
健全で活発なクラブをつくろう
• 会員増強推進用手引き」（417-JA、3ドル）とその補足資料の「クラブ評価ツール」（ウェブからダウンロード）を

使い、会員増強のための行動計画を立てる。

• クラブ・リーダーシップ・プラン」（245-JA、無料）をクラブの充実化に役立てる。 

• 長期計画立案の手引き」（ウェブからダウンロード）を活用し、3年後のクラブのビジョンを描く。 

• 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、1ドル）を参考に、会員候補者と新会員を対象
とした効果的なオリエンテーションプログラムを企画する。 

• 地域社会に恩恵をもたらし、会員候補者のクラブへの関心を高めるような効果的な奉仕プロジェクトをクラブが
実施するために、「活動する地域社会／地域社会の調査法の紹介」（605-JA、9ドル）を役立てる。 

• クラブ会員の指導力を磨き、キャリアにおける成長の機会を提供することで若い会員の関心をひきつけるような
指導者養成プログラムを始めるために、「指導力育成：プログラムを始めるための手引き」（250-JA、無料）を参
考にする。 

会員候補者と新会員に 
会員となることの素晴らしさを伝えよう 

• 会員候補者と新会員を対象に、「会員増強ビデオセット」（427-MU、10ドル）の一部を上映し、ロータリアンで
あることの意味を理解してもらう。セットには、「祝御入会」ビデオが収められています。 

• クラブ例会のゲストに、「会員候補者のための情報キット」（423-JA、3.50ドル）とその他のクラブの案内資料を
配布する。内容：「祝御入会」（265-MU）、「ロータリーの基本知識」（595-JA）、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）、「ロータリーの2億
ドルのチャレンジ・パンフレット」（986-JA）。キットに収められている資料を別個に購入することもできます。 

• クラブ例会や会員候補者を対象とした説明会で、「RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン」（3枚組DVDの年間購
入料金は30ドル）を上映し、ロータリーが世界中の地域社会にどのような変化をもたらしているかを紹介する。 

• 入会式で「新会員のための情報キット」（426-JA、5.50ドル）を渡し、新会員にロータリーのさまざまな面につ
いて学んでもらう。内容：「祝御入会」（265-MU）、「ロータリーのいろは」（363-JA）、RIテーマ・パンフレット 
900-JA）、「ロータリー財団携帯用カード」（159-JA）、「ロータリーの2億ドルのチャレンジ・パンフレット」
986-JA）、「ロータリー財団申請手続早見用手引き」（219-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）。キットに収められている資料を別個に購入することもできます。 

• クラブ例会、新会員のためのオリエンテーション、研修行事などで、「ロータリーとは」（449-MU、10ドル）を上
映し、ロータリーがどのように世界をより良い場所に変えているかを紹介する。 

• ロータリーの2億ドルのチャレンジ」DVD（985-DVD、15ドル）を活用し、会員候補者、新会員、現会員にロータ
リーのポリオ撲滅活動への参加を呼びかける。

• ウェブサイトの新会員のページ（www.rotary.org/newmembers、ページ下の「日本語」をクリック）から、ロ
ータリーで活動できるさまざまな機会について学ぶ。 

会員増強に関するRIのリソースを活用し
充実したクラブづくりを

会員増強
推進用手引き

クラブ評価ツール
「会員増強推進用手引き」と合わせて使える資料 

指導力育成
D e v e l o p m e n t プログラムを始めるための手引き

新会員のためのオリエンテーション 

クラブの手引き

www.rotary.org

「ロータリーは『与える者』
が集まる大家族のような
ものだと感じているからこ
そ、私たちはその一員とし
て何かお返しをすることが
できるのです」

デナ・アン・デュギルド 
（インドネシア）

ロータリーの 
基本知識

国際ロータリーは世界初の奉

仕クラブ団体であり、200以上の

国と地域に33,000のクラブを擁

しています。事業と専門職務およ

び地域社会のリーダーである会員

が、世界的なネットワークを形成

し、地域社会のために、また世界

のために、時間と能力を傾けて奉

仕しています。

ロータリーの標語である「超我

の奉仕」は、120万人以上の会員

を誇る組織の人道的精神をよく言

い表しています。

またロータリアン同士の親睦と、

有意義な社会奉仕や国際奉仕プ

ロジェクトは、世界中でロータリー

の特徴となっています。 

多岐にわたる豊かな伝統と組

織機構の下、ロータリーには、新

会員はもとより年数を重ねた会員

でさえ戸惑うことがあるほど多くの

プログラムがあります。以下のペー

ジには、基本的なロータリー教育、

すなわち、すべての会員にロータリ

ーについて理解してもらい、ロータ

リアンであることを誇りに感じても

らうための基本的な知識が説明さ

れています。

ウェブサイト（www.rotary.org/ja/rotarybasics）も併せてご参照ください。

ロータリーとは 4分7秒
世界に120万人いるロータリークラブの会員が、奉仕を通
じて世界をどのように変えているかを紹介します。  

PSA: End Polio now： 
今こそポリオ撲滅のとき 15秒

少しの援助で 3分48秒
米国ミズーリのロータリー・クラブが、食糧を配給する活
動を通じて、飢える人々に希望をもたらします。

PSA: パズルのピース 30秒

最後の砦 5分35秒
アメリカのロータリアンがインドのロータリアンを訪ね、
人口10億人を超える国でポリオ・プラス・プログラムがどの
ようにポリオ撲滅に寄与しているかを学びます。

ナイル川の女性たち 5分10秒
エジプトのロータリー・クラブが、地元の女性たちのために
訓練所を建設します。   

PSA: 平和プログラム 30秒

農村から子供たちにミルクを 7分11秒
ロータリー・クラブとヘイファー･インターナショナルが協
同し、ルーマニアの孤児院と病院にいる子供たちにミルク
を配給します。  

全編：27分23秒

449-JA—(309)

ロータリーとは   
ロータリーは、地域社会のボランティアから成る世界的なネットワークで
す。200余りの国と地域に存在するロータリー・クラブの数は33,000に及び、
その会員たちは、飢餓、貧困、非識字、環境といった今日の問題に取り組む人
道的プロジェクトを遂行しています。ロータリーの代表的なプログラムは、麻痺
障害の後遺症をもたらし、時には命をも奪うポリオを世界から撲滅し、この病
から子供たちを守ることを目指しています。    
ロータリー・クラブの会員は、世界中の事業や専門職業のリーダーたちを代表
しています。120万人の会員は、地元や海外の地域で実施されているプロジェク
トに、自らの専門知識と時間と資金を捧げています。その目的は、恵まれない人
々を助け、異文化間の理解を推進することです。 

ロータリーの会員  
「ロータリーとは」は、ロータリーがどのような団体であるか、また、地元地域
や世界中でどのような活動をしているのかを伝えるための実話を集めたもので
す。27分間のこのDVDは、感動的な例会プログラムの一環として、会員候補者
にロータリーを紹介する方法として、あるいは、地元地域で奉仕活動を促進す
る手立てとしてお役立ていただけます。 
また、地元テレビ局にこのDVDを紹介し、その全編もしくは一部を放映しても
らえるよう働きかけるのも一案です。また、テレビ局は、地元クラブの取材にも
関心を示すかもしれません。 

テレビ局ご担当者様 
DVD「ロータリーとは」は、27分の番組として全編を放送できるほか、個々の
話を別々に放送することも可能です。地元のロータリー・クラブが行っているプ
ロジェクトについてご関心をお持ちの場合は、最寄りのクラブにご連絡くださ
い。そのほか、日本全国や世界中のクラブの活動に関心をお持ちの場合も、ぜ
ひご連絡ください。地元のロータリーの活動をテーマにした番組を制作する際
には、地元ロータリークラブが協力できます。

ご質問は、Eメール（pr@rotary.org ）か電話（1 847 866 3000）でお問い合わせく
ださい。また、ご要望があれば、テレビ放送用の高画質テープをお送りします。  

ロータリーに関する詳細は、www.rotary.orgをご覧ください。 
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ソーシャル・メディアを使ってクラブのプロジェクトを広めよう 

地域社会でロータリーについて伝えよう
• 地元メディア用のロータリーの公共奉仕広告セット、「人類のために活動しますV」を活用し、ロータリーに対する

一般の人々の認識を高め、クラブ会員を増やす。公共奉仕広告をそのまま使ったり、クラブ独自のニーズに合わせ
て修正して使うことができます。セットには、会員増強を目的とするテレビ用、ラジオ用、印刷用、看板広告用、イ
ンターネット用の公共奉仕広告が収録された3枚のCD-ROMとDVD1枚が収められています。 

• 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）」（257、3ドル）でクラブ活動を推進する方法を学ぶ。

• End Polio Now」ピン（988-MUP、100個セット、50ドル）をつけて、ロータリーのポリオ撲滅活動について伝
える。 

• YouTubeの国際ロータリー専用ページのビデオをクラブや地区のウェブサイトに掲載する。「祝御入会」ビデオ
には、ロータリーの会員に関する概要が紹介されています。 

• あなたもロータリーと始めませんか」カード（613-JA）と絵葉書（614-JA）を使い、会員候補者をクラブ例会に
招待する（カード、絵葉書とも20枚セット、3ドル）。

• クラブや地区のウェブサイトに、「人類のために活動します」のバナー広告を掲載する。 

• ソーシャル・ネットワーキング・サービス（www.rotary.org/socialnetworks、ページ下の「日本語」をクリック）
を通じて、クラブのプロジェクトについて伝える。  

• クラブのウェブサイトに、オンラインの「ロータリーの基本知識」（www.rotary.org/ja/rotarybasics）のリンク
を加える。 

• ロータリー大要（ロータリーとは）」（419-JA、50枚組、4ドル）、「ロータリーとは」（001-JA、50セント）、「ロー
タリーの基本知識」（595-JA、75セント）などの案内資料を、例会場所に置いたり、地域社会の事業に配布する。 

新会員の推薦はいかにするか 

新会員推薦のステップ1 • 2 • 3

Bの部（理事会が推薦を承認した後、被推薦者が記入）  

私は、現在（もしくは以前に）事業・専門職務あるいは地域社会のリーダー、またはロータリー財団学友であり、事業所また
は住居が、クラブの所在地域内、もしくはその周辺地域内にあることから、正会員の資格を有することを誓います。

私は、会員として受け入れられた場合には、ロータリーの綱領をすべての日常的な交際と活動において実践し、また国際ロ
ータリーおよびロータリー・クラブの定款細則を常に遵守することが私の責務となることを了承します。私は、クラブが義務
づけている入会金を支払い、クラブ細則に従って年会費を支払うことに同意します。私はここに、私の氏名および予定され
ている職業分類がクラブの全会員に発表されることを承諾します。

 
被推薦者の署名	 日付	 		

ステップ3 
多様な会員から成る活発なクラブ 
を存分に楽しむ

推薦手続きの記録 日付

幹事が推薦用紙を受理した日：		

以前のロータリー・クラブに連絡を取った日	
元ロータリアンの場合）：

 q		瑕疵なき会員であった 

 q		瑕疵なき会員ではなかった

会員増強委員会に提出された日：		

同委員会の決定を受け取った日：		

 q	承認 q	不承認

理事会に提出された日：	

理事会の決定を受け取った日：	

 q	承認 q	不承認

クラブに発表した日：		

 	異議の申し立てがあった場合、理事会は次の会合に
おいてこれを討議するものとする）

理事会が最終的に承認した日：	

ロータリーの説明会を行った日：	

署名済みの用紙と入会金を受理した日：		

入会日：		

会員アクセス」に入力した日：	  

クラブ幹事、会長、理事会メンバーのいずれか
が記入

職業分類：	

元ロータリアンの場合、所属していた前のクラブと地区の
情報を記入してください。

 クラブ名：	

 地区番号：	

 クラブＩＤ番号*：	

 所属期間：	
	 から	 まで

 ロータリー会員ID番号*：	

*番号がわからない場合は、クラブ・地区支援担当職員（日本事務局
奉仕室職員）にお問い合わせください。連絡先は、ウェブサイト	
www.rotary.org）に掲載されています。

RIプログラムの元参加者、あるいは財団学友の場合、参
加したプログラム名と参加時期を記入してください。

オリエンテーションで本被推薦者を援助する指導担当者：	

ロータリー雑誌の購読（1つに印をつけてください）： 	
q	ザ・ロータリアン誌		 
q	ロータリー地域雑誌（ロータリーの友）	

Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA 
www.rotary.org
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www.rotary.org/membershipreferral から「会
員紹介書式」に記入して、ご友人、ご家族、仕事仲
間、その他の資格ある方をほかのクラブにご紹介く
ださい。

ロータリーへの情熱を
分かち合いませんか

ぜひ会員をご紹介ください

PR
effective

public
relations

a guide for Rotary clubs

ロータリーへの熱意を分かちあおう
• 今すぐ声をかけよう」推進用ポスターを例会場に展示し、ロータリアンに新会員を勧誘するよう呼びかける。ポ

スターをRIのウェブサイトからダウンロードし、地元の印刷業者で印刷して活用できます。 

• 会員の勧誘についてクラブで話し合いを行う際に、「新会員の推薦はいかにするか」（254-JA、25枚組、6ドル）
を配布する。 

• ロータリアンとなるにふさわしい人物をご存知の場合は、オンラインの「会員紹介書式」に入力し、会員候補者を
ほかのクラブに紹介する。「Your Club, the District, and Rotary International: Partners in Membership 
Development」（641、無料でダウンロード）を使い、オンラインで会員や会員候補者、移転したロータリアンの
紹介がどのように行われているかをご覧ください。 

• あなたもロータリーと始めませんか」カード（613-JA、20枚セット、3ドル）を使い、地域社会のリーダーをクラ
ブ例会や奉仕プロジェクトに招待する。 

たくさんのよいこと、 
あなたもロータリーと始めませんか。

ロータリー：人類のために活動します

たくさんのよいこと
あなたもロータリーと始めませんか

One Rotary Center

1560 Sherman Avenue

Evanston, IL 60201-3698 USA

www.rotary org

Your Club, the District, 
and Rotary International: 

Partners in Membership 
Development

A study of the conversion rate from inquiry 
to membership shows that about 13 percent 
of those who submitted prospective mem-
ber forms in 2006-07 joined a Rotary club. 
More than 60 percent of Rotarians who 
completed a relocation form joined a club 
in their new community. And 23 percent  
of those referred for Rotary membership 
ultimately became members between  
2003 and 2007.

Four-Year  
Conversion Rates

Four-Year Prospective Member Form  
Conversion Rate

 Total 4,008 4,648 4,691 5,661

 Inducted 585 626 649 750

 Conversion 
Rate

15% 13% 14% 13%

Four-Year Rotarian Relocation Form  
Conversion Rate

 Total 106 148 171 150

 Inducted 55 94 104 100

Conversion 
Rate

52% 64% 61% 67%

Four-Year Rotarian Referral Form  
Conversion Rate

 Total 102 143 239 256

 Inducted 39 26 44 46

Conversion 
Rate

38% 18% 18% 18%

641-EN—(708)
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shop.rotary.org
出版物は、www.rotary.orgからダウンロード
またはshop.rotary.orgからご注文いただけます
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