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会長  枝川 潤一 

 

『ロータリーの目的（綱領）The Object of Rotary 』について 

 
（２０１３年改訳版） （原文は１９５１年以降変更なし） 

『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 奉仕の理念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。』 

付記： 「ロータリーの目的」の４つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行

動を起こさねばならないものであるということで、ＲＩ理事会の意見が一致した。

（98－348） 

 

＃１）コロン（：）とセミコロン（；）の意味 

   コロンは文法的にも意味の上でも完全な文章の後で使われ、コロンの前と後の文は

同じことを表す。これに着目すれば、コロンの後の４項目は具体的な構成要素を示し、

ロータリーの目的（綱領）はただ一つと言ってよい。 

＃２）ロータリーの目的（綱領）の重要性 

   ロータリー（ＲＩ、クラブ、各ロータリアン）で最も大切なことは、この目的（綱領）の推

進・達成にある。 

  

 

 会長の時間 



「ロータリーの目的（綱領）を知らずしてロータリーを説くことなかれ」 

＃３）目的（綱領）の４項目と四大奉仕部門との関係 

厳密に１対１で対応しているのかどうか、意見が分かれている。 

五大奉仕となって、この目的（綱領）が追加変更されるのか？ 

＃４）目的（綱領）とＲＩ戦略計画の理念との関係 

   この目的（綱領）に「ＲＩ戦略計画の理念」である「本質（ビジョン）」「使命」「中核的価

値観」の３つを総合して「ロータリーの理念」として把握し、「超我の奉仕」をロータリー活

動の基本テーマとしている。 

なお、＃２）の目的（綱領）の位置づけは今も変っていません。 

 最後に、本日はクラブ協議会です。皆様宜しくお願い致します。 

 

                    �                           

１） 2019-20 年度神戸西ロータリークラブと神戸北ロータリークラブは「神戸西ロータリ

ークラブ」として、明石西ロータリークラブと明石南ロータリークラブは「明石東ロータ

リークラブ」として再スタートします。詳しいお知らせを回覧します。 

２） ロータリー囲碁同好会から「第１８回全国囲碁大会」のご案内がきております。 

参加ご希望の方は事務局までお申し出下さい。申し込み締め切りは９月２７日で

す。 

３） BOX に「ハイライト米山」と加古川平成 RC より「【END POLIO NOW】募金キャンペ

ーン開催のご案内」を入れております。 

４） 次週の例会はガバナー公式訪問です。 

  

                       

 省          略  本日は宜しくお願い致します。竹本が皆さんに大変お

世話になり東京に栄転しました。少し心配でしたが、何

とかやっている様です。後任の中谷もどうぞよろしくお

願い申しあげます。 

 省 略  神戸 RC 高田厚様をお迎えした喜び。 

 省 略�  本日はクラブ協議会です。各委員長並びに会員の皆様、宜しく

お願い致します。 

 省 略�  神戸 RC 高田厚様をお迎えした喜び。 

 省 略�  本日クラブ協議会、各委員長並びに会員の皆様、宜しくお願い

します。 

 省 略�  神戸 RC 高田様、ようこそいらっしゃいました。ごゆっくりして下さ

い。 

 省 略�  竹位さん、先日はありがとうございました。 

 省 略�  神戸ロータリークラブ高田さん、ようこそ加古川 RC へ！ 

 省 略�  テーブルの花いただきます。 

 省 略�  写真ありがとうございます。 

 省 略�  写真ありがとうございます。 

以上１１件 \19,000-

  本年度累計\202,000-

 

 幹事報告 

ニコニコ 



 

☆ 今 週 会員数 77 名 出席 51 名 出席免除 13 名 欠席 13 名 79.68％

☆ 欠 席 者 省略  

 

☆ 前 々 週 会員数 77 名 出席 56 名 出席免除 11 名 欠席 10 名 84.84％

☆ ビ ジ タ ー 高田 厚氏（神戸 RC） 

                             

 

  例会場当番 

 ７月２３日(火) 高浜､山口 

 ７月２５日(木) 淺原､安井 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席  

メークアップ：ロータリアンは、欠席した例会のメークアップを同じロータリー年度内に行うこと

ができます（19-35）。  

 

クラブ理事会  

会長：クラブ会長は、後任者が選出されていない場合、1 年まで任期を延長できます（19-

22）。 

 

クラブ財務  

財務報告：役員を選挙するための年次会合に、現年度と前年度の収支を含むクラブの中間

財務報告が含まれます（19-24）。  

衛星クラブの財務：衛星クラブの財務諸表は、監査または検査を受けたものとなります （19-

29）。  

クラブ人頭分担金の増額：2019-20 年度の人頭分担金は半年ごとに 34 ドルです。より良い

支援をクラブに提供するため、今後 3 年間は RI 人頭分担金が年に 50 セントずつ増額し、

2020-21 年度には半年ごとに米貨 34 ドル 50 セント、2021-22 年度には半年ごとに米貨 35

ドル、2022-23 年度には半年ごとに米貨 35 ドル 50 セントとなります（19-82）。  

本日７月１６日(火) ７月２３日(火) ７月３０日(火) ８月６日(火) 

 

クラブ協議会 

 

ガバナー公式訪問

例会変更 

納涼例会 ２５日（木） 

午後６時３０分～ 

於；ジェームス邸 

新会員自己紹介 

中谷・安福 担当 

 出席委員会 

 親睦活動委員会 

 プログラム委員会 

2019 年規定審議会クラブと地区に関連する重要な変更 
（括弧内の数字は関連する制定案番号を示しています）  



クラブの名称または所在地域の変更  

通告期間の延長：クラブの名称または所在地の変更案は、その変更に関する投票が行われ

る少なくとも 21 日前までに、各会員とガバナーに提出する必要があります（19-26）。  

クラブの結成：地域にクラブを結成する際の職業分類の制約がなくなりました。地域に 1 つ

以上の他のクラブが存在する場合も、その地域にクラブを結成することができます。主にオ

ンラインで活動するクラブの所在地域は、全世界とするか、またはクラブ理事会が決定する

ものとされます（19-28）。 

 

クラブの規則  

文言の現代化：推奨ロータリークラブ定款の文言が自然かつ読みやすくなるよう、現代化か

つ簡素化されました。これによる方針への実質的な変更はありません。全クラブでの採用が

義務づけられた新しいバージョンをダウンロードいただけます（19-30 および 19-116）。  

 

地区の財務  

提出期限の延長：ガバナーを務めてから 1 年以内に、独立検査を受けた地区の年次財務

表および財務報告書を地区内のクラブに提出し、クラブの承認を受ける必要があります（19-

57）。 

 

地区のリーダーシップ  

副ガバナーがいない場合：ガバナーが任務を果たせなくなり、副ガバナーがいない場合、パ

ストガバナーのみがガバナーの任務を行うことができます（19-53）。  

 

選挙  

クラブの投票権：クラブが投じることのできる票数は、7 月 1 日付のクラブ請求書の会員数

に基づいて決定されます（19-49）。  

対抗候補者の指名期限：有効な対抗候補者の指名をガバナーが受け取った場合、この対

抗候補者の指名が 30 日間有効であるなら、候補者について郵便投票または地区大会で

の投票が行われます（19-52）。  

地区会費：地区会費を支払い済みであり、ガバナーの判断により地区に対して負債がない

クラブのみが、理事指名委員会の委員と補欠委員を選挙するための投票、ガバナーノミニ

ーの選出、地区大会選挙人による投票に参加できます（19-54）。  

 

会員増強  

ローターアクトクラブ：ロータリークラブのように、ローターアクトクラブも国際ロータリーの加盟

クラブとなります。ローターアクトクラブと提唱ロータリークラブへの運営上の変更はありませ

ん。この規定により、ローターアクトクラブの地位向上を図るとともに、その発展を促すために

RI からの支援とリソースを増やすことができます（19-72） 。  

多様性：クラブは、多様性を推進するような均衡のとれた会員構成を必要とします（19-18）。  

職業分類：職業分類の制限が廃止され、特定の職業分類の会員の適切な数をクラブが自ら

決定できます。さらに、選挙または任命によって公職にある人も、その職務と関連する職業

分類を使ってクラブに入会できます（19-37 および 19-39）。  

小人数のクラブ：会員数が 6 名未満となったクラブを終結とするよう、ガバナーが RI 理事会

に要請することができます（19-70）。 


