆様は、 

国際ロータリークラブ第２７００地区(福岡県、鳥栖市、壱岐市、対馬市)の第４グループ

に所属されています。２７００地区は７つのグループと６１のロータリークラブが有り、

会員になるためには、「会員の推薦」と「理事会の承認」「クラブ会員全員の承諾」が必要

となり、入会希望者全てが会員になれる団体ではありません。 

 

ロータリークラブの会員はロータリアンと呼ばれています。ロータリーでは、会員間の友

情と異業種交流が重要です。 

 

ロータリーをどう定義したら良いか、ロータリーの理念は何か、この事について創立者

のポール・ハリスも、晩年に至るまで、種々考えたようです。 

人によって、ロータリーの考え方は異なります。 

ロータリーは社会奉仕を中心にした奉仕団体で、特に近年は、発展途上国の人々への援

助を中心とした奉仕団体と考える人がいます。 

 日本の当初のロータリアンは、ロータリーを倫理運動と理解して、ロータリーの例会は

修養の場だと考えていました。 

 ロータリーはサーヴィス(無料の意味のサービスではなく、原語の Service は人のために

なる行為を指す)を、全ての活動の基本におく運動と、理解する人も居ます。 

 この最後の考え方が、ロータリーの目的に一番近い考え方だと思います。 

 いずれにしても、人は誰しも、自分の事だけを考えがちですが、ロータリアンは利他の

心、即ち、自分の事のみならず、他の人々への思いやりを求められます。 

 人々の幸せを考えれば、自然に、ロータリアンは、世界中の人々との友好を求め世界の

平和を望む事になります。 

 

ライオンズクラブとロータリークラブ 2 つのクラブの違いは？ 
 
奉仕活動の取り組み方の違いで 
ライオンズクラブが奉仕活動を行う時には、「我々は奉仕する(We  Serve)」 

すなわちクラブ全体でまとまって一つの事業に募金を拠出します。原則として個人個人では

奉仕しません。 
 しかし、ロータリークラブは全員がまとまって行う奉仕活動もたくさんありますが、基

本的には「会員一人一人が奉仕活動の単位」です。すなわち「私は奉仕する (I Serve)」
「自己責任の責任と判断において自分の職業を通して社会に、世界に奉仕しよう」という

考え方が基本となっています。 
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Ｑ０２ ロータリーの考え方とはなんでしょうか。 

  ロータリーの、他の団体に見られない特徴に１つに、『奉仕の理念』を探究、実践 

 しようとする思想、俗に、『ロータリーの哲学』と呼ばれるものがあります。 

  ロータリーは、４人の仲間で、「相互扶助」と「親睦」を目的に、未熟な実体で 

 始まりした。 

  当時の「相互扶助」とは、仕事を廻し合うということではなく、職業上の発想の刺激、 

 意見、情報の交換でした。情報が乏しかったその当時、会員の企業は、能率向上、職業 

 論理向上により成功を納めました。しかし、同時に、ロータリー会員に、ロータリーは 

 所詮、クラブ会員相互の利己心に他ならないのではあるまいかという疑念を生みました。 

  クラブ内での、自らの職業をより良くしようとする行為（これを、『職業奉仕』と 

 いいます。）と、そのことへの疑念。ここから、ロータリーの『奉仕の理念』への探究 

 が始まりました。 

  そして、自己の欲求と、他者へ奉仕することへの欲求。この矛盾する２つの欲求を 

 調和させる道徳として、ロータリーは、２つの標語を定めました。 

 

  “Ｓｅｒｖｉｃｅ Ａｂｏｖｅ Ｓｅｌｆ”「超我の奉仕」 

  “Ｏｎｅ Ｐｒｏｆｉｔｓ Ｍｏｓｔ Ｗｈｏ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｂｅｓｔ” 

   「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」 

  

 （２つの標語の前者を第１標語と定められていますが、後者の方が先に出ました。） 

  自らの職業をより良くしようとする為には、お客様の立場に立った営業をする必要が 

 有ります。そして、その事を実践した企業が栄える。今では、当たり前の考え方です。 

  ロータリーでは、約 114年前に、このことに気づき、実践し、更に、この思想を、 

 利己心によるものだけでなく、他者の立場に立った思いやりある行為する者、即ち、 

 最もよく奉仕する者が、精神的にも最も幸福だということを、後者の標語として表現 

 しました。 

  また、幸福は、他者への思いやりと助け合いといった奉仕の中にあると考え、自己へ 

 の欲求は追及されないが、奉仕（他者への思いやりと助け合い）は、自己の欲求に優先 

 されるということを、前者の標語に表しています。 

  ロータリー哲学は、むずかしく考える必要はありません。 

  会員１人１人が、その人生観、価値観に自己を抑え、他者を思いやることが大事なん 

 だと認め、実践することです。 

  ロータリーは、慈善を目的とした団体ではありません。『奉仕』を探究、実践、推奨 

 する団体なのです。 
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Ｑ０３ ロータリーの目的・考え方にそうために、会員は何をすればいいのでしょう。 

ロータリーは、会員個人として、クラブ団体として、「奉仕」を目的としています。

 そのために、何をすればよいのか、ロータリーの目的(旧「綱領」)に基づいて考えてみま

しょう。 

１．広く知り合いを求めて奉仕の機会を多く持つ。 

「奉仕」は人と人の間にあります。より多くの人と知り合うことで、奉仕する 

チャンスが増えます。

まず、クラブ例会への 100%出席をして、友人を増やして下さい。 

そして、多くの人と知り合いになるために、積極的に他の会合（自治会・ＰＴＡ等） 

に参加して下さい。（このことは、自分自身にとっても有益なことだと思います。） 

また、新しい会員を、推薦することも知り合いを広めるために、奉仕のチャンスを 

増やすために重要なことです。 

２．各自の職業に誇りをもって、その道徳基準を高める。 

ロータリークラブ会員は、１業種５人までの職業分類により、その地域の色々な職業

の代表です。会員は、例会に参加する中で、異業種の方と意見交換し、自分の職業 

が、より良くなるよう努めて下さい。 

また、会員は、他のロータリークラブ例会に出席できる特典があり、他クラブの方 

との意見交換もできます。 

３．公私の別なく、奉仕の理念を実現する。 

このこと自体が、人生の幸福を得る最良の方法だと思いますが、それに停まらず、 

相手の方の感謝の気持ちが、また、他人への思いやりに継って、善意の自転が始ま 

ります。 

言うは易く、行なうは難しきことかもしれませんが、実践して下さい。 

４．理想と友情を国際的に広める。 

ロータリーは、約２００の国と地域に、クラブ数３５，０００以上、奉仕の理想で繋

がった約１，２００，０００人（２０１９年６月３０日現在）の会員がいます。 

当クラブも、国際交流の一環として、台湾の台北中央ロータリークラブと姉妹 

クラブの締結をし、交流を通じて相互の理解と友情を深めております。

尚、国際奉仕の一環として、会員からの寄付金により、ロータリー財団が、全世界で、 

人道的・教育的援助を行なっています。 

また、日本だけですが、日本のロータリーの創始者 米山 梅吉 に因んだ 

（財）ロータリー米山記念奨学会が、会員からの寄付金を財源として、外国人 

留学生に奨学金を支給しています。皆様方の善意を、ロータリー財団、米山奨学会に
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お願い致します。 

以上、目的(旧「綱領」)に基づいてお話致しましたが、他にロータリークラブとして、奉

仕活動を効率的に行なうために、五つの奉仕部門、「クラブ奉仕」「職業奉仕」「社会奉仕」 

 「国際奉仕」「青少年奉仕」とそれに連なる、幾つかの委員会が設置されています。 

＜クラブ奉仕＞ 

クラブ奉仕は、親睦活動とクラブの機能を充実させることを主眼としています。例会に出席

する事から始まります。 

＜職業奉仕＞ 

職業奉仕は、ロータリアンが自ら職業を通じて人々に奉仕し、高い道徳水準を実践すること

を奨励します。職業を通じて人の為になり、世の役に立ちます。高い倫理性が求められます。 

＜社会奉仕＞ 

社会奉仕は、地域社会の人々の生活の質を向上させるためにクラブが行うプロジェクトや 

活動です。 

＜国際奉仕＞ 

国際奉仕は世界中におけるロータリーの人道的な活動を広げ、世界理解と平和を推進する 

活動を含んでいます。 

＜青少年奉仕＞ 

青少年奉仕は、指導力養生活動、社会奉仕、プロジェクト及び国際奉仕プロジェクトの参加、

世界平和と異なる文化の理解を深め育む。交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者に

よって好ましい変化をもたらせることを認識するものです。 

 

  そして、特色ある、親睦活動、奉仕活動を行なっています。 

  さらに、ロータリアンは、行動の指針として、次に示す「四つのテスト」に照らし 

 合わせるよう勧められています。 

 

  四つのテスト 

   言動はこれに照らしてから 

   １．真実かどうか         (本当の事か) 

   ２．みんなに公平か        (関係するみんなに公正か) 

   ３．好意と友情を深めるか     (信用と良い人間関係を築けるか) 

   ４．みんなのために なるかどうか (関係する人、みんなの為になるか) 

 

  他に、ロータリークラブでの不文律として、原則として委員会配属とか、その他 

 頼まれたことには「ノー」と言わないことになっています。 
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Ｑ０４ ロータリーの組織について説明して下さい。 

 ロータリーは、世界的な組織です。 

 これを、図示すると次のようになります。 

 

 国際ロータリー（ＲＩ） ロータリー全体の管理機構で、全世界のロータリークラブを 

             会員として構成され、本部は米国・イリノイ州・エバンスト 

             ンにあります。 

 

   地   区     ガバナーによって管理される、地理的区域。 

             現在（2019年現在）、５３１の地区があり、日本は３４の地区 

に分かれています。福岡東南ロータリークラブは 2700 地区に属

し、地区内のクラブ数は 61クラブです。 

 

    グループ      地区を、便宜的に区分したもので、ガバナー補佐が、クラブ 

会長とガバナーとの連絡、調整にあたります。 

             ２７００地区には、７のグループがあり、福岡東南ＲＣは、第

４グループに属します。第４グループには、太宰府ＲＣ、福岡

ＲＣ、福岡平成ＲＣ、福岡東ＲＣ、福岡城南ＲＣ、福岡南ＲＣ、

博多イブニングＲＣ、宗像ＲＣ、対馬ＲＣ、福岡東南ＲＣの 

１０クラブがあります。 

  ロータリークラブ   福岡東南ロータリークラブは、福岡南ロータリークラブを 

             スポンサークラブとし、宮田秀介 氏を特別代表として、 

１９７０年 ２月 ６日に創立、１９７０年 ２月 ４日に 

ＲＩ加盟、６月２８日にチャーターナイトを行ないました。 

             チャーターメンバーは、初代会長、松村久吉 氏以下 

             ３２名で、２７００地区で２７番目のロータリークラブです。 

             クラブ番号は、１４７５３です。 

クラブ会員   クラブ会員には、「正会員」「名誉会員」の２種類があります。 

             会員は入会後に ID番号を発行されます。 

  

 ただし、国際ロータリーの役割は、各ロータリークラブがロータリーの精神を逸脱 

 しないように管理し、その活動を、全般的に調整、指導するもので、クラブの活動を 

 強制するものではありません。 

  また、各ロータリークラブには、運営、奉仕活動のための組織があります。 

  福岡東南ロータリークラブの組織を図示すると次のようになります。 
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出席 

クラブ奉仕担当 A  親睦 

プログラム 

直前会長                   資料 

                         IT会報、広報 

副会長   クラブ担当奉仕 B  会員選考・職業分離 

会長ｴﾚｸﾄ    会員増強 

ロータリー情報 

総会  理事会  会長 

(注 1)                 職業奉仕 

幹事  事務局 

社会奉仕       ロータリー財団 

SAA 

 

会計監査     会計         青少年        ロータリーアクト 

 

米山記念奨学会 

国際奉仕       ﾈﾊﾟｰﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ GG 

姉妹クラブ 

 

ロータリーソング 

 

長期計画委員会 

 

(注 1) 

※ロータリークラブでは、クラブの管理主体 

は理事会です。理事会の決定に不服があり、 

提訴があった場合のみ、総会で裁定を下します。 
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Ｑ０５ ロータリークラブにはどのような規約があるのでしょうか。 

  ロータリーには、国際ロータリーの制定した、手続要覧の標準クラブ定款と推奨クラブ

細則というものが有ります。 

  福岡東南ロータリークラブも、これを採用し、「定款・細則」と「内規および慣例」を別

に定めています。次のようになっています。 

 

クラブ定款 クラブ細則 クラブ内規及び慣例 

1、定義 1、理事会 1、テーブル会 

2、名称 2、理事及び役員の選挙等 2、慶弔 

3、クラブの目的 3、役員の任務 3、登録料及び会費 

4、クラブの所在地域 4、会合 4、年度交替時の引継ぎ 

5、目的(旧「綱領」) 5、入会金及び会費 5、IM 等のリーダー 

6、五大奉仕部門 6、採決の方法 6、永久保存帳簿等 

7、例会と出席に関する 7、委員会の構成 7、理事会承認の奉仕 

規定の例外 8、委員会の任務及び委員の プロジェクト 

8、会合 任期等 
 

9、会員身分に関する 9、出席規定の免除 (慣例) 

規定の例外 10、財務 1、新年度第 1 例会 

10、会員身分 11、会員選挙の方法 2、新年度第 2 例会 

11、職業分離 12、決議 3、新年度第 1 回クラブ 

12、出席 13、議事の順序 協議会 

13、理事及び役員及び 14、改正 4、応援事務局員 

委員会 
 

5、卓話者への礼状 

14、会費 
 

6、ホテル内会議 

15、会員身分の存続 
 

7、誕生日 

16、地域社会、国家、 
 

8、敬老の日の行事 

及び国際問題 
 

9、新会員の紹介 

17、ロータリーの雑誌 
 

10、会員の最低年齢 

18、ロータリーの目的の 
 

11、資料委員会 

受諾と定款・細則の順守 
12、次期副会長理事の選

任 

19、仲裁及び調停 
 

13、次期各委員の選任 

20、細則 
 

14、ニコニコ箱 

21、解釈の仕方 
  

22、改正 
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  定款は、クラブ名称と区域限界の変更は国際ロータリーの合意があれば可能ですが、 

 それ以外はＲＩ規定審議会の議決によってのみ改訂されます。 

  また、細則、運営要綱は、定款に反しない限り、クラブの事情に応じて変更すること 

 ができます。これらの規則は、よく知っておく必要があります。 

 

会員候補者の勧誘から入会まで(クラブ細則第 11条) 

 

会員増強委員会          勧誘・承諾 

会員                    会員候補者 

推薦書作成                            入会申込書作成 

※正会員２名の推薦者         結果を通知 

 

 

入会申込書      承認・不承認の通知 

推薦書の提出     評決結果の通知 

 

事務所 

幹事 

 

30日以内 

 

理事会     報告      職業分類委員会による確認 

資格条件の確認             会員選考委員会による面接 

 

承認  不承認 

理事会で評決 

異議あり 

会員選挙               異議なし    当選 

7日以内 

入会金の納入(原則) 

 

 入会 

※ロータリー情報委員会による 

オリエンテーションを経て入会式 
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Ｑ０６ 例会出席について説明して下さい。 

ロータリーでは、「例会」をとっても大事にしています。

  それは、例会が会員相互の「親睦」と「意見（情報）交換」、「奉仕の学習」の場 

だからです。必ずロータリーバッジを着用して例会出席して下さい。 

  会員同士が定期的、継続的に会わなければ、親睦も形だけのものとなり、本音で 

話すことがなくなり、意見（情報）の交換もできません。 

  また、人は弱い生物です。１人では奉仕に対する情熱を見失いそうになります。 

だから、例会に皆で集い、親睦を図り、意見を交換し、奉仕について考え、それらを 

個人の生活、仕事、社会に生かそうとするのが、ロータリーの例会なのです。 

  福岡東南ロータリークラブの例会プログラムは次のようになっています。 

  １．SAA ・１２時３０分「例会開始」を知らせる。 

  ２．クラブ会長・点鐘 

  ３．起立後、「君が代」斉唱  （＊月初めの例会のみ） 

 「ロータリーソング」斉唱 又、「童謡」斉唱 

  ４．テーブルマスター  各テーブルごと来訪者の紹介 

 《 食事を開始 》 

  ５．クラブ会長  来訪者の紹介(１２時４５分) 

  ６．クラブ会長  会長の時間 

  ７．クラブ幹事  幹事報告 

  ８．各委員会  委員会報告 

  ９．親睦委員会  お祝い報告(※月第２週目の例会) 

  10．SAA  スマイルボックス(ニコニコ箱)報告

  11．卓話（１３時より） 

  12．SAA    １３時３０分「例会終了」を告げる 

  13．クラブ会長・点鐘 

  例会は、１２時３０分に開会ですが、３０分前位には来場し、親睦を図って頂き 

たいと思います。来られたら、レターボックスでネームプレートと週報袋を各自で取られ

て例会テーブル席を確認の上、受付を済ませて下さい。 

しかしながら、皆様方、お仕事が忙しくて、例会に出席できないこともあろうかと思いま

す。そんな時は、「メークアップ」という制度があります。受付前のホワイトボードにてご

確認下さい。 
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Ｑ０７ メークアップについて説明して下さい。

※メークアップ

会員が所属クラブ例会を欠席した時、または、欠席が予定される時、クラブ例会の

前後 14日以内に下記の例会、または会合に出て、出席の補塡を受けることができ

る方法。

１、 他ロータリー、クラブの例会に出席した場合。 

２、 地区大会、地区協議会、地区委員会等に出席した場合。 

３、 インターアクト、ローターアクトの例会の例会に出席した場合。 

４、 他クラブ例会に出席の目的をもって赴いたが、定例の時間、場所で例会を開 

いていなかった場合。(注１) 

５、クラブ理事会が、メークアップと承認した行事に出席した場合。 

(注 1)メークアップサイン開催日・時間・場所 確認の上 

例会開催日 RC 名 例会時間 開催場所 

月曜日 

福岡西 12 時 30 分 ホテルオークラ福岡

福岡中央 12 時 30 分 西鉄グランドホテル 

福岡平成 12 時 30 分 ソラリア西鉄ホテル

福岡イブニング 18 時 30 分 ヒルトン福岡シーホーク

火曜日 

福岡城西 12 時 30 分 ホテルオークラ福岡

太宰府 12 時 30 分 大丸別荘 

博多 12 時 30 分 ソラリア西鉄ホテル

博多イブニング 18 時 30 分 ホテル日航福岡

水曜日 

福岡 12 時 30 分 西鉄グランドホテル 

福岡城南 12 時 30 分 ホテルニューオータニ博多

宗像 12 時 30 分 ロイヤルホテル宗像

木曜日 
福岡南 12 時 30 分 ホテルオークラ福岡

福岡東 12 時 30 分 ホテル日航福岡

金曜日 

糸島 12 時 30 分 山水荘 

福岡東南 12 時 30 分 グランドハイアット福岡 

福岡北 12 時 30 分 ホテルニューオータニ博多

土曜日 福岡城東  8 時 30 分 ホテル日航福岡
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Ｑ０８ スマイルボックス(ニコニコ箱)について説明して下さい。 

 

スマイルボックス(Smile Box) 

例会場で会員が自由意思で善意の寄付金を入れる箱。1936 年大阪 RC で初めて実施されたロ

ータリー特有のもので会員、家族、事業場等の慶び事、御祝い事をニコニコしながら披露し、

喜びを分かち合い、又失敗したり、迷惑をかけた時もユーモアたっぷりに苦笑し、例会を賑

わせて親睦を増進し、集まったお金は主として奉仕活動資金に使われる。ニコニコ箱とも呼

ばれます。 

 

スマイルボックス(ニコニコ箱)とは、慶び事に対して、自祝の意味で寄付をするための募金

箱です。受付で用紙を用意しておりますので、祝いの内容を記入されて、受付で事務局また

は SAA に御渡しください。 

 

寄付額の基準例(参考) 

① 例会に関するもの                 金額(円) 

遅刻・早退の場合     １，０００ 

  ロータリーバッチの着用忘れ    １，０００ 

   ホームクラブ連続欠席     １，０００ 

   誕生日自祝      ３，０００以上 

② 個人に関するもの 

病気全快      ３，０００ 

  栄転、昇格、海外旅行無事帰国   ３，０００ 

  ゴルフ・麻雀・囲碁等好成績    ３，０００ 

③ 家庭に関するもの 

出産、結婚、金銀婚式    ３，０００ 

  入学、卒業、就職祝     ３，０００ 

  新築落成      ３，０００ 

④ 勤務先に関するもの 

開業、開店、新築、増築    ３，０００ 

  創立記念日      ３，０００ 

  増資、落札      ３，０００ 

 

 

福岡東南ロータリークラブ定款・細則 慣例別紙 2 
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Ｑ０９ ロータリーには、どのような会合がありますか。 

  ロータリーには、その目的に応じて、数人から数万人が集う、様々な会合があります。 

 主なものを、以下に示します。又、必ず会合出席にはロータリーバッジを着用して下さい。 

 

  １．クラブ例会 

    ロータリーで最も重要な会合で、週 1回、定例の時間、定例の場所で開かれます。 

    親睦と研修の場で、年次総会、臨時総会以外は決議してはならないことになって 

    います。 

※ロータリー年度 7/1～翌年 6/30の各半期間においてのメークアップを含め、例会

出席率 60％以上、所属クラブ例会出席率 30％以上の出席義務、並びに連続 4回例会

に出席せず、また、メークアップもしない場合の会員身分の終結(退会処分)の規定

には注意しておいてください。 

 

  ２．クラブ理事会 

    クラブ役員、理事によって構成される、ロータリークラブの管理主体です。 

    理事会の決定は、提訴による臨時総会の決議でしか覆すことができません。 

    福岡東南ロータリークラブでは、定例理事会を原則として、毎月第１回目の例会 

    終了後に行なっています。 

    また、必要に応じて、臨時理事会が開催されています。 

 

  ３．年次総会 

    次年度の役員、理事を選ぶための総会です。 

    福岡東南ロータリークラブでは、毎年１２月に開かれます。 

 

  ４．臨時総会 

    提訴、細則の変更等、理事会が指定した特別な問題を審議するための総会です。 

 

  ５．クラブ・フォーラム 

    クラブの活動全般について、情報を伝達することを目的とした会合です。 

    全クラブ会員が対象でありますが、決議は行ないません。 

 

  ６．クラブ協議会（クラブ・アッセンブリー） 

    クラブのプログラムと活動について協議するために開かれるクラブ役員、理事、 

    委員会委員長の会合です。 
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７．委員会 

    奉仕活動の一部分を分担し、その活動するために協議をする会合です。 

    クラブ会員は、いずれかの委員会に所属しています。 

 

  ８．テーブル会 

    年に 4回、出席テーブルごとに親睦と情報を高めることを目的として開催されます。 

 

  ９．Ｉ．Ｍ（インターシティー・ミーティング） 

    近隣都市の数クラブが集まって行なう勉強会です。 

    ２７００地区では、グループごとに、ガバナー補佐指導のもとに行なわれて 

    います。新会員及び３年未満の会員は必ず出席して下さい。 

 

  10．地区大会 

    ガバナーが主宰する、地区内会員及びその家族のための、ロータリーの推進と 

    親交を深めることを目的とした地区全体の会合です。 

    新入会員及び、３年未満の会員は必ず出席下さい。 

 

  11．地区協議会 

    地区内全クラブの次年度会長、幹事及び指定された次年度委員長の会合です。 

    研修と情報提供、地区活動の調整を目的としています。 

 

  12．会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ） 

    ガバナー・エレクト（次年度ガバナー）が主宰する、会長エレクト（次年度会長） 

    のための、研修及びＲＩの諸活動提供を目的とした会合です。 

 

  13．規定審議会 

    国際ロータリーの立法機関です。 

    ３年に１度、開催され、制定案、決議案が審議されます。 

 

  14．国際大会 

    国際ロータリーの年次国際会合です。 

    国際レベルにおいて、ロータリアンを鼓舞、激励し、かつ情報を提供することを 

    目的としています。また、代議士による、次年度ＲＩ役員の選挙が行なわれます。 
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Ｑ１０ ロータリークラブには、どのような行事がありますか 

 

 

 行事として、次に示すような「特別月間」があり、その該当月には関連した 

 プログラムを実施するようになっています。 

 

  ・ ８ 月  会員増強および新クラブ結成推進月間 

  ・ ９ 月  基本的教育と識字率の向上月間、 

ロータリーの友月間、 

  ・１０月  経済と地域社会の発展月間、 

ロータリー学友参加推進週間(10月 7日を含む 1週間「月～日曜日」)、 

米山月間 

  ・１１月  ロータリー財団月間、 

        世界インターアクト週間(11月 5日を含む 1週間「月～日曜日」) 

  ・１２月  疫病予防と治療月間 

  ・ １ 月  職業奉仕月間 

  ・ ２ 月  平和と紛争予防/紛争解決月間、 

        ロータリー創立記念日(2 月 23日)、 

         ※1905 年の 2 月 23 日は、ロータリー創始者ポール・ハリスが、友人 3

人と最初に会合をもった日であり、この2月23日を祝う創立記念日です。 

        世界理解と平和の日(2月 23日) 

  ・ ３ 月   水と衛生月間、 

        世界ローターアクト週間(3 月 13日を含む 1週間「月～日曜日」) 

 ・ 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 

 

  また、福岡東南ロータリークラブとしても、「納涼家族親睦会」、「忘年家族懇親会」、 

「ワイン会」「若僧会」等の親睦行事を行なっています。 
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Ｑ１１ ロータリー財団について説明して下さい。

ロータリー財団は、ロータリークラブおよび地区を通じて実施され承認された人道的お

よび教育的活動を支援するための寄付を受け、資金を配分する非営利団体である。 

ロータリー財団のプログラムは以下の３つです。

① ポリオプラス

ポリオ撲滅はロータリーの最優先事項。ポリオ常在国、ウイルス流入国、高リスク国を 

中心とした世界のポリオ撲滅のための取り組み。 

② ロータリー平和センター

世界に６つあるロータリー平和センターの１つで、国際関係、平和、紛争解決とその関 

連分野で学ぶ学生への奨学金。 

③ 補助金プログラム

人びとによりよい生活をもたらし、地域社会に貢献するロータリアンの生活を支えてい 

る活動。 

ロータリー財団の活動資金は、皆様方よりの寄付が財源ですが、ロータリアン以外

の寄付も受け付けています。

  そして、その寄付にたいする表彰として、主なものを次に示します。 

１．ポール・ハリス・フェロー 

ロータリー財団に、１，０００㌦を寄付した個人、または名義人に与えられる

称号のことです。 

２．ロータリー財団準フェロー 

ロータリー財団に、１，０００㌦寄付する意志を表明し、最初に１００㌦以上

寄付した個人、または名義人に贈られる称号のことで、寄付合計が１，０００㌦ 

に達したとき、ポール・ハリス・フェローとして認定されます。 

３．マルチプル・フェロー 

ポール・ハリス・フェローの会員が、さらに、１，０００㌦寄付したときに与え 

られる称号です。 

４．ベネファクター 

ロータリー財団の恒久基金（元本は使わず、その利子のみを運用する基金）に、

１，０００㌦以上寄付した個人に与えられる称号のことです。 

  個人やクラブ単位では、実践することが困難な国際的な事業を、私たちに代わって行っ 

ているロータリー財団への寄付をお願い致します。 
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Ｑ１２ ロータリー米山記念奨学会について説明して下さい。

ロータリー米山記念奨学会とは、海外からの留学生を対象とした奨学金制度のこと

です。日本最初のロータリークラブを設立した米山梅吉氏の功績を記念して、東京ロー 

タリークラブが始めた「米山基金」が発展して、国内全クラブの合同事業となり、

財団化したものです。現在、毎年１，０００名の留学生に、奨学金を支給している日本最

大の奨学団体です。 

そして、その奨学事業の大きな特色として、奨学生一人一人に対して「世話クラブ」と 

「カウンセラー」の制度があることです。これは、米山奨学会よりお世話をして頂ける 

ロータリークラブ、並びに、その会員の中より奨学生のカウンセラーをお願いし、心の

通った奨学事業をする為の制度です。ロータリー米山記念奨学会は、基金の利子と皆様方

からの寄付金を活動資金としています。 

寄付には、「普通寄付金」と「特別寄付金」の２種類があります。普通寄付は、クラブ毎

に行う、定額寄付のことです。特別寄付は、個人、クラブ、法人として行う、普通寄付以

外の寄付のことです。この特別寄付に対する、主な表彰を、次に示します。 

 福岡東南ロータリークラブは会員１人につき、年額 5,500(上期 2,750円、下期 2,750円)

の普通寄付金を行っています。 

１．米山功労者 

個人の特別寄付の累計が１０万円に達したとき、または、１度に１０万円以上 

  寄付されたとき与えられる称号です。 

２．準米山功労者 

  個人として、第１回目の特別寄付３万円以上を納め、あと１０万円まで寄付を 

  することを意思表明された人に与えられる称号です。 

３．米山功労者マルチプル 

  第１回米山功労者がそれ（以降１０万円毎
ごと

に）米山功労者マルチプルとして 

２～９回表彰されます。 

４．米山功労者メジャードナー（１０～３９回） 

５．準米山功労法人 

  法人（会社）が、５万円の特別寄付金をしたときに与えられる表彰名です。 

６．米山功労法人 

  法人が、５０万円以上の特別寄付をしたときに与えられる称号です 

７．米山特別功労法人 

  法人からの特別寄付金累計が、１００万円に達したとき、または、１度に 

  １００万円以上の特別寄付をされたとき与えられる称号です。 

８．米山功労クラブ 

クラブからの特別寄付（個人寄付も含む）が、１００万円に達したとき与えられる称号です。
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９．達成クラブ 

クラブからの寄付金が１，０００万円に達したときに与えられる表彰名です。

１０. クラブ創立記念特別寄付

クラブの創立記念日で、100,000円以上の特別寄付をした場合、盾が贈られる称号です。

 米山記念奨学会の寄付金の特別寄付は免税措置があります。ロータリー財団同様、私たち

に代わって、国際奉仕を実践している団体です。皆様の、善意をお願い致します。 
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Ｑ１３ ローターアクトについて説明して下さい。

■ローターアクトとは

青年男女（年齢１８歳～３０歳）がその地域の物的、社会的なニーズのための 

奉仕を通じてアクト会員どうしの友情を広げ、専門職務に触れる機会を増やし、 

その世界の理解を深めることを目的として、ローターアクトクラブが結成されまし

た。 

◇加盟年月日：１９８１年９月４日

◇東南ローターアクト会員数：１０名（男性８名、女性２名）

◇通常例会(冷泉閣ホテル川端)：月2回（第2、第4水曜）19時 45分～21時 15分

◇クラブ数：全世界：１０，２５２クラブ
日本国内：２９７クラブ
２７００地区：１４クラブ、１５２名 (2019 年7月1日現在)

■提唱ロータリークラブの役割

提唱ロータリークラブはローターアクトクラブを指導し助言を与える責任があり

ます。

ローターアクトの年齢層の青年男女は、自分で判断する能力を完全にもっています

ので、その助言にあたっては、控え目に、そして活動方針を決める仕事を手伝うと

いう心構えで行う必要があります。 

ローターアクトクラブの成長如何は全て提唱ロータリークラブの熱意の如何にかか

っていると言っても過言ではありません。従ってローターアクト委員会任せでなく、

クラブ全体即ちクラブ会長以下全員が責任を負っている気持ちで、ローターアクト

の例会、理事会、その他の行事に参加してアクターに接し、適切な指導と助言を与

えて下さい。 

◇例会への出席：福岡東南ローターアクト例会出席義務者一覧（ＨＰ参照）

◇福岡マラソンボランティア合同参加（１１月）

◇合同忘年会参加（１２月）

◇百道浜松苗合同植樹参加（２月 or３月）

◇合同夜間例会参加（３月）
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福岡東南ロータリークラブ情報委員会 

委員長  田村昭典 

副委員長 山崎正幸 

委員   原田実樹宜 

田中浩 

 門岡慎治 
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