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e. RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン第２巻第２号（RVM 2.2）
RVM2.2 $15

例会で「最後の砦：インドのポリオ」「サクセスストーリー」「歩けるようにな
るまで」などRVMに収録されたビデオを上映し、ポリオ撲滅への関心を高
めることができます。

f. Amazing Stories of Polio!（驚くべきポリオの物語） 
976-EN $0.75  

ロータリーが制作したこの16ページの漫画スタイルの物語で、ポリオについ
て学ぶことができます。大量購入割引あり。

g. 「End Polio Now」ボックス 989 $3
友人や家族に募金を呼びかけ、ポリオ撲滅への支援を訴えましょう。

h. 「End Polio Now」ピン 988 $50
色鮮やかなこのピンを着用し、ポリオ撲滅への支援を示しましょう。100個
セット。

i.  NEW 2010-11年度「End Polio Now」カレンダー 961-JA $15
この18カ月カレンダー（2010年７
月～2011年12月）には、世界の 
歴史的建築物に「End Polio Now」 
のロゴが映写されているドラマチ
ックな写真が満載されています。 

a. NEW 「End Polio Now」絵葉書 979-JA $1
ロータリーの世界的なポリオ撲滅活動の歴史と進展が簡潔に説明されてい
ます。額に入れるのに最適です。サイズは15cm×23 cm。20枚セット。

b. ロータリーの２億ドルのチャレンジDVD 985 $10
DVD２枚組セットには、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団からの新たなチ
ャレンジ補助金を推進するためのビデオと広報資料が収められています。 

c.  ロータリーの２億ドルのチャレンジ・ポスター 987-JA 無料 
人目を引くこのポスターを、ロータリーのチャレンジの推進にご活用ください。

d.  ロータリーの２億ドルのチャレンジ・パンフレット 986-JA 無料
ロータリーが取り組むポリオ撲滅への支援を呼びかけるためにこのパンフレ
ットをぜひご利用ください。 

ポリオ撲滅に 
ご協力を     
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ウェブサイトで

End Polio Now：今こそポリオ撲滅のとき    
rotary.org/ja/serviceandfellowship/polio
支援方法をご覧いただけます。

Facebook（フェースブック）の「End Polio Now」  
ja-jp.facebook.com 
ファンになって、ポリオ撲滅を支援しましょう。  

ポリオ 平和
青少年

公共イメージ
歴史

リーダーシップ
会員増強奉仕と親睦

RVM

http://shop.rotary.org/catalog/
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=52_78&products_id=463
http://rotary.org/ja/serviceandfellowship/polio
http://ja-jp.facebook.com
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a. NEW 職業奉仕入門 255-JA $2　
職業のスキルを奉仕活動に生かしましょう。職業倫理と職業奉仕の機会に
ついても収められています。  

b. NEW Rotary Community Corps Brochure
（ロータリー地域社会共同隊パンフレット）779-EN $0.50

プログラムの概要を説明したパンフレット。共同隊の成功事例も収められて
います。

c. NEW Rotary Community Corps Handbook
（ロータリー地域社会共同隊要覧）770-EN $3.50

地域で共同隊を結成する方法を説明。プロジェクトのアイデアや、リーダー
候補者を探し出す方法なども紹介されています。

d. Rotary Community Corps: Changing Lives,  
Shaping the Future 

（ロータリー地域社会共同隊： 
人々の生活を向上し、未来をかたちづくる）780-EN $0.50

共同隊メンバーの候補者向けに、色鮮やかな推進資料としてお使いくださ
い。連絡先を記入する余白もあります。

e. ロータリー・ボランティア要覧 263-JA $3.50 
地元および他国でのボランティア活動に関する情報や、ロータリーのプロジ
ェクト・コーディネーターのための指針を掲載。 

f. ロータリー親睦活動要覧 729-JA $3.50 
ロータリー親睦活動を立ち上げ、運営、発展させるための指針を説明。ウェ
ブサイト上の「世界ネットワーク活動グループ名簿」と併用してください。

奉仕と親睦

人道的奉仕の重点化と増加
（RI長期計画）
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ウェブサイトで

ポリオ 平和
青少年

公共イメージ
歴史

リーダーシップ
会員増強

RVM

ProjectLINK 
rotary.org/ja/serviceandfellowship/projectresources/ 
projectlink
検索可能なデータベースで、奉仕プロジェクトや、ロータリー
財団マッチング・グラントの協同提唱者を必要としているクラ
ブとプロジェクトを探すことができます。

ロータリー友情交換  
rotary.org/ja/serviceandfellowship/fellowship/global 
networkinggroups 
交換の計画を立てる際に役立つ「パートナー・マッチング掲示
板」を含むリソースが利用できます。

Volunteer Database 
（ロータリー国際ボランティア登録データベース）  
rotary.org/volunteersdatabase
海外での奉仕を希望するボランティアを検索できるデータベース。  

ロータリー親睦活動案内資料  
rotary.org/ja/ServiceAndFellowship/Fellowship/
GlobalNetworkingGroups 

ロータリアン行動グループ案内資料 
rotary.org/RIdocuments/ja_pdf/action_groups_flier_ 
ja.pdf

奉仕と親睦

http://www.rotary.org/en/Pages/ridefault.aspx
http://rotary.org/ja/serviceandfellowship/projectresources/projectlink
http://rotary.org/ja/serviceandfellowship/projectresources/projectlink
http://rotary.org/ja/serviceandfellowship/fellowship/globalnetworkinggroups
http://rotary.org/ja/serviceandfellowship/fellowship/globalnetworkinggroups
http://rotary.org/volunteersdatabase
http://rotary.org/ja/ServiceAndFellowship/Fellowship/GlobalNetworkingGroups 
http://rotary.org/ja/ServiceAndFellowship/Fellowship/GlobalNetworkingGroups 
http://rotary.org/RIdocuments/ja_pdf/action_groups_flier_ ja.pdf
http://rotary.org/RIdocuments/ja_pdf/action_groups_flier_ ja.pdf
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a. 平和を構築する（Building Peace）DVD 830 $10
ロータリー平和センターが平和構築を目指す新しい人々をいかに育成してい
るかについて、ロータリー世界平和フェローが語ります。再生時間７分間。

b. 平和はきっとかなう：国際問題研究のためのロータリー・センター
DVD 829 $10

いかにして人権を推進し、テロリズムと闘い、人道的支援活動を改善している
かを、学友が語ります。再生時間６分間。

c. ロータリー平和センター 
学友パンフレット 092-JA 無料

ロータリー平和センターの学友が、国際
組織や政府での職業にセンターでの教育
の成果をどのように生かしているかを説
明します。 

「平和は実現しなければならないし、 
必ず訪れる」ポール・ハリス

b
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ロータリー平和センター研究論文集には、 
ロータリー平和フェローによる 
小論文が収録されています

d. Sources of International and Intrastate 
Conflict and Possibilities for Resolution in 
this Decade（現代の国際紛争と国内紛争の要因と 
解決の可能性）907-EN  

e. From Conflict to Peace: What Lessons Might 
We Learn from Episodes of Successful 
Resolution of Conflict? 

（紛争から平和へ：紛争解決から私たちが学ぶこと） 
908-EN $7

f. Peace-Building and Security in the Twenty-
first Century（21世紀の平和構築と安全保障） 
909-EN $7

ウェブサイトで

Facebooｋのロータリー平和センター  
ja-jp.facebook.com/rotarycenters
ロータリー平和センターの「友達」になると、センターの近況
が常に把握できます。

ロータリー平和センター 
rotary.org/ja/studentsandyouth/educat ional 
programs/rotarycentersforinternationalstudies

ポリオ 平和
青少年

公共イメージ
歴史

リーダーシップ
会員増強奉仕と親睦

RVM

http://shop.rotary.org/catalog/
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=439
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=52_55_63&products_id=402
http://ja-jp.facebook.com/rotarycenters
http://rotary.org/ja/studentsandyouth/educationalprograms/rotarycentersforinternationalstudies
http://rotary.org/ja/studentsandyouth/educationalprograms/rotarycentersforinternationalstudies


a. ロータリー青少年指導者養成 
プログラム（RYLA） 
手引き 694-JA $1.50
パンフレット 636-JA $0.50
ポスター 635-MU $3
修了証書 695-JA $1

ロータリー青少年指導者養成プログラム
の促進にご利用いただける参考資料。

b. インターアクト
要覧 654-JA $3.50
パンフレット 600-JA $0.50
ポスター 639-MU $3
会員証 659-JA 50枚セット$3

その他の出版物： 
ローターアクト必携（562-JA $3.50） 
パンフレット（663-JA $0.50） 
会員証（665-JA 50枚セット$3）

c.「インターアクト：違いをもたらそう」 
DVD 650 $10

インターアクト・クラブ入会への若者たち
の関心を助長するとともに、インターアク
ト・クラブ提唱へのロータリアンの意欲
を高めることを目的に作成されました。
再生時間９分間。付属CD－ROMに印刷
可能な資料を収録。

d. 青少年交換要覧 746-JA $2
効果的な地区青少年交換プログラムの計画に役立つ情報とリソース。
その他の出版物：青少年交換学生のための指針（752-JA $1.50） 
ホストファミリーの手引き（749-JA $1.50）

ロータリーの未来

青少年

Poster

Poster
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e. NEW 新世代交換パンフレット
760-JA $0.50  

18歳から25歳の若者を対象にした短期交換
プログラム、新世代交換の概要を説明したパ
ンフレット。 

f. 虐待とハラスメント防止に関する研修の
手引きおよび研修リーダー用手引き 
775-JA $10

ロータリアンが国際ロータリーの青少年プロ
グラム参加者のために安全で保護された環境
をつくるための一助として作成された資料。CD-ROM付き。

ウェブサイトで

ポリオ 平和 公共イメージ
歴史

リーダーシップ
会員増強奉仕と親睦

RVM

地区ローターアクト指導者の手引き  
rotary.org/ja/studentsandyouth/youthprograms/
rotaract
地区でローターアクトクラブを成功させるのに役立つ手引き。

インターアクト顧問教諭のための指針  
rotary.org/ja/StudentsAndYouth/YouthPrograms/
Interact  
学校単位でのインターアクトクラブの顧問教諭に役立つリソース。

青少年

http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=410
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=410
http://rotary.org/ja/studentsandyouth/youthprograms/rotaract
http://rotary.org/ja/studentsandyouth/youthprograms/rotaract
http://rotary.org/ja/StudentsAndYouth/YouthPrograms/Interact
http://rotary.org/ja/StudentsAndYouth/YouthPrograms/Interact
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a.「ロータリーとは」DVD 449-MU $10
８篇のビデオおよび公共奉仕広告が収録された、ロータリー推進用DVD。
再生時間合計27分。

b. 人類のために活動しますⅤ 607-JA 無料
地域社会で｢End Polio Now｣のキャンペーンの広報にご活用いただける公
共奉仕広告をDVD4枚組セットに収録。会員増強用広報材料付き。

c. 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-EN $3

ブログ、ポッドキャスト、その他の広報手段を活用して、地域社会でクラブを
推進するための手引き。

d. RI視覚的イメージのための手引き 547-JA $4
ロータリーの徽章の適切な使用方法と、視覚デザインの指針。

e. Rotary and the International Community 
（ロータリーと国際社会）266-MU $10

ロータリーと他の組織との協力活動の実例を収録。再生時間８分。

f. 写真で見るロータリー
広報物やウェブサイトをより印
象深いものにするCD２枚組セッ
ト。各CDに、世界のロータリー
の人々、場所、プロジェクトの写
真300枚以上を収録。 

「写真で見るロータリー2007年」には、 
さらにスライドショーとスクリーンセーバーも収められています。

写真で見るロータリー2007年 PHOTOS4 $10　
写真で見るロータリー2006年 PHOTOS１ $10　
写真で見るロータリー2005年 501 $10

公共イメージと認知度の向上
（RI長期計画）

公共イメージ
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ウェブサイトで

「人類のために活動します」  
rotary.org/ja/members/runningaclub/informingthe 
community/pages/humanityinmotion.aspx
テレビ、ラジオ、出版物、インターネット、野外看板での公共奉
仕広告がダウンロードできます。

ソーシャル・メディア  
rotary.org/ja/mediaandnews/multimedia/social_
networking
交流の輪を保ち、広げるのに効果的な、Facebook（フェース
ブック）、LinkedIn（リンクドイン）、Twitter（ツイッター）、 
Flickr（フリッカー）、YouTube（ユーチューブ）などのソーシ
ャル・ネットワーキングのウェブ・サイトをご紹介。

ロータリーの画像、映像 
rotary.org/rotaryimages
ウェブサイトや、ニュースレターに活用できる画像や映像を無
料でダウンロードできます。

ポリオ 平和
青少年

公共イメージ
歴史

リーダーシップ
会員増強奉仕と親睦

RVM

http://shop.rotary.org/catalog/
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=499
http://rotary.org/ja/members/runningaclub/informingthecommunity/pages/humanityinmotion.aspx
http://rotary.org/ja/members/runningaclub/informingthecommunity/pages/humanityinmotion.aspx
http://rotary.org/ja/mediaandnews/multimedia/social_networking
http://rotary.org/ja/mediaandnews/multimedia/social_networking
http://www.rotary.org/rotaryimages
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価格
本カタログに記載された価格は2010年７月１日か
ら20１１年６月30日まで有効です。価格には送料と
手数料は含まれていません。日本国内で適用され
る関税および輸入に関する法規をご確認ください。

本カタログの「公式名簿」を除く全品目は、RIのウ
ェブサイト、shop.rotary.orgでご注文いただ
けます。「公式名簿」のご注文は、国際ロータリー
配送センター（電話：1-847-866-4600、ファッ 
クス：1-847-866-3276）または日本事務局まで
ご連絡ください。

ウェブサイト上の出版物のリストは、おおむね最
新の情報を反映しています。出版物の在庫および
価格は予告なく変更される場合がありますのでご
了承ください。

ウェブのみの出版物のご注文
インターネットへのアクセスがない場合には、ウ
ェブのみの出版物をRI世界本部または日本事務
局にご注文いただくことも可能です。ご注文いた
だいた言語版のファイルをダウンロードして印刷
したものを、郵便もしくはファックスで送付いた
します。

ロータリーの徽章入り商品
本カタログに掲載されていないロータリー徽章入
り商品をお探しですか。ロータリーの徽章または
その他のRI商標やロゴ（まとめて「ロータリーの
標章」）を付した商品の大半は、RIの公式被免許
業者から直接ご購入いただけます。RIの公式被
免許業者のリストは「公式名簿」とwww.rotary.
orgに掲載されています。 

RI被免許業者からのみ商品を購入することで、ロ
ータリーの標章の価値と信頼性が保たれます。免
許のない者が標章入り商品を販売していること
に気付いた場合、直ちにRIクラブ・地区支援担当 

（日本事務局奉仕室）職員までご連絡ください。

ロータリーの標章入りの商品の製造、複製、販
売をご希望の方は、国際ロータリーの免許担
当職員（電話：1-847-866-4463、Ｅメール： 
rilicensingservices@rotary.org）までお問い
合わせください。

国際ロータリーは、RI理事会の方針に従い、ロー
タリーの徽章を使用することをクラブや地区に
奨励しています。この徽章はいかなる形にも修正
することはできません。徽章を使用する際は、正
確な複製を作り、クラブ名または地区番号を必ず
組み合わせて表示してください。ロータリーの徽
章の使用および複製に関する詳細は、「手続要覧」

（035-JA）または「RI視覚的イメージのための
手引き」（547-JA）をご参照ください。

カタログの読み方

各国語版
入手できる言語版は変更されることがあります。

DE ― ドイツ語
EN ― 英語 
ES ― スペイン語 
FR ― フランス語 
HI ― ヒンディー語
IT ― イタリア語 
JA ― 日本語
KO ― 韓国語 
PT ― ポルトガル語 
SV ― スエーデン語 
TH ― タイ語 
ZH ― 中国語（標準）
MU ― 多言語（もしくは音楽のみのビデオ）

NEW  新刊または
改訂版であるこ
とを意味します

出版番号

NEW  職業奉仕入門
職業奉仕に関する情報、リソース、プロジェ
クトのアイデアを提供。2009年
EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
255-JA $2

価格：価格は
すべて米ドル
で表示され、
送料と手数料
は含まれてお
りません

出版年度／改訂年度

注文可能な言語版： 
（下記の言語コード参照）

オンラインで入手可
（W）＝ウェブサイト
からダウンロードする
こともできます
ウェブのみ＝ウェブサ
イトからのダウンロー
ドのみになります 

shop.rotary.org

2010-11年度RIカタログ
マルチメディア資料 ｜ 出版物 ｜ 書式類

http://shop.rotary.org
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明確にご記入ください。また、下記の各情報をもれなくご記入ください。

郵送宛先

氏名

住所：番地	 	 市町村

都道府県	 郵便番号	 国

日中の電話番号	 ファックス番号

Ｅメール

ロータリー・クラブ名	 	 地区番号

ロータリーにおける役職（該当する場合）	 	

注文方法

電話：
03-3903-3194
月曜日～金曜日
9:00～17:00

ファックス：
03-3903-3781

オンライン：
shop.rotary.org

Ｅメールでのご注文： 
shop.rotary@rotary.org

郵送：（「郵送によるご注文」を 
ご覧ください）

いずれか１つの方法で 
ご送付ください。

ご注文

題名・品名 品目番号 数量 単価（US$） 合計（US$）

合計

価格は、予告なしに変更されることがあります。
	
郵送によるご注文
本用紙にご注文を記入し、 
RI日本事務局に送付して 
ください。
 
〒115-0045
東京都北区赤羽2-51-3
NS3ビル１階
国際ロータリー日本事務局資料室

 
本書式はコピーしてお使いいただけます。

支払方法
ご注文はすべて前払いとなります。クレジットカードでお支払いの場合は、 
最低４米ドルのご注文が必要です。

 銀行振込   ビザ   マスターカード   ディスカバー   アメリカン・エキスプレス

カード番号	 有効期限	 セキュリティコード
  

カードの名義人（カードに記載されている氏名）

カードの名義人の署名

337-JA—(510)

合計額には標準送料および手数料が加算される場合がありますのでご了承ください。
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RIテーマ関連資料
NEW  全品目は毎年改訂されます。

2010-11年度会長賞要項
2010-11年度のRIのテーマ「地域を育み、大陸を
つなぐ」、およびレイ・クリンギンスミス同年度国
際ロータリー会長からのメッセージが記されてい
ます。四大奉仕部門の全部門におけるクラブの活
動を確認するための質問書が今年新たに加わり
ました。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV (W)
900-10JA $0.50

インターアクト・クラブのための 
2010-11年度会長賞
インターアクト・クラブの奉仕活動を表彰する会
長賞への申込書。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

ローターアクト・クラブのための 
2010-11年度会長賞
ローターアクト・クラブの奉仕活動を表彰する会
長賞への申込書。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

2010-11年度RIテーマロゴのCD
2010-11年度のRIのテーマロゴの付いたCD-
ROM。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
239-10MU $5 

2010-11年度RIテーマの葉書
片面には、2010-11年度のRIテーマ「地域を育
み、大陸をつなぐ」とそのロゴ、もう片面には、メ
ッセージと住所を書き込める余白があります。25
枚セット。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
910-10MU $5

書籍
ロータリーのいろは (The ABCs of Rotary)
ロータリーの歴史やプログラムを解説した、簡潔
かつ読みやすい情報集の最新改訂版。本小冊子
は、1992-93年度RI会長のクリフ・ダクターマン
氏が、所属ロータリー・クラブの週報のために書
いた一連の記事が基になっています。2006年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
363-JA $3.50 

奉仕の一世紀：国際ロータリー物語  
(A Century of Service: The Story of 
Rotary International)
ロータリー創立100周年のためにRIが著作を依
頼したこの本は、ロータリーの歴史、そのプログ
ラムの発展、ロータリアンが世界を変えた実例
などを鮮明に綴った人気の一冊です。驚くべき事
実、語られたことのない逸話、未公開写真などが
豊富に紹介されています。FR、KO、PTはハード
カバーあり。EN、ES、JAはペーパーバックあり。 
KO、JA、PTは皮革装丁版あり。CD版は英語のみ。
912－JA（ペーパーバック）$15
913（ハードカバー）$15
913-ENR（CD）$5
915-JA（皮革装丁）$25

Convention Proceedings（国際大会議事録）
カナダのモントリオールで開催された2010年RI 
国際大会での主要講演、写真、行事を紹介。10月
より入手可能。英語のみ。
032-10EN $7 

過ぎし時に敬意を表して：ポール・ハリス語録 
(Honoring Our Past: The Words and Wisdom of 
Paul Harris)
ロータリーの創始者ポール・ハリスの講演と著書
からの感動的な引用の数々が、主題ごとにまとめ
られています。1996年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
925-JA $6

My Road to Rotary（ロータリーへの私の道）
ポール・ハリスの生涯を物語る自叙伝。304ペー
ジ、ペーパーバック。2002年。英語のみ。
922-EN $10

Peregrinations III（遍歴Ⅲ）
ポール・ハリスの中南米の旅を、自らがつづった歴
史的な一冊。1937年。英語のみ。
918-EN $15
NEW  The Remarkable Mr. Harris

（傑出の人、ポール・ハリス）
「ザ・ロータリアン」誌に掲載された、ロータリー
創始者の16ページにわたる伝記を、ご購入いただ
けるようになりました。地元のクラブをはじめ、
図書館や学校用に多めにご注文ください。2009
年。英語のみ。大量購入割引あり。
975-EN $0.75

Songs for the Rotary Club:  
Words and Music 

（ロータリー・クラブのための歌集：歌詞と音楽）
ロータリー・ソングを含む82のよく知られた歌を
集めたもの。2003年。英語のみ。
033-EN $5

その他の関連著書として、Rotary Centers for 
International Studies Monograph Series（国
際問題研究のためのロータリー・センター研究論
文集）（907-EN、908-EN、909-EN）とポリオ
にうち克つ（Conquering Polio）（329-MU）が
あります。RIのロータリー財団の教育的プログラ
ムとポリオ・プラスのページをご覧ください。

クラブと 
会員増強関連資料
NEW  2010-11年度RIカタログ 
RIのマルチメディア資料、出版物、書式類。毎年改
訂（オンライン版は、shop.rotary.orgで定期的
に更新）。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
019-JA 限定部数に限り無料

NEW  2009-10年度国際ロータリー年次報告と
ロータリー財団年次報告
監査済み財務諸表からの抜粋を含め、2009-10
ロータリー年度の主要な行事と業績について報
告する色刷りの冊子。2010年12月より入手可能。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
187-JA 限定部数に限り無料

クラブ関連資料
定期刊行誌
The Rotarian（ザ・ロータリアン誌)
国際ロータリーの公式雑誌。RI世界本部より毎
月発行。定期購読の申込みは、RIデータサービス
部（電話：1-847-866-3174または1-847-866-
3172、Ｅメール：data@rotary.org）までご連絡
ください。英語のみ。
年間購読料$12 

贈り物として年間購読をご購入される場合は、 
Certificate of Appreciation（感謝状）（022-
EN）をご使用いただけます。（書式および賞状の
ページをご覧ください。）

Rotary Leader（ロータリー・リーダー）
国際ロータリー本部から隔月に発信される、ロ
ータリーの指導者のための電子ニュースレターで
す。クラブ会長と地区ガバナー全員には、自動的
に送信されます。そのほかの方々も無料受信を
お申し込みいただけます。www.rotary.org/ja/
mediaandnews/newsletters/rotaryworldを
ご覧ください。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

方針と手続き
クラブ・リーダーシップ・プラン
クラブの充実化を図るためにクラブ・リーダー
シップ・プランを施行する際の指針。2005年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
245-JA 限定部数に限り無料
NEW  手続要覧 (Manual of Procedure)
クラブと地区の指導者が、ロータリーとその方
針をはじめ、自分の役割に最も関連のある手
続きを理解するのに役立ちます。この改訂版に
は、2010年規定審議会により採択された変更が
反映されています。RIの組織規定が収められてい
ます。各クラブに無料で１部送付。2010年。10月
より入手可能。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV。 
CD版は英語のみ。(W)
035-JA（冊子）$8
035-ENR（CD）$5
035-ENB（冊子とCD）$10

mailto:data%40rotary.org?subject=
http://www.rotary.org/ja/mediaandnews/newsletters/rotaryworld
http://www.rotary.org/ja/mediaandnews/newsletters/rotaryworld
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NEW  Official Directory（公式名簿）
RIとロータリー財団の役員、委員会委員、管理職
員の氏名、住所、電話番号、Ｅメールアドレスを掲
載。世界中の地区およびガバナーの名簿、会長・
幹事の氏名、例会の曜日、時間、場所を記載した
クラブのアルファベット順の一覧、およびロータリ
ー徽章、ローターアクトの徽章、インターアクトの
徽章入り商品の製造、販売を許可されている業
者一覧を掲載。冊子版にはＥメールはじめクラブ
役員の郵送先住所は記載されていませんが、CD
版にはすべての情報が含まれています。営業用ダ
イレクトメールの名簿として使用することは禁じ
られています。ロータリアンの個人情報を守るた
め、「公式名簿」はオンラインでご注文いただくこ
とはできません。注文をご希望の場合、日本事務
局奉仕室（03-3903-3194）までご連絡くださ
い。2010-１１年度クラブ役員を報告した各ロー
タリー・クラブにはCDと冊子各１部が無料で送付
されます。毎年改訂。英語のみ。
007-ENP（冊子）$10
007-ENC（CD）$5
007-ENB（冊子とCD）$12
NEW  推奨ロータリー・クラブ細則
(Recommended Rotary Club Bylaws)
2010年規定審議会により採択された変更を反
映して改訂。クラブの強化を図る効果的な管理的
枠組みを与える「クラブ・リーダーシップ・プラン」

（245-JA）と合わせてご参照いただけます。手
続要覧（035-JA）にも掲載。2010年。DE,EN, 
ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ
NEW  ロータリー章典 (Rotary Code of Policies)
RI理事会の決定に基づく国際ロータリーの方針
を編纂。CD-ROM。毎年改訂。英語のみ（W）
JA（ウェブのみ）
016-EN $9 
NEW  標準ロータリー・クラブ定款
(Standard Rotary Club Constitution)
2010年規定審議会により採択された変更を反映し
て改訂。手続要覧（035-JA）にも掲載。2010年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

長期計画立案の手引き (Strategic Planning Guide)
クラブが長期目標と年次目標を盛り込んだ長期
計画を立てる際に役立つ情報とワークシート。 
2009年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

地区大会に関しRI理事会が定めた規定と推奨指
針を、リーダーシップ研修のページの「地区大会
の手引き」（800-JA）でご覧ください。

その他のクラブ関連資料には、「クラブ役員キ
ット」（225-JA）があります。このキットには、会
長、幹事、会計、委員会委員長の要覧や手引きが
含まれています。リーダーシップ研修のページを
ご覧ください。

徽章とロゴ
RI視覚的イメージのための手引き 
(RI Visual Identity Guide)
デザインに関する資料。ロータリーの徽章および
RIプログラムとロータリー財団プログラムの標章
の適切な使用方法を説明し、色、デザイン、写真、
ドメインネーム、プロジェクトの内容に関する指
針を掲載。2007年。EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
547-JA $4

ロータリー・ロゴのCD (Rotary Logos on CD)
RI、ロータリー財団、その他数多くのロータリー・
プログラムのロゴを収めたCD。2003年。
234-MU $5 

ロータリー徽章、各種マーク 
(Rotary Omnibus Emblem Sheet)
徽章、各種マークの清刷り。サイズは、1.27cmか
ら５cmまで。1992年。
240-MU $0.40

書式および賞状
Certificate of Appreciation（感謝状）
ザ・ロータリアン誌の1年間購読を無料進呈する
旨が記された感謝状で、ロータリアン以外の人々
に奉仕活動への感謝の意として贈ることができま
す。地域社会の指導者や来賓講演者等に贈るの
に最適。1993年。英語のみ。
022-EN 限定部数に限り無料

会員情報報告書式 (Membership Data Forms)
クラブ幹事が会員の退会、新会員の情報、会員
データの変更をRIに報告する際に使用する書
式。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

RIプログラム、職業奉仕のページで「ロータリア
ンの職業宣言」（200-JA）もご覧ください。

ロータリーの事務用品
Meeting Kit Folder（会議用書類フォルダー）
２つのポケットがついたフォルダー。表紙に紺と
銀色のロータリー徽章入り。会合時、またはメデ
ィア機関へ資料を配布するのに最適。2004年。
006-EN $2 

RI Certificate Holder（表彰状フォルダー）
濃紺に金色のロータリー徽章のついた表彰状フ
ォルダー。21.5cm×28cm。ロータリーの表彰状
の保管に最適。1993年。
224-EN $8

RI Postcard（RIの絵葉書）
RI世界本部ビルの外観、栄誉の殿堂、100周年
記念の鐘がある18階展示コーナー、国旗展示の
４枚の写真を収めた色刷りの絵葉書。2006年。
821-EN $0.80

ロータリー・グリーティング・カード 
(RI Notecards)
12枚組で、ロータリーの印象的な写真を表紙に
あつらえ、裏面に簡単な説明を９言語で記載。サ
イズは12.7cm×17.8cm。2007年。
980-MU $10 

祝御入会フォルダー (Welcome to Rotary Folder)
多国語版の表紙で、ポケットが両内側に付いたフォ
ルダー。新会員に資料を渡す際に最適。2004年。
265-MU $2 

会員増強関連資料
NEW  クラブ用パンフレットのキット
(Club Brochure Kit)
クラブの活動の成果を印象付けるパンフレットの
作成用テンプレート。会員候補者にロータリー・
クラブについてもっと知ってもらえるよう、入会
問い合わせ用紙も収められています。マイクロソ
フト・ワード、PDF、Adobe（アドビ）の各ファイ
ル型式で３種類のデザインを用意。2010年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

新会員情報プログラムの計画 
(Developing Your Club’s New Member 
Information Program)
クラブの会員候補者および新会員のための情報
プログラムを担当するクラブ役員を支援するため
の資料。内容：「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）、「会員増強推
進用手引き」（417-JA）、「RIカタログ」（019-JA） 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
425-JA $4

新会員の推薦はいかにするか 
(How to Propose a New Member)
新会員の選考、選挙の基本的手続の概要のパ
ンフレット。「会員推薦書式」が収められていま
す。25枚セット、2009年。DE,EN,ES,FR,IT,JA, 
KO,PT,SV（W）
254-JA $6

会員増強推進用手引き 
(Membership Development Resource Guide)
勧誘や維持といった会員増強の行動計画を立て
る際のステップを概説。２つの新たなオンライン
補足資料、「クラブ評価ツール」と「会員増強の地
域別補足資料」と併せて利用することができま
す。2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
417-JA $3

クラブ評価ツール (Club Assessment Tools)
評価活動を行う方法と時期およびその目的を解
説。2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

会員増強の地域別補足資料 
(Regional Membership Supplements)
各地の会員の傾向分析を提供。2010年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

新会員のためのオリエンテーション： 
クラブの手引き
(New Member Orientation: A How-to Guide for Clubs)
クラブの会員候補者と新会員のための情報プロ
グラムの立案や改善を担当するロータリアンのた
めの資料。プログラム概要の見本、ワークシート、
参考資料のリストが掲載されています。2008年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
414-JA $1
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NEW  新クラブを結成する (Organizing New Clubs)
新クラブを結成する上での、地区ガバナーと特別
代表のための手引き。指針、各種書式、よく尋ねら
れる質問への回答、仮クラブの手続などを掲載。 
2009年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
808-JA $3 

「今すぐ声をかけよう」推進用ポスター
(Spread the Word Poster)
RIウェブサイトからダウンロードし、印刷した上
でご活用ください。27.9cm×43.2cm。新会員の
勧誘という責務に対する意識を高めるため、クラ
ブの例会場に展示することができます。2007年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

ロータリーから始めませんか絵葉書 
(Start with Rotary Postcards)
クラブ例会への招待状として会員候補者に渡す
ことができます。20枚セット。2008年。DE,EN, 
ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
614-JA $3

「あなたもロータリーと始めませんか」カード 
(Start with Rotary Wallet Cards)
仕事の同僚や会員候補者に渡すことができま
す。20枚セット。2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA, 
KO,PT,SV
613-JA $3

マルチメディア資料のページに記載されている 
「会員増強ビデオセット」（427-MU）と「祝御入
会」のビデオ（ウェブのみ）もご覧ください。

その他会員維持に役立つ関連資料に、「指導力
育成：プログラムを始めるための手引き」（250-
JA）があります。リーダーシップ研修のページを
ご覧ください。

新会員のための資料
新会員情報キット
新会員に、RIとロータリー財団のプログラムにつ
いての基本情報を提供。内容：「祝御入会」フォ
ルダー（265-MU）、「ロータリーのいろは」（363-
JA）、「2010-11年度会長賞要項」（900-10JA）、

「ロータリーの2億ドルのチャレンジ・パンフレ
ット」（986-JA）、「ロータリー財団携帯用カード」

（159-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）
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
426-JA $5.50

クラブ会員候補者のための資料
会員候補者のための情報キット 
(Prospective Member Information Kit)
ロータリーとロータリー財団および会員の責務に
ついての情報を提供。訪問者への配布にも適して
います。内容：「祝御入会」フォルダー（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）DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
423-JA $3.50 

NEW  ロータリーの基本知識 (Rotary Basics)
ロータリーの沿革、基本理念、プログラム、業績、 
会員の恩典と責務などを説明した８ページの色刷
りの改訂版。2010年。新しいオンライン版もご利
用ください。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
595-JA $0.75

クラブや地区の広報活動に役立つその他の関 
連資料には次のものがあります。「Meeting Kit 
Folder（会議用書類フォルダー）」（006-EN）、「ロ 
ータリー・ロゴのCD」（234-MU）、「RI視覚的イメ
ージのための手引き」（547-JA）、「ロータリーとは」

（449-MU）、「ロータリー大要（ロータリーとは）」
（419-JA）。クラブ関連資料、マルチメディア資
料、広報の各ページをご参照ください。

会員増強表彰プログラム
RI会員増強・拡大賞 
(RI Membership Development and Extension Award)
年次表彰プログラムを概説した地区ガバナー用
の資料。提出書式を収めています。2008年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
901-JA $0.40
NEW  新会員推薦と維持のRI表彰
(RI Recognition of New Member Sponsors 
and Retention)
新会員を推薦、維持した人に贈られます。プログラ
ムの内容および受賞資格の説明が記載。2010年。
７月より入手可能。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

RI会員増強推進計画の表彰 
(RI Recognition of Membership Development 
Initiatives Submission Forms)
新会員の勧誘と維持、新クラブの結成の分野で、
会員増強の画期的な活動を立案および実施した
クラブを表彰するためのものです。プログラムの
内容および受賞資格の説明が記載されています。 
2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
421-JA（地区ガバナー用提出書式）無料
422-JA（クラブ用提出書式）無料

小規模クラブ会員増加の表彰 
(RI Recognition of Smaller Club Membership Growth)
会員増加を果たした会員数20名未満のクラブを
表彰するために、地区単位で運営される新しい表
彰プログラムの案内資料。2007年。DE,EN,ES, 
FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
416-JA 無料

リーダーシップ研修
次期役員関連資料
NEW  ガバナー補佐要覧
(Assistant Governor’s Training Manual)
ガバナー補佐の役割と責務、クラブおよび地区の
指導者との協力方法、ガバナー補佐の責務を果た
す際に用いることのできるリソースについての概
要。2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
244-JA $3

NEW 「ガバナー補佐要覧」
未来の夢に関する補遺 
(Future Vision Addendum to the Assistant 
Governor’s Training Manual)
未来の夢およびガバナー補佐のためのリソー
スの概要。2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO, 
PT,SV
ウェブのみ

クラブ役員キット (Club Officers’ Kit)
役員の責務と一般的な指針を概説。「クラブ会長要
覧」「クラブ幹事要覧」「クラブ会計要覧」「クラブ管
理運営委員会の手引き」「クラブ会員増強委員会の
手引き」「クラブ広報委員会の手引き」「クラブ奉仕
プロジェクト委員会の手引き」「クラブ・ロータリー
財団委員会の手引き」が収められています。2009
年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
225-JA $10

クラブ役員キットの中の要覧、手引きは別途でも
ご入手いただけます。

クラブ管理運営委員会の手引き 
(Club Administration Committee Manual)
委員会の役割と任務の概要、および委員会を
支援するための関連資料の概要。2009年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
226A-JA $1

クラブ会員増強委員会の手引き
(Club Membership Committee Manual)
委員会の役割と任務の概要、および委員会を
支援するための関連資料の概要。2009年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
226B-JA $1

クラブ会長要覧 (Club President’s Manual)
効果的なロータリー・クラブを運営するための
任務と指針の概要。標準クラブ定款および推奨
クラブ細則が含まれています。また、「クラブ委
員長の手引」「クラブ幹事要覧」「クラブ会計要
覧」に収められている情報が概説されています。 
2009年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
222-JA $3

NEW  未来の夢に関する「クラブ会長要覧」
補遺 
(Future Vision Addendum to the Club 
President’s Manual)
第６章が改訂され、未来の夢に関する情報
が記載されています。2010年。DE,EN,ES, 
FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

クラブ広報委員会の手引き 
(Club Public Relations Committee Manual)
委員会の役割と任務の概要、および委員会を
支援するための関連資料の概要。2009年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
226C-JA $1

クラブ・ロータリー財団委員会の手引き
(Club Rotary Foundation Committee Manual)
委員会の役割と任務の概要、および委員会を
支援するための関連資料の概要。2009年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
226E-JA 無料
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NEW  未来の夢計画に関する「クラブ・
ロータリー財団委員会の手引き」補遺 
(Future Vision Addendum to the Club Rotary 
Foundation Committee Manual)
未来の夢試験地区におけるクラブ・ロータリ
ー財団委員会委員のための手引き。2010年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

クラブ幹事要覧 (Club Secretary’s Manual)
RIの方針、およびクラブ幹事の責務を効果的
に遂行する上で参考となるベストプラクティス 

（最良の実践方法）が紹介されています。また、
標準ロータリー・クラブ定款および推奨ロータ
リー・クラブ細則も含まれています。2009年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
229-JA $3

クラブ奉仕プロジェクト委員会の手引き 
(Club Service Projects Committee Manual)
委員会の役割と任務の概要、および委員会を
支援するための関連資料の概要。2009年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
226D-JA $1

クラブ会計要覧 (Club Treasurer’s Manual)
クラブ会計の責務を効果的に遂行する上で
参考となるRIの方針、財務報告書の見本なら
びにクラブ会計のベストプラクティス（最良の
実践方法）が紹介されています。2009年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
220-JA $3

NEW  地区委員会の手引き
(District Committee Manual)
地区委員会の役割と責務、クラブと地区指導者と
の協力方法、およびガバナー補佐が責務を果たす
上で役に立つリソースについての概説。2010年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
249-JA $3

NEW  「地区委員会の手引き」の
未来の夢に関する補遺 
(Future Vision Addendum to the District 
Committee Manual)
未来の夢の概要、および地区ロータリー財団
委員会の組織構成の概要。2010年。DE,EN, 
ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

地区大会の手引き (District Conference Manual)
地区大会を立案、運営するロータリアンのため
に、RI理事会が定めた規定と推奨指針を掲載。ま
た、地区大会の推進、プログラムの計画、準備や
手配項目、また大会決議などの地区の会務等も
説明されています。2008年。DE,EN,ES,FR,IT, 
JA,KO,PT,SV（W）
800-JA $3

地区財務委員会の手引き 
(District Finance Committee Resource Guide)
委員会の責務および財務管理の指針の概要。 
2007年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,PT
ウェブのみ

「地区ガバナー要覧」 
(District Governor’s Training Manual)
効果的な地区の運営を行うための任務と指針を
概説。2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

NEW  未来の夢計画に関する
「地区ガバナー要覧」補遺 
(Future Vision Addendum to the District Governor’s 
Training Manual)
第６章が改訂。未来の夢に関する情報を記載。 
2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

NEW  地区ロータリー財団委員会要覧CD
(District Rotary Foundation Committee Manual CD)
地区ロータリー財団委員会、同委員長、理事会が
義務づける８つの小委員会のそれぞれの責務の概
要を記載。地区ロータリー財団セミナーの手引き 

（438-MU）も収録。地区ロータリー財団セミナ
ーを立案、運営する地区のリーダー用毎年改訂。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
300-MU 無料

NEW  未来の夢計画に関する
「地区ロータリー財団委員会の手引き」補遺
(Future Vision Addendum to the District Rotary 
Foundation Committee Manual)
未来の夢試験地区におけるロータリー財団委
員会のための手引き。2010年。DE,EN,ES, 
FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

ガバナー・ノミニー用ワークブック 
(Governor-nominee Workbook)

「ガバナー・ノミニー研修セミナー指導者用手引
き」と付随して使用。地区の評価を行ったり、委員
会委員を選ぶ際に役立つ年間予定表やツールが含
まれています。2009年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

Governors-nominee Training 
Seminar Leader’s Guide 

（ガバナー・ノミニー研修セミナー指導者用手引き）
ガバナー任期に向けて準備を開始する地区ガバナ
ー・ノミニーのための資料。2009年。EN,PT
ウェブのみ
NEW  補助金管理の手引き
(Grant Management Manual)
新補助金モデルおよび資格条件の詳細。補助
金管理セミナーに参加を予定している未来の夢
試験地区のクラブのための手引き。2010年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

研修リーダー関連資料
NEW  地区協議会指導者用手引き
(District Assembly Leaders’ Guide)
地区協議会を立案、運営するロータリアン向け。
協議会でのすべての理事会の推奨研修事項に関す
る研修セッションが含まれ、研修で使用するパワ
ーポイントのスライドのCDが付いています。2009
年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
828-JA $10

NEW  未来の夢計画に関する
「地区協議会指導者用手引き」補遺 

(Future Vision Addendum to the District Assembly 
Leaders’ Guide)
試験地区のロータリー財団委員向けの改訂版手
引き。2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

NEW  地区指導者育成セミナー
研修リーダー用手引き 
(District Leadership Seminar Leaders’ Guide)
地区大会と同時に開催される地区指導者育成セ
ミナーを立案、運営するための資料。奉仕する機
会、効果的な奉仕プロジェクト、地区の会合、その
他の理事会が推奨する主題に関する研修セッショ
ンと、パワーポイントのスライドのCDが付いていま
す。2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
248-JA $10

NEW  未来の夢計画に関する「地区指導者
育成セミナー研修リーダー用手引き」補遺 
(Future Vision Addendum to the District 
Leadership Seminar Leaders’ Guide)

「地区指導者育成セミナー研修リーダー用手引
き」の更新事項のリスト、および試験地区用パ
ワーポイントのスライドの更新事項のリストを掲
載。2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

地区会員増強セミナー指導者用手引き 
(District Membership Seminar Leaders’ Guide)
地区会員増強セミナーを立案、運営するロータリ
アン用参考資料。すべての理事会の推奨研修事項
に関する研修セッションと、研修で使用するパワ
ーポイントのスライドのCDが付いています。2009
年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
242-JA $10
NEW  地区ロータリー財団セミナーの手引きCD
(District Rotary Foundation Seminar Manual CD)
地区指導者が財団セミナーを立案、実施する際 
に役立つ資料。地区ロータリー財団セミナーの手
引き（300-MU）も収録。地区ロータリー財団委
員会、同委員長、理事会が義務づける８つの小委
員会のそれぞれの責務の概要を記載。毎年改訂。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
438-MU 無料

NEW  未来の夢計画に関する
「地区ロータリー財団セミナーの手引き」補遺
(Future Vision Addendum to the District Rotary 
Foundation Seminar Manual)
地区ロータリー財団セミナーを計画あるい
は実施する、未来の夢試験地区の指導者向
け。2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

NEW  地区チーム研修セミナー指導者用手引き
(District Team Training Seminar Leaders’ Guide)
ガバナー補佐と地区委員会の研修のためにRI理
事会が推奨するすべての主題に関する包括的セッ
ションが含まれており、パワーポイントのスライド
のCDが付いています。2010年。DE,EN,ES,FR, 
IT,JA,KO,PT,SV（W）
247-JA $10
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NEW  未来の夢計画に関する「地区チーム
研修セミナー指導者用手引き」補遺 
(Future Vision Addendum to the District Team 
Training Seminar Leaders’ Guide)
未来の夢の試験地区のための最新情報とパワ
ーポイントのスライド。2010年。DE,EN,ES, 
FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

NEW  地区研修の手引き (District Training Manual)
地区研修会合を立案、運営する地区研修委員会
のための参考資料。研修リーダー対象の研修の
準備に関するセミナーの手引きが含まれていま
す。2010年．EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
246-JA $3

NEW 「地区研修の手引き」の
未来の夢に関する補遺  
(Future Vision Addendum to the District 
Training Manual)
未来の夢の試験地区に適用されるわずかな変
更について説明しています。2010年。EN,ES, 
FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

NEW  補助金管理セミナー指導者用手引き
(Grant Management Seminar Leaders’ Guide)
補助金管理セミナーを立案しているロータリー
財団の未来の夢試験地区向け。パワーポイントの
スライドも含まれています。2010年。DE,EN,ES, 
FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

指導力育成：プログラムを始めるための手引き 
(Leadership Development: Your Guide to  
Starting a Program)
指導力養成のための指針や研修のアイデアを紹
介。2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
250-JA 無料

会長エレクト研修セミナー指導者用手引き
(Presidents-elect Training Seminar Leaders’ Guide)
会長エレクト研修セミナーを立案、運営するロー
タリアンのための手引き。会長エレクト研修セミ
ナーで取り上げられる理事会の全推奨研修事項に
関する研修セッションが含まれており、パワーポ
イントのスライドのCDが付いています。2009年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
243-JA $10

NEW  未来の夢計画に関する「会長エレクト
研修セミナー指導者用手引き」補遺 
(Future Vision Addendum to the Presidents-elect 
Training Seminar Leaders’ Guide)
未来の夢試験地区内のクラブに関するセッシ
ョン６を改訂。2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA, 
KO,PT,SV
ウェブのみ

その他、青少年プログラムにかかわるロータリア
ンのための関連資料には、「虐待とハラスメント
防止に関する研修の手引きおよび研修リーダー
用手引き」（775-JA）があります。RIプログラム
のページをご覧ください。

マルチメディア資料
DVD
日本の標準規格に合ったものが送付されます。

「インターアクト：違いをもたらそう」DVD 
(Interact: Make a Difference DVD)
入会したいという青少年の気持ちを助長し、地元地
域で、インターアクト・クラブを提唱しようというロ
ータリアンの意欲を高めることを目的に作成されま
した。パンフレット（600-JA)、要覧（654-JA）、ポ
スター（639-JA）、インターアクト顧問教諭のための
指針などの資料が収録されているCD-ROM付き。 
再生時間９分間。2009年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
650-DVD $10 

Rotary and the United Nations: 
Connecting the Local to the Global 

（ロータリーと国連：地元社会と全世界を結びつける）
ロータリー、国連、国際社会を紹介。地元社会を
世界と結びつけるための実践的活動例を学ぶこと
ができます。再生時間８分間。2008年。EN,ES,FR
266-DVD-MU $10

ロータリーとは (This Is Rotary)
ロータリーが、どのようにポリオ撲滅活動に取り
組み、異文化間の理解を推進し、平和を育み、よ
りよい世界を築いているかを紹介するDVD。ロー
タリーの組織概要、公共奉仕広告、RVM：ロータ
リー・ビデオ・マガジンからの一コマを収録して
います。全編再生時間27分間。各編はおよそ１分
～７分構成。2009年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
449-DVD-MU $10

クラブと会員増強関連資料
会員増強ビデオセット (Membership Video Set)
新会員用と会員候補者用のDVD２枚組。各DVD
には、ロータリーのビデオ（「祝御入会」、「人類
のために活動します」公共奉仕広告、RVM：ロー
タリアン･ビデオ･マガジンからの一コマなど）が
複数収められています。全言語でご覧いただけま
す。2008年。
427-DVD-MU $10 

祝御入会ビデオ (Welcome to Rotary)
ロータリーの会員組織について概説するビデ
オ。クラブ用ウェブサイトのビデオ･クリップとし
て使うことができます。RIウェブサイト、および
YouTubeのRIの非営利チャンネルの両方からダ
ウンロードすることができます。会員増強ビデオ
セット（427-DVD-MU）にも含まれています。再
生時間３分間。2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA, 
KO,PT,SV
ウェブのみ
NEW  ロータリーを選んだのはなぜですか
(Why Rotary?)
様々なロータリアン自身が、ロータリーとは何な
のか、会員であることの意味は何なのかを語りま
す。RIウェブサイト、およびYouTubeのRIの非営
利チャンネルの両方からダウンロードすることが
できます。再生時間４分間。2009年。英語のみ。
ウェブのみ

国際会合に関する事項
NEW  2011年ニューオーリンズ国際大会の推進
(2011 New Orleans Convention Promotion)
2011年RI国際大会の開催地である米国ニューオ
ーリンズを紹介。レイ･クリンギンスミス2010-11
年度RI会長自らが視聴者に語りかけます。再生時
間４分間。2010年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
719-DVD-MU 無料
NEW  2010年国際協議会の講演
(2010 International Assembly Speeches)
米国カリフォルニア州サンディエゴで開催された
2010年国際協議会での講演を収めたDVDセッ
ト。2010年。
SPEECHES6 $25
NEW  2010年モントリオール国際大会講演DVD
(2010 Montreal Convention Speeches)
カナダのモントリオールで開催される2010年国
際大会での講演を収めたDVDセット。8月より入
手可能。2010年。
SPEECHES7 $25

ロータリー財団
Bill Gates Announcement 

（ビル･ゲイツ氏の講演DVD）
ロータリーに2億5,500万米ドルの追加補助金を
授与することを約束したビル・ゲイツ氏の講演を
収録。再生時間23分間。2009年。
977-DVD-EN $5

平和を構築するDVD (Building Peace)
ロータリー平和センターが平和構築を目指す新
しい世代をいかに育成しているかについて、ロー
タリー世界平和フェローが語ります。再生時間７
分間。2009年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
830-DVD-JA $10

毎年あなたも100ドルを  
(Every Rotarian, Every Year)
年次プログラム基金寄付で支えられているロー
タリー財団プログラムや補助金の概要を感動的
に紹介するビデオ。再生時間９分間。2004年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
978-DVD-MU $10 
NEW  未来の夢計画概要
Ｅラーニング・モジュール 
(Future Vision Introductory Video)
未来の夢計画の概要を説明したＥラーニング・ 
モジュール。再生時間３分間。2009年。DE,EN, 
ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

平和はきっとかなう： 
国際問題研究のためのロータリー・センター 
(Peace Is Possible: Rotary Centers for 
International Studies)
ロータリー世界平和フェローシップの背景や、平
和を推進するため世界中の機関で働く学友のイ
ンタビューを収録。再生時間６分間。2008年。 
DE,EN,,ES,FR,IT,JA,KO,PT。
829-DVD $10
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ロータリーの２億ドルのチャレンジ 
(Rotary’s US$200 Million Challenge)
推進用２枚組みディスクには「End Polio Now 

（今すぐポリオ撲滅のとき）」のロゴ、撲滅活動
の様子の写真、バナーアート、および放送用高画
質の公共奉仕広告「The End Is in Sight（ポリ
オ撲滅の終わりは間近）」や「The Last Hurdle 

（最後の砦）」が収録されています。再生時間10
分間。2009年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
985-DVD $10

ロータリーの歴史
ロータリーの遺産コレクションDVD
(The Rotary Heritage Collection)
歴史的なビデオ資料が１枚のDVDに収められた
コレクション。収録内容：ポール・ハリス・ライブ
1942、ロータリーの沿革、ポール・ハリスの行動
と理想、大いなる冒険（英語のみ）。ロータリー
創立50周年にエドワード・アーノルドとジム・バッ
カスがハリウッドで製作した30分間のボーナス
映像も収録。全編再生時間57分間。2004年。
020-DVD-MU $15
NEW  Rotary in Canada: 100 Years DVD

（カナダにおけるロータリー：100周年記念DVD）
カナダでのロータリーの沿革。2010年。EN,FR
870-DVD $5  

RVM：ロータリアン･ビデオ･
マガジン (ROTARIAN VIDEO MAGAZINE)

世界中のロータリアンによる功績やプロジェクト
をドキュメンタリーで定期的に紹介するDVD。ク
ラブ例会での上映や会員候補者へのロータリー
紹介に最適。

すべてのRVMのドキュメンタリーの巻名別、題名
別、地理別、主題別のリストは、本カタログの色
刷りのページをご覧ください。 
NEW  RVM：ロータリアン･ビデオマガジン
第５巻（第１～３号）
全３号を２号分の割引価格でお求めいただけま
す。平均再生時間は８分間。この巻に収められて
いるビデオのDVDは個別にお求めいただくこと
もできます。2009-10年度版。EN。ES,FR,JA, 
KO,PTの吹き替え付き。
RVM0910 $30

NEW  RVM 5.1（第５巻第１号）のDVD
内容：スリランカの「蘇る学校」プロジェクト、
フランスの地域雑誌「Le Rotarien」がスポン
サーの若手ジャーナリストの育成プログラム、
ブラジルのリオデジャネイロで難題を抱えた
学校を援助するために草の根レベルのローリ
アンによって築かれた国際パートナーシップ。
RVM5.1 $15
NEW  RVM 5.2（第５巻第２号）のDVD
内容：インドの眼科クリニック、ウガンダのビト
ネ児童センター、カナダのPACT（平和な都市
プログラム）
RVM5.2 $15

NEW  RVM 5.3（第５巻第３号）のDVD
内容：レイ･クリンギンスミス2010-11年度RI会
長の紹介。ローターアクトおよびRYLAの活動。
RVM5.3 $15

RVM：ロータリアン･ビデオマガジン 
第４巻（第１～３号）
全３号を２号分の価格でお求めいただけます。平
均再生時間は８分間。この巻に収められているビ
デオのDVDは個別にお求めいただくこともできま
す。2008-09年度版。EN。ES,FR,JA,KO,PTの
吹き替え付き。
RVM0809 ＄30

RVM 4.1（第４巻第１号）のDVD
内容：ブラジルの青少年のための職業訓練、ミ
ラクルリーグ野球場、シーダーラピッズの洪水
の救援活動、青少年プログラム学友がロータリ
アンとなるのを支援。
RVM4.1 $15

RVM 4.2（第４巻第２号）のDVD
内容：米国の職業訓練プログラム、子供の死亡
率低下を目指す韓国とモンゴルの合同プロジ
ェクト、最初のロータリー・クラブであるシカ
ゴ・クラブのストーリー。ボーナス：インドとネ
パールの国境周辺で実施された準全国予防接
種日の模様を写真で綴るフォトエッセイ。
RVM4.2 $15

RVM 4.3（第４巻第３号）のDVD
内容：ゴビ砂漠に緑地帯を作るモンゴルと韓国
の協同プロジェクト、ロータリーにおける女性
史、ジョン・ケニー2009-10年度RI会長の略歴。
RVM4.3 $15

RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジンDVD 
第３巻（第１～３号）
DVD３枚組みセットに10本以上のビデオを収録。 
内容の一例を以下にご紹介します。 
 ● 病院船「アフリカ・マーシー号」
 ●  フォトエッセイ：カリフォルニアで発生した

森林火災の記録
 ●  チェコ共和国のハート障害者センター
 ●  飢餓・水・識字問題と

ロータリー家族に関するビデオ
 ●  地雷生存者の物語
 ●  ブラジルにおける識字教育
 ●  米国の食糧配給トラック
 ●  インドにみる水保全
 ●  Whatever Happened to Polio

（ポリオ現状の展示）
平均再生時間は８分間。2007-08年度版。EN。 
ES,FR,JA,KO,PTの吹き替えつき。
RVM0708 $30

RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジンDVD 
第２巻（第１～３号）
DVD３枚組みセットに10本以上のビデオを収録。 
内容の一例を以下にご紹介します。 
 ●  Gift of Life（命の贈り物） 
 ●  ヤン・イゲランド国連代表とのインタビュー
 ●  ホンジュラスのマイクロクレジット

 ●  ヘイファー・インターナショナルとの
協同プロジェクト

 ●  インドのポリオ
 ●  モスタル橋の再建
 ●  ソウル･オブ･アフリカ 
 ●  青少年交換プログラム
平均再生時間は８分間。2006-07年度版。EN。 
ES,FR,JA,KO,PTの吹き替えつき。
RVM0607 $30

RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジンDVD
第１巻（第１～３号）
DVD３枚組みセットに10本以上のビデオを収録。 
内容の一例を以下にご紹介します。 
 ●  ロシア孤児のための無料の歯科治療 
 ●  数学と科学の実地訓練  
 ●  カイロにおける医療および教育分野の

援助活動 
 ●  メキシコとアメリカ合衆国の

社会奉仕プロジェクト 
 ●  地雷犠牲者援助活動 
 ●  シェルター・ボックス 
 ●  津波救援活動 
 ●  西アフリカの食糧危機 
平均再生時間は８分間。2005-06年度版。EN。 
ES,FR,JA,KO,PTの吹き替えつき。
RVM0506 $30

音楽
ロータリーの賛歌 (Rotary Anthem)
ベートーベンの「エグモント」序曲作品84の一節
を編曲したロータリーの賛歌の音楽CD。国旗入
場式やその他のロータリーの行事に最適。再生
時間約３分。2004年。
030-MU $3

写真
NEW  ロータリー・フォトライブラリ 
(Rotary Images)
世界中の素晴しいプロジェクトやプログラム、ロ
ータリアンの様子をとらえた何千もの写真を検索
したり、出版物、ウェブサイト、プレゼンテーショ
ン用に無料でダウンロードできます。定期的に更
新されます。英語のみ。
ウェブのみ

写真で見るロータリー (Rotary in Pictures)
ロータリー年度中に「ザ・ロータリアン」誌および
RIとロータリー財団の出版物に掲載されたロータ
リーの奉仕の様子を写した印象的な写真の数々。
クラブや地区のニュースレター、プレゼンテーショ
ン、ウェブサイトに最適。CD２枚組セット。
写真で見るロータリー2007年 
(Rotary in Pictures 2007)（PHOTOS4）$10
写真で見るロータリー2006年 
(Rotary in Pictures 2006)（PHOTOS1）$10
写真で見るロータリー2005年 
(Rotary in Pictures 2005)（501-R）$10
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公共奉仕広告（PSA）とビデオ
人類のために活動します (Humanity in Motion)
ロータリーの公共イメージ・キャンペーンの一環
である「人類のために活動します」は、ロータリー
が何をする団体なのか、また社会にどのように貢
献しているかについて、一般の人々の理解を深め
るために役立ちます。このシリーズには、クラブと
地区が地元や地域のニーズに合わせて修正して
利用できる、プロ仕立てのマルチメディア広報用
ツールが収められています。４枚組みの各ディス
クに、テレビ用、ラジオ用、印刷用、インターネッ
ト用、野外広告（広告看板）用の公共奉仕広告が
収録されています。

人類のために活動しますⅤ (Humanity in Motion V)
会員増強とロータリーの「End Polio Now（今こ 
そポリオ撲滅のとき）」キャンペーンの推進に役
立ちます。2009年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO, 
PT,SV（W）
607-JA ロータリアン１人につき１部限定 無料

人類のために活動しますⅣ (Humanity in Motion IV)
クラブの会員増強に焦点が当てられています。 
2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
612-JA ロータリアン１人につき１部限定 無料

Rotary: Humanity in Motion III: 
“Best of” Collection 

（人類のために活動しますロータリーⅢ： 
ベスト・コレクション）
ポリオ撲滅、識字率向上、水、青少年、飢餓、
国際教育、平和に焦点に焦点が当てられていま
す。200７年。DE,EN,ES,FR,IT,PT,SV（W）
608-EN ロータリアン１人につき１部限定 無料

Humanity in Motion II 
（人類のために活動しますⅡ）
教育プログラムを通じた平和の推進に焦点が当
てられています。2006年。DE,EN,ES,FR,IT,PT, 
SV（W）
609-EN ロータリアン１人につき１部限定 無料

世界各地のロータリー・プロジェクトの映像
(Rotary Global Projects Footage)
世界中の国際奉仕プロジェクトの映像を集めた
ビデオ。クラブや地区が地元のテレビ局で放映す
るビデオ作成にこれらの画像を利用したり、ロー
タリーについての特集を製作している局にDVD
を送ることもできます。2006年。DVDデータ専
用ディスク（通常のDVDプレーヤーでは再生でき
ません）
920-MU $15

国によっては、非営利組織による公共奉仕放送や
その他の奉仕関係番組のために、ラジオおよびテ
レビ局が一定の時間を無料で提供することが義務
づけられている場合があります。また、非営利団
体は割引価格で放送時間枠を購入できることもあ
ります。地上波あるいはケーブルテレビでPSA放
送枠を確保したロータリアンには、RIの広報担当
課（Public Relations Division）から無料で放送
用高画質ベータ形式のビデオテープが進呈されま
す。詳細はＥメール（pr@rotary.org）でお問い合
わせください。

広報
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）
クラブ活動を広報する上でロータリアンを助ける
基本的な心得や資料の数々。2007年。EN,ES, 
FR,PT（W）
257-EN $3

メディア危機対策プラン (Media Crisis Handbook)
予期せぬ出来事によりニュース・メディアから問い
合わせが来たとき、ロータリー・クラブや地区が
効果的かつ効率よく対応する方法を紹介していま
す。2007年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
515-JA 無料

ポリオ・プラス・ヘッドライナー・キット
(PolioPlus Headliner Kit)
地元メディアにホームタウン感覚のニュースを提
供するために、独自に修正して使用できます。ニュ
ース記事、意見記事、読者の声、プレスリリースな
どの見本や写真のほか、これらを新聞社や雑誌・
業界誌出版社に送付する上でのアドバイスを含み
ます。2007年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
ウェブのみ

人道的プロジェクト推進の指針 
(Promotional Guide for Humanitarian Projects)
ロータリー財団の人道的補助金プログラムを
使って実施されるプロジェクトを推進しましょ
う。2009年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
ウェブのみ
NEW  ロータリー情報資料集 (Rotary Fact Pack)
スピーチやプレスリリース、パンフレット、広報活
動に活用するためのロータリー情報資料のパッケ
ージ。毎年改訂されます。DE,EN,ES,FR,IT,JA,PT
ウェブのみ

ロータリーとは (This Is Rotary)
ロータリアン候補者と一般の人々向けにロータリー
の大要を説明した色刷りの写真入りパンフレット。 
2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
001-JA $0.50

ロータリー大要（ロータリーとは）
ロータリアンでない人々への配布用として好評。
ロータリーの組織と規模についてよく尋ねられる
質問への回答を載せた名刺サイズの手頃なカー
ド。50枚セット、2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA, 
KO,PT,SV
419-JA $4

クラブや地区の広報活動に役立つその他の関連
資料には「Meeting Kit Folder（会議用書類フ
ォルダー）」（006-EN）、ロータリー・ロゴのCD

（234-MU）、「RI視覚的イメージのための手引き」
（547-JA）があります。クラブと会員増強関連資
料、クラブ関連資料のページをご覧ください。

公共奉仕広告（PSA）は、マルチメディア資料のペ
ージにある人類のために活動します関連資料の
ページをご覧ください。 

RIプログラム
虐待とハラスメント防止に関する研修の手引き 
および研修リーダー用手引き 
(Abuse and Harassment Prevention Training Manual 
and Leaders’ Guide)
国際ロータリーの青少年プログラム参加者のため
に安全で保護された環境をつくるための一助とし
て作成された資料。研修の手引きは、地区が青少
年を守るため、虐待とハラスメント防止プログラム
を効果的に立案し、実施するための指針を説明。
研修リーダー用手引きでは、青少年プログラムに
かかわるすべてのロータリアンを対象とした研修
セッションをはじめ、地区青少年交換役員、ホスト
ファミリー、学生とその両親のための青少年交換
特別研修セッションを取り上げています。電子ファ
イルの手引きとスライドが収められたCDを含みま
す。2006年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
775-JA $12

社会奉仕
活動する地域社会／地域社会の調査法の紹介
(Communities in Action/Community Assessment Tools)

「活動する地域社会：効果的なプロジェクトの
ための手引き」には、地域社会のニーズ調査の
実施、他団体との協力など、奉仕プロジェクトの
立案、実施、評価方法が段階的に説明されてい
ます。姉妹編の「地域社会の調査法の紹介」で
は、アンケート調査、資産の棚卸し、地域社会の
マッピング、毎日の活動スケジュール、季節ごと
の予定表、地域社会カフェ、フォーカス・グループ

（座談会）、パネル討論など、効果的な奉仕プロ
ジェクトを特定するための８つの調査方法が紹
介されています。これら２つの出版物は鮮やかな
色刷りのフォルダーに収められています。2006
年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
605-JA $9

家庭および地域社会奉仕賞 
(Family and Community Service Award)
家庭や地域社会に優れた奉仕活動を行った個人
や団体、あるいはロータリー・クラブに対して貢
献を果たしたロータリアンの配偶者や家族のグ
ループに対して、ロータリー・クラブから贈られる
表彰状。12月の家族月間を祝い、地域社会でロ
ータリーを推進するもう一つの方法です。10枚セ
ット。2002年。EN,ES,FR,JA,PT
757-JA $2.50

インターアクト
インターアクト・パンフレット (Interact Brochure)
インターアクト会員候補者向けの色刷りパンフレ
ット。2008年．EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
600-JA $0.50

インターアクト・クラブ認定申請書式  
(Interact Club Certification Form)
インターアクト・クラブ結成のRI宛公式通知書お
よび結成認証状の公式申請書として使用するも
の。2008年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

mailto:pr%40rotary.org?subject=
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インターアクト顧問教諭のための指針 
(Interact Faculty Adviser Guide)
学校単位でのインターアクトクラブの顧問教諭に役
立つリソース。2004年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

インターアクト要覧 (Interact Handbook)
効果的なインターアクト・クラブの結成方法や管
理方法の完全手引書。提唱ロータリー・クラブとイ
ンターアクト・クラブのリーダーの双方にお使いい
ただけます。2008年。EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
654-JA $3.50

インターアクト・クラブ会員証 
(Interact Identification Card)
50枚セット。会員専用。2009年。EN,ES,FR, 
JA,KO,PT
659-JA $3

インターアクト・ポスター (Interact Poster)
インターアクト・プログラム推進用の色刷り、多言
語のポスター。クラブ名と例会情報を印刷する空
欄つき。45.7cm×61cm。2007年。
639-MU $3
NEW  標準インターアクト・クラブ定款・細則
(Standard Interact Club Constitution and Bylaws)
2010年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

インターアクトに関する方針声明
(Statement of Policy Relating to Interact)
2008年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

インターアクト・クラブのための新しい会長賞プ
ログラムにご参加ください。RIテーマ資料のペー
ジで、2010-11年度会長賞要項（900-10JA）と
2010-11年度インターアクト・クラブのための会
長賞申込書をご覧ください。また、マルチメディア
資料のページで推進用DVD、「インターアクト：
違いをもたらそう」（650-DVD）をご覧ください。

ローターアクト
地区ローターアクト指導者の手引き
(Guide for District Rotaract Leaders)
地区ローターアクト代表および地区ローターアク
ト委員長のための便利なアイデアおよび情報源
です。2003年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

ローターアクト・パンフレット (Rotaract Brochure)
ローターアクト会員候補者向けの色刷りパンフレ
ット。2002年。EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
663-JA $0.50

ローターアクト・クラブ組織体一覧表 
(Rotaract Club Organization List)
ローターアクト・クラブ結成のRI宛公式通知書お
よび結成認証状の公式申請書として使用するも
の。2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

ローターアクト必携 (Rotaract Handbook)
ローターアクト・クラブの結成と育成、ならびに奉
仕プロジェクトと専門知識開発プロジェクトの実
施のための手引書。また、地区ローターアクト組
織と多地区合同活動を説明。管理運営のための
書式と組織規定が収められています。2002年。 
DE,EN,ES,FR,JA,KO,PT,SV（W）
562-JA $3.50

ローターアクト・クラブ会員証 
(Rotaract Identification Card)
50枚セット。会員専用。2009年。EN,ES,FR,IT, 
JA,KO,PT
665-JA $3

標準ローターアクト・クラブ定款・細則
(Standard Rotaract Club Constitution and Bylaws)
2008年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

ローターアクトに関する方針声明 
(Statement of Policy Relating to Rotaract)
2008年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

ローターアクト・クラブのための新しい会長賞プ
ログラムにご参加ください。RIテーマ資料のペー
ジで、2010-11年度会長賞要項（900-10JA）と
2010-11年度ローターアクト・クラブのための会
長賞申込書をご覧ください。

ロータリー地域社会共同隊（RCC）
NEW  Rotary Community Corps Brochure

（ロータリー地域社会共同隊パンフレット）
事例研究や共同隊結成に関する説明を含めた、プ
ログラムの概説資料。2010年。EN,ES,PT（W）
779-EN $0.50

Rotary Community Corps: Changing 
Lives, Shaping the Future 

（ロータリー地域社会共同隊：人々の生活を向上し、 
未来をかたちづくる）
ロータリー地域共同隊会員候補者のためのパン
フレット。クラブが地域社会で個人に手渡す勧誘
資料としても使用できます。2008年。EN,ES,FR, 
PT（W）
780-EN $0.50
NEW  Rotary Community Corps 
Handbook 

（ロータリー地域社会共同隊要覧）
リーダーの候補者を探し出す方法、新しい事例研
究、プロジェクトのアイデアを含む、RCC結成の
基本ステップを説明。2010年。EN,ES,PT（W）
770-EN $3.50
NEW  Rotary Community Corps 
Organization Form 

（ロータリー地域社会共同隊結成書）
新ロータリー地域社会共同隊結成のRI宛公式通
知書およびRCC結成認証状の公式申請書として
使用するもの。2010年。EN,ES,FR,PT（W）
769-EN 限定部数に限り無料

ロータリー青少年指導者 
養成プログラム（RYLA）
NEW  ロータリー青少年指導者養成プログラム・
パンフレット 
(Rotary Youth Leadership Awards Brochure)
参加希望者のための推進資料。プログラムとその恩
典について説明。クラブや地区の連絡先を印刷する
空欄付き。2009年．EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
636-JA $0.50 
NEW  ロータリー青少年指導者養成セミナー
修了証書 
(Rotary Youth Leadership Awards Certificate)
セミナー参加者への贈呈用。クラブや地区が空
欄部分に名称を記入するようになっており、クラ
ブ会長と地区ガバナーの署名が必要です。証書
のサイズは21.5cm×28cm。2009年。EN,ES, 
FR,JA,KO,PT
695-JA $1 
NEW  ロータリー青少年指導者養成プログラム
指針 
(Rotary Youth Leadership Awards Handbook)
青少年の中から指導者を養成するRYLAの催し
を開催するのに役立つステップ・バイ・ステップの
手引き。2009年。EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
694-JA $1.50 
NEW  ロータリー青少年指導者養成プログラム・
ポスター 
(Rotary Youth Leadership Awards Poster)
RYLAプログラム推進用の色刷り、多言語のポス
ター。連絡先を印刷する空欄付き。2009年。
635-MU $3

国際奉仕
国際奉仕プロジェクト・パンフレット
(International Service Projects Brochure)
RIとロータリー財団のリソースが紹介されたこの
情報パンフレットでは、効果的な国際奉仕プロジ
ェクトを実施するためのアドバイスが説明されて
います。2008年。EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
616-JA $0.50

ロータリアン行動グループおよび
ロータリー親睦活動
NEW  Global Networking Groups 
Directory 

（世界ネットワーク活動グループ名簿）
「ロータリー親睦活動要覧」（729-JA）の姉妹
編であるこの名簿には、各ロータリアン行動グル
ープおよびロータリー親睦活動グループの役員の
連絡先が掲載されています。毎年改訂。英語のみ。
ウェブのみ

ロータリアン行動グループ案内資料 
(Rotarian Action Groups Flier)
ロータリアン行動グループのリストを記載した
色刷りの案内資料。定期的に更新されます。 
EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ
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ロータリー親睦活動案内資料 
(Rotary Fellowships Flier)
ロータリー親睦活動のリストを記載した色刷りの
案内資料。定期的に更新されます。EN,ES,FR,IT, 
JA,KO,PT
ウェブのみ

ロータリー親睦活動要覧 
(Rotary Fellowships Handbook)
ロータリー親睦グループの結成、運営、推進に
関する指針と提案を説明。2006年。EN,ES,FR, 
JA,KO,PT（W）
729-JA $3.50

ロータリー友情交換
NEW  ロータリー友情交換の手引き
(Rotary Friendship Exchange Handbook)
ロータリー友情交換プログラムに関する全容をま
とめた手引書。ホストとゲストのための指針、友
情交換を開始する方法、日程表見本、その他の資
料が収められています。2009年。EN,ES,FR,JA, 
KO,PT
ウェブのみ

ロータリー・ボランティア
NEW  Rotary Volunteers Database

（ロータリー・ボランティア・データベース）
海外での奉仕を希望するボランティアを検索でき
るデータベース。毎月改訂。英語のみ。
ウェブのみ

ロータリー・ボランティア要覧 
(Rotary Volunteers Handbook)
地元および他国でのボランティア活動に関する情
報、ロータリーのプロジェクト・コーディネーターお
よびロータリー・クラブと地区委員長のための指
針を掲載。2007年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
263-JA $3.50 

Rotary Volunteers Registration Form 
（ロータリー・ボランティア登録書式）
海外での奉仕を希望するボランティアの登録書
式。2005年。EN,ES,PT（W）FR（ウェブのみ）
284-EN 無料

Rotary Volunteers Resource List 
（ロータリーボランティア参考資料リスト）
活動の場所や研修、設備、資金などをボランティ
アに提供している団体の名簿です。この名簿を利
用し、ロータリー・ボランティアはロータリー以外
のボランティア活動を見つけることができます。
英語のみ
ウェブのみ

Rotary Volunteers Service Report 
Form 

（ロータリー・ボランティア奉仕活動報告書式）
ロータリーまたはその他の団体を通じて最近参
加した地元あるいは海外でのボランティア体験の
概要をRIに提出する際に用いるボランティア用の
書式。2009年。EN,ES,FR,IT,PT
ウェブのみ

世界社会奉仕（WCS）
Disaster Relief and Recovery 
Resource List for Rotary Clubs 

（災害救援と復興活動に関する 
ロータリー・クラブのためのリスト）
災害に対応しさまざまな種類の海外援助を提供
している団体のリスト。2009年。英語のみ
ウェブのみ

現物拠出の概要資料 
(Donations-in-Kind Information Sheets)
寄贈物資を伴うプロジェクトを行うクラブと地区
のための指針で、「受領する側の成功のためのプ
ランニング」「寄贈する側の成功のためのプランニ
ング」「プロジェクトの計画についてのアドバイス」 

「プロジェクトの事後報告：最後の大切なステップ」 
を収録。2009年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ

Donations-in-Kind Organizations List 
（現物拠出に関わる組織のリスト）
物資を調達、発送、保管、寄贈している組織をま
とめたリスト。このリストでは、寄贈物資を伴うプ
ロジェクトを行うロータリー・クラブが必要とする
リソースが紹介されています。2009年。英語のみ
ウェブのみ

ProjectLINK（プロジェクトリンク）
資金、ボランティア、寄贈物資、ロータリー財団マ
ッチング・グラントの協同提唱者を必要としてい
るロータリー・クラブと地区の地域社会奉仕プロ
ジェクトの検索が可能なデータベース。ベストプ
ラクティス（最良の実践方法）の例として参考に
できる完了済みのプロジェクトも掲載されていま
す。国、プロジェクトの種類、必要条件、プロジェ
クトの状況、またはキーワード別にプロジェクト
を検索することができます。プロジェクト一覧が
日本語に翻訳されています。毎月改訂。
ウェブのみ

NEW  ProjectLINK
モデルプロジェクト提出書式 
(ProjectLINK Model Projects Submission Form)
ProjectLINKでクラブや地区の成功例を紹介する
ための書式。2009年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ
NEW  ProjectLINK Reporting Form

（ProjectLINK報告書式）
登録されているプロジェクトの進捗報告をRIに
提出する際の書式。ProjectLINKに参加してい
るロータリー･クラブと地区が毎年提出するこ
とになっています。2010年。EN,ES,FR,IT,PT
ウェブのみ

ProjectLINK Submission Form: 
Project Seeking Support 

（ProjectLINK提出書式： 
支援を必要としているプロジェクト用）
資金、寄贈物資、ボランティア、あるいはロータ
リー財団マッチング・グラントの協同提唱者を必
要とするプロジェクトの情報をProjectLINKに
掲載するための書式。2009年。EN,ES,FR,PT
ウェブのみ

世界社会奉仕要覧：行動への指針 
(World Community Service: A Guide to Action)
現物拠出プロジェクトの実施に関する指針を含め
た、世界社会奉仕に関する情報。ほかに、WCS
プロジェクトを支援するロータリー・ボランティ
アのプログラムとロータリー財団補助金プログラ
ムについての概要も説明しています。2008年。 
EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
742-JA $3.50 

世界社会奉仕送金書式 
(World Community Service Remittance Form)
ProjectLINKに掲載されているプロジェクトに
寄付を行うことを希望するクラブ用の書式。 
EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

青少年交換
交換学生の手引き 
(A Guide for Exchange Students)
交換開始の準備をする交換学生とその両親への
アドバイスを集めた小冊子。2009年。EN,ES, 
FR,IT,JA,KO,PT（W）
752-JA $1.50

ホストファミリーの手引き 
(A Guide for Host Families)
青少年交換のホストファミリーの責任と、学生の
受け入れに伴う恩恵を紹介。2009年。EN,ES, 
FR,IT,JA,KO,PT（W）
749-JA $1.50
NEW  長期青少年交換パンフレット
(Long-Term Youth Exchange Brochure)
１学年度のプログラムを青少年に紹介するための
推進用パンフレット。2010年。EN,ES,FR,IT,JA, 
KO,PT（W）
755-JA $0.50

長期青少年交換プログラム申請書 
(Longt-Term Youth Exchange Program Application Form)
10枚セット、2006年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO, 
PT,SV（W）
761-JA $6
NEW  新世代交換パンフレット
(New Generations Youth Exchange Brochure)
18歳から25歳までの若者の短期交換プログラ
ム、新世代交換を紹介する新登場の推進用パンフ
レット。2010年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
760-JA $0.50
NEW  短期青少年交換（パンフレット）
(Short-Term Youth Exchange Brochure)
短期交換プログラムを紹介する推進用パンフレッ
ト。2010年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
756-JA $0.50

短期青少年交換プログラム申請書 
(Short-Term Youth Exchange Program Application Form)
25枚セット、2007年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO, 
PT,SV（W）
763-JA $4
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2010-11年度青少年交換証書 
(Youth Exchange Certificate 2010-11)
青少年交換の終了後に交換学生に贈呈するため
の証書。地区が空欄部分に名称を記入するよう
になっており、地区青少年交換委員長の署名が 
必要です。10枚セット。証書のサイズは21.5cm x 
28cm。2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
747-10JA $7

青少年交換要覧 (Youth Exchange Handbook)
地区青少年交換プログラムを計画、準備している
ロータリアンのための全般的な情報書。青少年交
換学生の派遣と受入のための指針が説明されて
います。2008年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
746-JA $2

青少年交換絵葉書 (Youth Exchange Postcards)
ロータリアンが青少年交換を推進したり、学生が
交換期間中に使用するのに最適な絵葉書。20枚
セット（４種類の絵柄が各５枚ずつ）2006年。
750-MU $3

青少年交換ポスター (Youth Exchange Poster)
本プログラムを交換学生候補者に推進するよう
デザインされている、青少年交換プログラムのイ
メージが描かれたポスターで、クラブ名と連絡先
記入用の空欄が設けられています。2006年。
751-MU $3

職業奉仕
ロータリアンの職業宣言 
(Declaration of Rotarians in Businesses 
and Professions)
青と金色のロータリー徽章とともに、美しい書体
で記された職業宣言。サイズは21.5cm x 28 cm。 
2004年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
200-JA $2

職業奉仕入門 
(An Introduction to Vocational Service)
職業奉仕に関する情報、リソース、プロジェクトの
アイデアを紹介。2009年。EN,ES,FR,IT,JA,KO, 
PT（W）
255-JA $2

国際ロータリーの 
ロータリー財団
NEW  ロータリー財団携帯用カード
(Rotary Foundation Facts)
財団とそのプログラム、寄付情報に関する簡潔な統
計的概要を示すパンフレット。一般配布用に好適。
毎年改訂。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
159-JA 無料

ロータリー財団の目標 
(The Rotary Foundation Goals)
管理委員長からの短いメッセージとともに、管理
委員会の年次目標が掲載されたパンレット。毎年
改訂。EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
208-JA 無料

ロータリー財団申請手続早見用手引き 
(The Rotary Foundation Quick Reference Guide)
ロータリー財団のプログラムと奉仕について簡
潔にまとめた資料。毎年改訂。DE,EN,ES,FR,IT, 
JA,KO,PT,SV（W）
219-JA 無料

クラブと会員増強関連資料のページに記載され
ている「2009-10年度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）も併せてク
ラブと地区のロータリー財団活動にお役立てくだ
さい。さらに、書籍のページに記載されている「ロ
ータリーのいろは」（363-JA）もご活用ください。

その他の重要な資料として、「クラブ・ロータリー
財団委員会の手引き」（226E-JA）、「地区ロータリ
ー財団委員会要覧」（300-MU）、「地区ロータリー
財団セミナーの手引き」（438-MU）、ならびにこれ
らの手引きの未来の夢に関する補遺があります。
リーダーシップ研修のページをご覧ください。

財団関係の資料は、マルチメディア資料のページ
と、広報のページにも列記されています。

未来の夢
以下の資料は、会員とその他の関係者が、ロータ
リー財団の未来の夢計画に関する理解を深める
上で役立ちます。
NEW  未来の夢計画：
試験地区と非試験地区との協力について 
(Future Vision Plan: Pilot District Partnerships with 
Nonpilot Districts)
未来の夢試験段階中に、試験地区と非試験地区が
どのように協力することができるかが説明されてい
ます。2010年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
ウェブのみ
NEW  未来の夢パンフレット (Future Vision Brochure)
未来の夢計画の概要。2010年。DE,EN,ES,FR, 
IT,JA,KO,PT（W）
003-JA 限定部数に限り無料

未来の夢概要に関するＥラーニング・モジュール
もお役立てください。マルチメディア資料のペー
ジをご覧ください。

リーダーシップ研修のページに列記されている、
補助金管理セミナー指導者用手引き、補助金管
理の手引き、ならびに未来の夢計画に関する研修
セミナーの手引きおよび研修リーダーの手引きの
補遺もご参照ください。 

寄付増進および寄付者認証
The Rotary Foundation Contribution 
Envelope （ロータリー財団寄付用封筒）
米国およびカナダ在住の個人の寄付者対象。 
2006年。英語のみ。
095-EN-US 無料 
095-EN-CAN 無料

ロータリー財団マーク入りポスター 
(Rotary Foundation Logo Poster)
会合、募金行事その他の活動の場での展示に最
適。61cm×91cm。筒型郵便にて発送。1993年。
318-MU 無料

二つのニーズに応える、二つの寄付方法 
(Two Needs, Two Ways of Giving)
財団の年次プログラム基金と恒久基金について
解説し、両基金への寄付が必要である理由、およ
び両寄付がロータリーの健全な国際奉仕に不可
欠であることを説明。2003年。DE,EN,ES,FR, 
IT,JA,KO,PT（W）
173-JA １回の注文につき100部限定 無料

年次プログラム基金と年次寄付
毎年あなたも100ドルを［パンフレット］ 
(Every Rotarian, Every Year Brochure)
全クラブ会員への進呈用。ロータリー財団プログ
ラムへの参加と財政的支援の重要性をロータリ
アンに伝えるもので、寄付書式付き。2007年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
957-JA 無料
NEW  毎年あなたも100ドルを

［クラブサクセスキット］ 
(Every Rotarian, Every Year Club Success Kit)
クラブや地区の指導者が、年次プログラム基金目
標の達成に向けて取り組む上で役立つ情報豊か
なパッケージ。内容：「毎年あなたも100ドルを」
パンフレット（957-JA）、毎年あなたも100ドルを

「財団の友」バッジ・ステッカー（956-MU）、「年
次プログラム基金チャレンジ寄付／倍増寄付の
例」、「年次プログラム基金へのあなたの寄付が活
躍しています」、「毎年あなたも100ドルを ウェブサ 
イトの支援源」、「週例ロータリー財団考」。毎年改
訂。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
958-JA 無料

毎年あなたも100ドルを［ポスター］ 
(Every Rotarian, Every Year Posters)
ロータリー財団プログラムへの参加および寄付を
ロータリアンに呼びかける４色刷り、２枚組のポス
ター。会合、募金活動、その他の行事での掲示用。 
45.7cm×61cmと25.4cm×61cm。2004年。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
959-JA １回の注文につき２枚限定 無料

NEW  毎年あなたも100ドルを「財団の友」
会員バッジ･ステッカー 
(Every Rotarian, Every Year Rotary Foundation 
Sustaining Member Badge Stickers)
毎年年次プログラム基金に100ドル以上を寄付し
て「財団の友」会員になった寄付者に進呈するた
めの認証ステッカー。１枚のシートに64枚のステ
ッカーが付いています。毎年改訂。
956-MU 無料

Memorial Envelopes（追悼用封筒）
ロータリアンまたはロータリアンの友人を追悼し
て、ロータリー財団に寄付する際に用いる封筒。
米国からの寄付用、カナダからの寄付用。１回の
注文につき100部限定。2006年。英語のみ。
111-EN（USA）無料
112-EN（Canada）無料

Multiple Donor Envelope（複数寄付者封筒）
Multiple Donor Form（094-EN）と併用。2006 
年。英語のみ。
096-EN 無料
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Multiple Donor Form（複数寄付者用書式）
同じ寄付先に対して同時に複数の寄付者が計
画寄付をする際に、クラブが使用するもの。 
Multiple Donor Envelope（複数寄付者用封筒）

（096-EN）と併用。2006年。英語のみ。（W）
094-EN 無料

Paul Harris Fellow Medallion 
（ポール・ハリス・フェロー・メダル）
ポール・ハリスの横顔が刻まれた金製のメダルを、
称号を受けた証として着用したり、展示したりする
ことができます。メダルの購入にはフェローの資格
を満たしていることが条件となります。2009年。
PHF-EN $15

ポール・ハリス・ソサエティ［パンフレット］ 
(Paul Harris Society Brochure)
ロータリー財団の年次プログラム基金、ポリオ・
プラス、人道的補助金プログラムに毎年1,000
米ドル以上を寄付した人々を認証するため、地区
によって運営されているポール・ハリス・ソサエテ
ィ・プログラムの推進用パンフレット。2006年。
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W）
099-JA 無料

Recognition Transfer Request Form 
（認証ポイント使用申請書）
財団の認証ポイントを１つの口座から別の口座
へ移す際に必要な書式と指針。移譲に関する管
理委員会の指針も掲載されています。2006年。 
EN,ES,FR
ウェブのみ

TRF-DIRECT Donations Brochure 
（TRF-DIRECT寄付のパンフレット）
ロータリー財団へ、定期的に寄付を行うために、
銀行自動引き落としやクレジットカードを利用し
て電子送金を行うための書式と指針。米国および
カナダのみで使用可。2008年。英語のみ。（W）
998-EN-US（USA）無料
998-EN-CND（Canada）無料

TRF Global Contribution Form 
（ロータリー財団寄付・送金明細書）
ロータリー財団への全寄付および寄付者認証要
請に添付する書式。ポール・ハリス・フェローおよ
び「財団の友」会員の情報を記載する欄が付いて
います。2006年。DE,EN,ES,FR,IT,PT（W）
123-EN 無料

恒久基金寄付と計画的寄付
NEW  ベネファクター寄付誓約書
(Benefactor Commitment Card)
ロータリー財団恒久基金への寄付を遺産計画に
書き記したことを通知したり、寄付を申し込むた
めの書式。収益を国際財団活動資金（WF）、シェ
ア、ロータリー平和センターのいずれかに指定で
きます。2010年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
149-JA １回の注文につき100部限定 無料

遺贈友の会申込書 
(Bequest Society Membership Card)
ロータリー財団への10,000米ドル以上の資産計画
または誓約の通知書。2006年。EN,ES,JA,KO
098-JA １回の注文につき100部限定 無料

Donor Advised Fund Leaflet 
（使途推奨冠名基金小冊子）
ロータリー財団使途推奨冠名基金を簡単に概説
した、展示用の小冊子。2004年。英語のみ。（W）
382-EN １回の注文につき100部限定 無料

Gifts of Life Insurance 
（生命保険の贈与）
生命保険の贈与を通じて恒久基金を支援する方
法を概説しています。2008年。英語のみ。（W）
152-EN １回の注文につき100部限定 無料

遺贈友の会への入会ご案内 
(Invitation to the Bequest Society)
遺贈友の会を通じて遺産を寄贈し、財団を支
援する方法についてのパンフレット。2001年。 
EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
097-JA １回の注文につき100部限定 無料

Life Income Gifts（生涯収入の準備）
ロータリアンがどのように財団を支援し、収益を得
るのかを概説しています。2005年。英語のみ。（W）
109-EN １回の注文につき100部限定 無料 

Publicly Traded Securities（公開有価証券）
米国およびカナダからロータリー財団に証券を
寄贈する方法を紹介。2005年。英語のみ。（W）
175-EN １回の注文につき100部限定 無料 

The Rotary Foundation Pooled 
Income Fund（ロータリー財団共同収入基金）
共同収入基金に参加することによってロータリア
ンがどのように財団を支援できるかを簡潔に説
明。2005年。英語のみ。（W）
154-EN １回の注文につき100部限定 無料 

Securing the Future: Your Bequest 
to The Rotary Foundation 

（確かな未来：ロータリー財団への遺贈）
遺贈によって恒久基金を支援する方法。遺言およ
び遺言補足書の書き方の例を紹介しています。 

「ベネファクター寄付誓約書」（149-EN）も収め
られています。2005年。EN,ES,PT（W）
183-EN １回の注文につき100部限定 無料

教育的プログラム
リコネクションズ (Reconnections)
財団のプログラム学友の活動を紹介し、隔月で学友
に送られるニュースレター。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

ロータリー平和センターのパンフレットとポスタ
ー（610-EN）もお役立てください。国際問題研
究のためのロータリー・センターのページをご参
照ください。

国際親善奨学金
NEW  国際親善奨学金申請書
(Ambassadorial Scholarship Application)*
国際親善奨学金の申請希望者用。毎年改訂。 
DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

*各申請書につき「国際親善奨学金パンフレット」
（132-JA）も併せて配布してください。

NEW  国際親善奨学金パンフレット
(Ambassadorial Scholarships Leaflet)
有望な申請者とロータリアンに、国際親善奨学金プ
ログラムの目標、条件、運営に関する基礎情報を提
供。2009年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
132-JA １回の注文につき25部限定 無料

Ambassadorial Scholarships Poster 
（国際親善奨学金ポスター）
国際親善奨学金プログラムを広告するカラーポス
ター、45.7cm×61ｃｍ。英語のみ。
072-EN $3

国際ロータリーのロータリー財団の教育 
プログラム：平和、親善、理解を目指した50年
国際親善奨学金プログラムの50周年を記念した
パンフレット。プログラムの歴史概要と奨学生の
紹介。1997年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
431-JA $2 
NEW  ロータリアンのための奨学金の手引き：
国際親善奨学金 
(Program Guide for Rotarians: Ambassadorial Scholarships)
プログラムの推進、適格な候補者の選考、財団の
目的に関する補助金受領者のオリエンテーショ
ン、奨学生の受入、学友との交流の育成・維持な
どに関するロータリアン向けの便利な手引書が
CDに。各奨学金小委員会委員長に２部送付され
ます。2009年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

研究グループ交換（GSE）
研究グループ交換パンフレット 
(Group Study Exchange Brochure)
クラブ、地区、GSEチームメンバー候補者およびそ
の雇用者のための色刷りパンフレット。GSEプログ
ラム、資格基準、申請手続および参加者とその雇
用者にとっての恩典を説明しています。各地区GSE
小委員会委員長に６部まで自動的に送付されま
す。2006年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
160-JA 限定部数に限り無料

Group Study Exchange Poster 
（研究グループ交換ポスター）
GSEプログラムを推進するカラーのポスター、 
45.7cm×61ｃｍ。英語のみ。
073-EN $3
NEW  ロータリアンのためのプログラムの
手引き：研究グループ交換 
(Group Study Exchange: Program Guide for Rotarians)
地区ガバナー、GSE委員長およびチームリーダーを
対象にした、派遣、選考、指導、受入れのための手
引き。地区GSE小委員会委員長に毎年5部まで無料
進呈。毎年改訂。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
165-JA 限定部数に限り無料

DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PTでのCD版も入手
可。また、CD-ROMには、直接入力が可能な
電子ファイル形式の研究グループ交換チームの
手引き（164-JA）、研究グループ交換チームリ
ーダー参加申請書（260-JA）、研究グループ
交換チームメンバー参加申請書（161-JA）が
含まれています。
165-CD-MU 限定部数に限り無料
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NEW  研究グループ交換チームの手引き
(Group Study Exchange Team Handbook)
GSEチームリーダーとメンバーがどのようにGSE
に備えるかを解説した完全手引書。地区研究グル
ープ小委員会委員長に6部まで無料進呈。毎年改
訂。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
164-JA 限定部数に限り無料
NEW  研究グループ交換チームリーダー
参加申請書 
(Group Study Exchange Team Leader Application)*
チームリーダー候補者用。地区研究グループ交換
小委員会委員長に毎年5部まで無料進呈。毎年
改訂。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
260-JA 限定部数に限り無料
NEW  研究グループ交換チームメンバー
参加申請書 
(Group Study Exchange Team Member Application)*
チームメンバー候補者用。地区研究グループ交換
小委員会委員長に毎年25部まで無料進呈。毎年
改訂。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
161-JA 限定部数に限り無料

*各申請書と併せて「研究グループ交換パンフレッ
ト」（160-JA）もご注文ください。

Group Study Exchange Vocational 
Poster（研究グループ交換職業ポスター）
職業研修訪問を行うGSEチームを紹介したポス
ター、45.7cm×61cm。2006年。英語のみ。
077-EN $3 

国際問題研究のための
ロータリー・センター
NEW  ロータリー平和センター (Rotary Peace Centers)
ロータリー平和フェローシップ・プログラムと全世
界６ヵ所のセンターを推進するためのパンフレット
とポスター。2010年。EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
610-JA 無料

ロータリー平和センター学友パンフレット
(Rotary Peace Centers Alumni) 
国際的な団体や政府機関で働く学友を紹介。 
2009年。EN,ES,FR,JA,KO,PT（W）
092-JA 限定部数に限り無料

ロータリー・センター研究論文集
ロータリー平和フェローと学友が行っている重
要な平和関連問題の研究を紹介。

From Conflict to Peace: What Lessons 
Might We Learn from Episodes of 
Successful Resolution of Conflict?  

（紛争から平和へ：紛争解決から私たちが学ぶこと）
クイーンズランド大学ロータリー・センター元
所長マリアンヌ・ハンソン教授監修。2007年。
英語のみ。
908-EN $7

Peace-Building and Security in the 
Twenty-first Century 

（21世紀の平和構築と安全保障）
ブラッドフォード大学ロータリー・センター所長 
トム・ウッドハウス教授監修。2008年。英語のみ。
909-EN $7

Sources of International and 
Intrastate Conflict and Possibilities 
for Resolution in This Decade（現代
の国際紛争と国内紛争の要因と解決の可能性）
カルフォルニア大学バークレー校のロータリ
ー・センター所長エドウィン M. エプスタイン
教授による監修。2006年。英語のみ。
907-EN $7

NEW  ロータリアンのためのプログラム手引き：
ロータリー平和センター・プログラム 
(Rotary Peace Centers Program Guide for Rotarians) 
ロータリアンによるロータリー・センターの推
進、ロータリー平和フェローシップの有資格申請
者の選考、受領者に対するプログラムの目標の指
導、フェローの受入れ、学友との連絡の推進・維
持に役立つ包括的な手引書。2009年。EN,ES, 
FR,IT,JA,KO,PT（W）
085-JA 限定部数に限り無料 
NEW  ロータリー平和フェローシップ申請書
(Rotary Peace Fellowship Application) 
ロータリー平和センターで学ぶロータリー平和
フェローシップ申請者用。毎年改訂。DE,EN,ES, 
FR,IT,JA,KO,PT（W）
083-JA 限定部数に限り無料
NEW  ロータリー平和フェローシップ・
パンフレット (Rotary Peace Fellowships Leaflet)*
ロータリー平和フェローシップの目標、必要条件、
財源、申請手続について情報を提供する４色刷り
のパンフレット。ロータリー平和センター提携大
学、センターのプログラムやカリキュラムを紹介。
ロータリアン、候補者、一般の人々を対象としてい
ます。2009年。EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT（W）
084-JA 限定部数に限り無料 

*各ロータリー平和フェローシップ申請書（083-
JA）と併せてロータリー平和フェローシップ・パ
ンフレット（084-JA）もご注文ください。

また、マルチメディア資料の「平和はきっとかな
う」（829-DVD）と「平和を構築する」（830-
DVD）も併せてご覧ください。

人道的補助金プログラム
地区補助金管理のベストプラクティス 

（最善の実施方法） 
(Best Practices for Managing Your District
Simplified Grant)
地区補助金の実施と管理のベストプラクティス 

（最善の実施方法）を紹介した手引書。2006年。 
EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT
ウェブのみ

地区補助金ポスター 
(District Simplified Grants Poster)
地区補助金の宣伝に好適な色刷りポスター。 
45.7cm×61cm。2007年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
162-JA $3

マッチング・グラントの手引き 
(The Guide to Matching Grants)
マッチング・グラントの申請およびプロジェクト
実施に関する包括的な手引書。2008年。EN,ES, 
FR,IT,JA,KO,PT（W）
144-JA １回の注文につき５部限定 無料
NEW  マッチング・グラント申請書
(Matching Grant Application)
5,000ドルから200,000ドルまでのマッチング・
グラントの申請用。2010年。EN,ES,FR,IT,JA, 
KO,PT
ウェブのみ

マッチング・グラント・ポスター 
(Matching Grants Poster)
宣伝に好適な色刷りポスター。45.7cm×61 
cm。2007年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
143-JA $3

その他の関連資料として、「人道的補助金推進の
指針」（ウェブのみ）があります。広報のページを
ご覧ください。

ポリオ・プラス
Amazing Stories of Polio! 

（驚くべきポリオの物語） 
ポリオの歴史をイラストにした人気の物語。地元
のクラブをはじめ、図書館や学校用に多めにご注
文ください。16ページ。2009年。英語のみ。
976-EN $0.75

ポリオにうち克つ (Conquering Polio)
ポリオ･プラスの歴史や、この国際的なプログラム
におけるロータリーの役割を紹介。国際ポリオ・
プラス委員会副委員長、元RI事務総長ハーバート 
A. ピグマン氏による著作のCD版。カラー写真入
り。2007年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
329-MU $5

「End Polio Now」グリーティング・カード 
(End Polio Now Notecards)

「End Polio Now」のロゴを含む６種類の色刷り 
カード２枚ずつのセット。中は自由にメッセージ
を書くことができます。12枚セット。2009年。
983-MUP $10

「End Polio Now」ピン (End Polio Now Pins)
キャンペーンを進めºるロータリーの取り組みを
ご支援ください。鮮やかな色の襟ピン、大きさ
1.9cm×2.5cm。100個セット。2008年。
988-MUP $50

End Polio Now Pop-up Box 
（「End Polio Now」ボックス）
この箱を用いて募金を呼びかけ、ポリオ撲滅への
支援を訴えましょう。英語のみ。2009年。
989-ENP $3
NEW 「End Polio Now」絵葉書
(End Polio Now Postcards)
世界的なポリオ撲滅活動の歴史と進展が説明され
ています。地域、国、あるいは世界の指導者に郵送
したり、催しで配布し、ポリオ撲滅を推進しましょ
う。20枚セット。2010年。EN,ES,FR,JA,KO,PT
979-JA $1
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NEW  2010-11年度「End Polio Now」
カレンダー (2010-11 End Polio Now Calendar)
世界の歴史的建築物に「End Polio Now」のロゴ 
が投影された様子を写真に収めた18カ月（2010
年7月～2011年12月）のカレンダー。2010年。 
EN,ES,FR,JA,KO,PT
961-JA $15

その他の関連資料には、「ポリオ・プラス・ヘッド
ライナー・キット」（ウェブのみ）があります。広報
のページをご覧ください。

ロータリーの２億ドルのチャレンジ
以下の資料は、ビル･アンド･メリンダ･ゲイツ財団
から寄せられた補助金に上乗せ資金を提供する 

「ロータリーの２億ドルのチャレンジ」への参加
を奨励し、全世界からポリオを撲滅するという最
優先目標の達成に向けてロータリーの活動を推
進するものです。

ロータリーの２億ドルのチャレンジ・パンフレット 
(Rotary’s US$200 Million Challenge Brochure)
このパンフレットを利用し、ロータリーが取り
組むポリオ撲滅への支援を呼びかけましょう。 
2009年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV（W)
986-JA 無料

ロータリーの２億ドルのチャレンジ・ポスター
(Rotary’s US$200 Million Challenge Poster)
会合、募金活動、その他の行事での展示に最適
なこのポスターを使い、ロータリーのチャレン
ジを推進しましょう。61cm×76.2cm。2009
年。DE,EN,ES,FR,IT,JA,KO,PT,SV
987-JA １回の注文につき２枚限定 無料

その他の関連資料には、マルチメディアのロータ
リー財団のページに記載されている「ビル・ゲイ
ツの講演DVD」（977-DVD-EN）と「ロータリー
の２億ドルのチャレンジDVD」（985-DVD）、ま
た、同じくマルチメディア資料のページにある「人
類のために活動しますⅤ」（607-JA）があります。 

寄付増進および寄贈者の認証のページにある
「TRF-DIRECT Donations Brochure」（998-
EN）もご覧ください。

在庫クリアランス
このほかにもshop.rotary.orgで在庫クリアランス
の資料をご覧いただけます。

Paul Harris and His Successors 
（ポール・ハリスと歴代会長）
RI会長史。RI会長一人ひとりの経歴と就任期間中
の活動を掲載。1996年。英語のみ。
914-EN $7 

ロータリー100周年記念ポスター 
(Rotary Centennial Posters)
ロータリーの歴史、奉仕、親睦に関連する内容
を映し出した３枚セットのポスター。裏面に多言
語でポスター上の各イメージが説明されていま
す。61cm×91cm。筒型郵便にて発送。2003年。
606-MU $5

Songs for the Rotary Club:  
Lyrics Book 

（ロータリー・クラブのための歌集：歌詞）
ロータリー・クラブのための歌の歌詞を集めた
本。「Words and Music（歌詞と音楽）」（033- 
EN）との併用に最適。2001年。英語のみ。
031-EN $1.50 

Tell Children Your Rotary Story 
（子供たちにロータリーについて話そう）
ボランティア活動やロータリーについて学童に話
すためのキット。原稿案、指針とアイデア、配布資
料などが含まれています。2003年。英語のみ。
603-EN $3

オンライン・リソース
RIウェブサイトの内容のご紹介は、ロータリーＥ
ラーニング・センターに掲載されている「RIウェブ
サイトを一周しよう」をご参照ください。

クラブと会員増強の関連資料
会員アクセスページを利用してオンラインでロー
タリー関連の業務が可能です。ロータリアン移転
書式や会員紹介書式などの書式をダウンロード
できるほか、最新の会員情報をご覧いただけま
す。ウェブのみに掲載されているニュースやその
他の記事、ロータリーの地域別の刊行誌もご参照
ください。 

また、以下のようなニュースレターの定期受信の
申し込みもできます。

「Interactive（インタラクティブ）」はRIや財
団のプログラムにかかわっている青少年や若
者に関する話題を取り上げます。

「会員増強詳細報告（Membership Minute）」
は新会員をひきつけ、維持するのに役立つヒン
トを掲載したニュースレターです。

「Rotary Leader（ロータリー・リーダー）」は
クラブと地区の役員と委員長に向けたニュース
レターです。

「Weekly Update（ウィークリー・アップデート）」 
はロータリーの最新ニュースをお伝えします。

指導者研修
独習用のロータリーのＥラーニング・センターや、
研修年間予定表、研修リーダーのための研修の
企画と実施に関するヒントなど、さまざまなリソ
ースをご利用いただけます。 

また、地区研修リーダーのためのニュースレター、
「Training Talk（トレーニング・トーク）」の定期 
受信を申し込むこともできます。

マルチメディア
ウェブ上で、Rotary Minute（ロータリー・ミニッ
ツ）のビデオ、ロータリーの基本知識のマルチメ
ディア版、Rotary Story（ロータリー・ストーリー 
ズ）のビデオ、1950年代のロータリーのラジオ
番組の録音ファイル、ロータリーの画像・映像 

（Rotary Images）など、さまざまなマルチメディア 
の資料をご覧いただけます。また、新しく国際ロ
ータリーの歴史のセクションに掲載された「ポー
ル・ハリスの生涯」もご覧ください。

広報
RIのプレスリリースやその他の報道用資料が用意
されています。ロータリー会長訪問に関するプレ
スキット（プレスリリース見本、会長の写真と略
歴、取材で取り上げられるためのアイデアなどの
情報）をダウンロードしてご活用ください。ロー
タリーの公共イメージキャンペーン「人類のため
に活動します」に関連する、印刷出版用、テレビ
用、ラジオ用、インターネット用、屋外広告用の、
無料公共奉仕広告を閲覧、またはダウンロードす
ることができます。

ニュースレター「Rotary PR Tips（ロータリー広 
報の手法）」の定期受信もお申し込みください。

RIプログラム
ウェブサイトですべてのRIプログラムの詳細をご
覧いただけるほか、ご意見をお寄せいただけま
す。オンラインのデータベース「ProjectLINK」 
を通じて、アイデアを探したり、ボランティアの
援助を必要としているプロジェクトを検索できま
す。また、クラブの奉仕プロジェクトに関する情報
もご提出いただけます。 

また、以下のようなニュースレターの定期受信の
申し込みもできます。

Community Service Update 
（社会奉仕の最新情報）
International Service Update 

（国際奉仕の最新情報）
New Generations 

（新世代）
Rotary Youth Exchange 

（ロータリー青少年交換）
Vocational Service Update 

（職業奉仕の最新情報）

ロータリー財団
ロータリー財団プログラムの情報、説明資料、グ
ラフ、申請書は、www.rotary.orgの「ロータリー
財団」からダウンロードできます。ロータリアン
は、ウェブサイトで、寄付を行ったり、ポリオ撲滅
の現状を調べたりできるほか、連絡先を入手した
り、財団学友の功績について学んだりすることが
できます。独習用のＥラーニングのモジュールをは
じめとして、未来の夢に関する広範囲な情報を閲
覧いただけます。 

また、以下のようなニュースレターの定期受信の
申し込みもできます。

End Polio Now：今こそポリオ撲滅のとき
毎年あなたも100ドルを
未来の夢試験段階のニュースレター 
PeaceNet（ピースネット）
リコネクションズ

http://shop.rotary.org
http://www.rotary.org
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索引
品目番号別索引
001-JA ロータリーとは .....................................................................................9 
003-EN 未来の夢パンフレット .....................................................................12
006-EN Meeting Kit Folder .........................................................................4
007-ENB Official Directory（冊子とCD） .....................................................4 
007-ENC Official Directory（CD） .................................................................4
007-ENP Official Directory（冊子） ...............................................................4
016-JA ロータリー章典 ....................................................................................4 
019-JA 2010-11年度RIカタログ ...................................................................3
020-DVD-MU ロータリーの遺産コレクションDVD...............................................8
022-EN Certificate of Appreciation .......................................................4 
030-MU ロータリーの賛歌 ................................................................................8
031-EN Songs for the Rotary Club: Lyrics Book ..........................15
032-10EN Convention Proceedings ............................................................3
033-EN Songs for the Rotary Club: Words and Music .................3
035-JA 手続要覧（冊子） ..................................................................................3
035-ENR 手続要覧（CD） .....................................................................................3
035-ENB 手続要覧（冊子とCD） ........................................................................3
072-EN Ambassadorial Scholarships Poster ..................................13
073-EN Group Study Exchange Poster .............................................13
077-EN Group Study Exchange Vocational Poster .....................14
083-JA ロータリー平和フェローシップ申請書 .........................................14
084-JA ロータリー平和フェローシップ・パンフレット ...........................14
085-JA  ロータリアンのためのプログラム手引き： 

ロータリー平和センター・プログラム ..........................................14
092-JA ロータリー平和センター学友パンフレット .................................14
094-EN Multiple Donor Form ..................................................................12
095-EN-CAN   Rotary Foundation Contribution Envelope, The

（Canada） ..........................................................................................12
095-EN-US   Rotary Foundation Contribution Envelope, The

（USA） .................................................................................................12
096-EN Multiple Donor Envelope .........................................................12
097-JA 遺贈友の会への入会ご案内 ...........................................................13
098-JA 遺贈友の会申込書 ............................................................................13
099-JA ポール・ハリス・ソサエティ［パンフレット］ .................................13
109-EN Life Income Gifts .........................................................................13
111-EN Memorial Envelopes（USA） ....................................................12
112-EN Memorial Envelopes（Canada） ..............................................12
123-EN TRF Global Contribution Form .............................................13
132-JA 国際親善奨学金パンフレット ........................................................13
143-JA マッチング・グラント・ポスター .....................................................14
144-JA マッチング・グラントの手引き .......................................................14
149-JA ベネファクター寄付誓約書 ............................................................13
152-EN Gifts of Life Insurance ..............................................................13
154-EN Rotary Foundation Pooled Income Fund, The ..............13
159-JA ロータリー財団携帯用カード ........................................................12
160-JA 研究グループ交換パンフレット .....................................................13
161-JA 研究グループ交換チームメンバー参加申請書 ...........................14
162-JA  地区補助金ポスター ........................................................................14
164-JA 研究グループ交換チームの手引き ................................................14
165-CD-MU  ロータリアンのためのプログラムの手引き：

研究グループ交換CD ......................................................................13
165-JA  ロータリアンのためのプログラムの手引き： 

研究グループ交換 .............................................................................13
173-JA 二つのニーズに応える、二つの寄付方法 .....................................12 
175-EN Publicly Traded Securities ......................................................13
183-EN  Securing the Future: Your Bequest to  

The Rotary Foundation.............................................................13

187-JA 2009-10年度国際ロータリーとロータリー財団の年次報告 ...3
200-JA ロータリアンの職業宣言 ................................................................12
208-JA ロータリー財団2010-11年度目標 ...............................................12
219-JA ロータリー財団申請手続早見用手引き .......................................12
220-JA クラブ会計要覧 ....................................................................................6
222-JA クラブ会長要覧 ....................................................................................5
224-EN RI Certificate Holder .....................................................................4
225-JA クラブ役員キット .................................................................................5
226A-JA クラブ管理運営委員会の手引き ......................................................5
226B-JA クラブ会員増強委員会の手引き ......................................................5
226C-JA クラブ広報委員会の手引き ...............................................................5
226D-JA クラブ奉仕プロジェクト委員会の手引き .......................................6
226E-JA クラブ・ロータリー財団委員会の手引き ........................................5
229-JA クラブ幹事要覧 ....................................................................................6
234-MU ロータリー・ロゴのCD .......................................................................4
239-10MU 2010-11年度RIテーマ・ロゴのCD ..................................................3
240-MU ロータリー徽章、各種マーク ............................................................4
242-JA 地区会員増強セミナー指導者用手引き .........................................6
243-JA 会長エレクト研修セミナー指導者用手引き ..................................7
244-JA ガバナー補佐要覧 ...............................................................................5
245-JA クラブ・リーダーシップ・プラン .........................................................3
246-JA 地区研修の手引き ...............................................................................7
247-JA 地区チーム研修セミナー指導者用手引き ......................................6
248-JA 地区指導者育成セミナー研修リーダー用手引き .........................6
249-JA 地区委員会の手引き ...........................................................................6
250-JA 指導力育成：プログラムを始めるための手引き............................7
254-JA 新会員の推薦はいかにするか...........................................................4
255-JA 職業奉仕入門 ....................................................................................12
257-EN  Effective Public Relations:  

A Guide for Rotary Clubs ...........................................................9
260-JA 研究グループ交換チームリーダー参加申請書 ...........................14
263-JA ロータリー・ボランティア要覧 ....................................................... 11
265-MU 祝御入会フォルダー ............................................................................4
266-DVD-MU  Rotary and the United Nations: 

Connecting the Local to the Global DVD ...........................7
284-EN Rotary Volunteers Registration Form ............................... 11
300-MU 地区ロータリー財団委員会要覧CD ................................................6
318-MU ロータリー財団マーク入りポスター .............................................12
329-MU ポリオにうち克つ ..............................................................................14
363-JA ロータリーのいろは ............................................................................3
382-EN Donor Advised Fund Leaflet ..................................................13
414-JA 新会員のためのオリエンテーション：クラブの手引き ................4
416-JA 小規模クラブ会員増加の表彰...........................................................5
417-JA 会員増強推進用手引き ......................................................................4
419-JA ロータリー大要（ロータリーとは） ...................................................9
421-JA RI会員増強推進計画の表彰：地区ガバナー提出書式 ................5
422-JA RI会員増強推進計画の表彰：クラブ提出書式 ..............................5
423-JA 会員候補者のための情報キット .......................................................5
425-JA 新会員情報プログラムの計画 ...........................................................4
426-JA 新会員のための情報キット ...............................................................5
427-DVD-MU 会員増強ビデオセット ........................................................................7
431-JA  国際ロータリーのロータリー財団の教育プログラム： 

平和、親善、理解を目指した50年 ................................................13
438-MU 地区ロータリー財団セミナーの手引きCD ....................................6
449-DVD-MU ロータリーとは .....................................................................................7
501-R 写真で見るロータリー2005年 ........................................................8
515-JA メディア危機対策プラン ....................................................................9 
547-JA RI視覚的イメージのための手引き ...................................................4
562-JA ローターアクト必携 ..........................................................................10
595-JA ロータリーの基本知識 .......................................................................5
600-JA インターアクト・パンフレット ............................................................9
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603-EN Tell Children Your Rotary Story ...........................................15
605-JA 活動する地域社会／地域社会の調査法の紹介............................9
606-MU ロータリー100周年記念ポスター ................................................15
607-JA 人類のために活動しますV ................................................................9
608-EN Humanity in Motion Ⅲ：“Best of” Collection .....................9
609-EN Humanity in Motion Ⅱ .................................................................9
610-JA ロータリー平和センター・パンフレットとポスター...................14
612-JA 人類のために活動しますⅣ ...............................................................9
613-JA あなたもロータリーと始めませんかカード ....................................5
614-JA あなたもロータリーと始めませんか絵葉書 ...................................5
616-JA 国際奉仕プロジェクト・パンフレット ...........................................10
635-MU ロータリー青少年指導者養成プログラム・ポスター ................10
636-JA ロータリー青少年指導者養成プログラム・パンフレット .........10
639-MU インターアクト・ポスター ................................................................10
650-DVD-JA インターアクト：違いをもたらそうDVD..........................................7
654-JA インターアクト要覧 ...........................................................................10
659-JA インターアクト会員証 ......................................................................10
663-JA ローターアクト・パンフレット ........................................................10
665-JA ローターアクト会員証 ......................................................................10
694-JA ロータリー青少年指導者養成プログラム指針 ..........................10
695-JA ロータリー青少年指導者養成セミナー修了証書 ......................10
719-DVD-MU 2011年ニューオーリンズ国際大会推進DVD ...............................7
729-JA ロータリー親睦活動要覧 ................................................................ 11
742-JA 世界社会奉仕要覧：行動への指針 ............................................... 11
746-JA 青少年交換要覧 ................................................................................12
747-10JA 2010-11年度青少年交換修了証書 ..............................................12
749-JA ホストファミリーの手引き .............................................................. 11
750-MU 青少年交換絵葉書 ............................................................................12
751-MU 青少年交換ポスター ........................................................................12
752-JA 交換学生の手引き ............................................................................ 11
755-JA 長期青少年交換パンフレット ........................................................ 11
756-JA 短期青少年交換パンフレット ........................................................ 11
757-JA 家庭および地域社会奉仕賞 ..............................................................9
760-JA 新世代交換パンフレット ................................................................. 11
761-JA 長期青少年交換プログラム申請書 ............................................... 11
763-JA 短期青少年交換プログラム申請書 ............................................... 11
769-EN Rotary Community Corps Organization Form ..............10
770-EN Rotary Community Corps Handbook ...............................10
775-JA  虐待とハラスメント防止に関する研修の手引き 

および研修リーダー用手引き ...........................................................9
779-EN Rotary Community Corps Brochure..................................10
780-EN Rotary Community Corps: Changing Lives, 
 Shaping the Future  ...................................................................10
800-JA 地区大会の手引き ...............................................................................6
808-JA 新クラブを結成する ............................................................................5
821-EN RI Postcard ........................................................................................4
828-JA 地区協議会指導者用手引き ..............................................................6
829-DVD 平和はきっとかなう：国際問題研究のための
 ロータリー・センターDVD  ...............................................................7
830-DVD-JA 平和を構築するDVD ..........................................................................7
870-DVD Rotary in Canada: 100 Years DVD .........................................8
900-10JA 会長賞要項（2010-11年度） ...........................................................3
901-JA RI会員増強・拡大賞 ............................................................................5
907-EN   Sources of International and Intrastate Conflict  

and Possibilities for Resolution in This Decade  .........14
908-EN  From Conflict to Peace: What Lessons Might  

We Learn from Episodes of Successful Resolution  
of Conflict? .....................................................................................14

909-EN  Peace-Building and Security in the Twenty-first  
Century  ...........................................................................................14

910-10MU 2010-11年度RIテーマの葉書 ...........................................................3

912-JA 奉仕の一世紀：国際ロータリー物語（ペーパーバック） ..............3
913   奉仕の一世紀：国際ロータリー物語（ハードカバー） ..................3
913-ENR  Century of Service: The Story of Rotary 

International, A（CD） .....................................................................3
914-EN Paul Harris and His Successors ...........................................15
915 奉仕の一世紀：国際ロータリー物語（革装丁）.............................3
918-EN Peregrinations Ⅲ ............................................................................3
920-MU 世界各地のロータリー・プロジェクトの映像 .................................9
922-EN My Road to Rotary ........................................................................3
925-JA 過ぎし時に敬意を表して：ポール・ハリス語録 .............................3
956-MU 毎年あなたも100ドルを財団の友会員バッジ･ステッカー  .....12
957-JA 毎年あなたも100ドルを［パンフレット］ .....................................12
958-JA 毎年あなたも100ドルを［クラブ・サクセス・キット］ ................12
959-JA 毎年あなたも100ドルを［ポスター］ ............................................12
961-JA 2010-11年End Polio Nowカレンダー ......................................15
975-EN Remarkable Mr. Harris, The ......................................................3
976-EN Amazing Stories of Polio! ........................................................14
977-DVD-EN Bill Gates Announcement DVD ................................................7
978-DVD-MU 毎年あなたも100ドルを［DVD］ ......................................................7
979-JA End Polio Now葉書  .....................................................................14
980-MU ロータリー・グリーティング・カード ...............................................4
983-MUP End Polio Nowグリーティングカード .......................................14
985-DVD ロータリーの２億ドルのチャレンジDVD .......................................8
986-JA ロータリーの２億ドルのチャレンジ・パンフレット ....................15
987-JA ロータリーの２億ドルのチャレンジ・ポスター ...........................15
988-MUP End Polio Nowピン .......................................................................14
989-ENP End Polio Nowポップアップボックス ........................................14
998-EN-CND TRF-DIRECT Donations Brochure（Canada） ..................13
998-EN-US TRF-DIRECT Donations Brochure（USA） ........................13
PHF-EN Paul Harris Fellow Medallion ..................................................13
PHOTOS1 写真で見るロータリー2006年 ........................................................8
PHOTOS4 写真で見るロータリー2007年 .........................................................8
RVM4.1 RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン 4.1 ..................................8
RVM4.2 RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン 4.2 .................................8
RVM4.3 RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン 4.3 .................................8
RVM5.1 RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン 5.1 ..................................8
RVM5.2 RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン 5.2 .................................8
RVM5.3 RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン 5.3 .................................8
RVM0506 RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン第１巻（第１～３号） ......8
RVM0607 RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン第２巻（第１～３号） .....8
RVM0708 RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン第３巻（第１～３号） .....8
RVM0809 RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン第４巻（第１～３号） .....8
RVM0910 RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン第５巻（第１～３号） .....8
SPEECHES6 2010年国際協議会講演集DVD .....................................................7
SPEECHES7 2010 Montréal Convention Speeches DVD ......................7

品目別索引
2009-10年度国際ロータリーとロータリー財団の年次報告（187-JA） .........3
2010 Montréal Convention Speeches DVD（SPEECHES7） .................7
2010-11年度End Polio Nowカレンダー（961-JA） ........................................15
2010-11年度RIカタログ（019-JA） .........................................................................3
2010-11年度RIテーマの葉書（910-10MU） .........................................................3
2010-11年度RIテーマ・ロゴのCD（239-10MU） ...............................................3
2010-11年度青少年交換修了証書（747-10JA） ...............................................12
2010年国際協議会講演集DVD（SPEECHES6） ................................................7
2011年ニューオーリンズ国際大会推進DVD（719-DVD-MU） .......................7
Amazing Stories of Polio!（976-EN） ............................................................14
Ambassadorial Scholarships Poster（072-EN） ......................................13
Bill Gates Announcement DVD（977-DVD-EN） .........................................7
Certificate of Appreciation（022-EN） ............................................................4 
Convention Proceedings（032-10EN） ............................................................3
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Disaster Relief and Recovery Resource List for  
Rotary Clubs（ウェブのみ） ................................................................................ 11

Donations-in-Kind Organizations List（ウェブのみ） ................................ 11
Donor Advised Fund Leaflet（382-EN） ......................................................13
Effective Public Relations: A Guide for Rotary Clubs（257-EN） .......9
End Polio Now絵葉書（979-JA） .......................................................................14
End Polio Nowグリーティング・カード（983-MUP） .....................................14
End Polio Nowピン（988-MUP） .......................................................................14
End Polio Nowポップアップボックス（989-ENP） .........................................14
From Conflict to Peace: What Lessons Might We Learn from 

Episodes of Successful Resolution of Conflict?（908-EN） ..........14
Gifts of Life Insurance（152-EN） ...................................................................13
Group Study Exchange Poster（073-EN） .................................................13
Group Study Exchange Vocational Poster（077-EN） ..........................14
Humanity in Motion II（609-EN） .......................................................................9
Humanity in Motion III: “Best of” Collection（608-EN） ..........................9
Life Income Gifts（109-EN） ..............................................................................13
Meeting Kit Folder（006-EN） .............................................................................4
Memorial Envelopes（for Canada）（112-EN） ............................................12
Memorial Envelopes（for USA）（111-EN）..................................................12
Multiple Donor Envelope（096-EN） .............................................................12
Multiple Donor Form（094-EN）......................................................................12
My Road to Rotary（922-EN） .............................................................................3
Official Directory（CD）（007-ENC） ....................................................................4
Official Directory（冊子とCD）（007-ENB） .......................................................4
Official Directory（冊子）（007-ENP） ..................................................................4
Paul Harris and His Successors（914-EN） ...............................................15
Paul Harris Fellow Medallion（PHF-EN） ......................................................13
Peace-Building and Security in the  

Twenty-first Century（909-EN） ..................................................................14
Peregrinations III（918-EN） ..................................................................................3
ProjectLINK Reporting Form（ウェブのみ） .................................................. 11
ProjectLINK Submission Form:  

Project Seeking Support（ウェブのみ） .................................................... 11
ProjectLINK モデルプロジェクト提出書式（ウェブのみ） ............................... 11
ProjectLINK（ウェブのみ） ..................................................................................... 11
Publicly Traded Securities（175-EN） ...........................................................13
Remarkable Mr. Harris, The（975-EN） ...........................................................3
RI Certificate Holder（224-EN） .........................................................................4
RI Postcard（821-EN） .............................................................................................4
RI会員増強・拡大賞（901-JA） .................................................................................5
RI会員増強推進計画の表彰：地区ガバナー提出書式（421-JA）......................5
RI視覚的イメージのための手引き（547-JA）.........................................................4
Rotary and the United Nations: Connecting the Local to  

the Global DVD（266-DVD-MU） ....................................................................7
Rotary Community Corps Brochure（779-EN） .....................................10
Rotary Community Corps Handbook（770-EN） ...................................10
Rotary Community Corps Organization Form（769-EN） ..................10
Rotary Community Corps: Changing Lives,  

Shaping the Future（780-EN） .....................................................................10
Rotary Foundation Contribution Envelope, The（Canada） 
 （095-EN-CAN） ....................................................................................................12
Rotary Foundation Contribution Envelope, The（USA）
 （095-EN-US） ......................................................................................................12
Rotary Foundation Pooled Income Fund, The（154-EN） ..................14
Rotary in Canada: 100 Years DVD（870-DVD） ..........................................8
Rotary Leader（ウェブのみ） ...................................................................................3
Rotary Volunteers Registration Form（284-EN） ................................... 11
Rotary Volunteers Resource List（ウェブのみ） ......................................... 11
Rotary Volunteers Service Report Form（ウェブのみ）.......................... 11
RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン 4.1（RVM4.1） ......................................8

RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン 4.2（RVM4.2）.....................................8
RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン 4.3（RVM4.3） .....................................8
RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン 5.1（RVM5.1） ......................................8
RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン 5.2（RVM5.2） .....................................8
RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジン 5.3（RVM5.3） .....................................8
RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジンDVD 

第１巻（第１～３号）（RVM0506） .........................................................................8
RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジンDVD 

第２巻（第１～３号）（RVM0607） .........................................................................8
RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジンDVD 

第３巻（第１～３号）（RVM0708） .........................................................................8
RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジンDVD 

第４巻（第１～３号）（RVM0809） .........................................................................8
RVM：ロータリアン・ビデオ・マガジンDVD 

第５巻（第１～３号）（RVM0910）..........................................................................8
RI会員増強推進計画の表彰：クラブ提出書式（422-JA） ...................................5
Securing the Future: Your Bequest to  

The Rotary Foundation（183-EN） ..............................................................13
Songs for the Rotary Club: Lyrics Book（031-EN） ...............................15
Songs for the Rotary Club: Words and Music（033-EN） .....................3
Sources of International and Intrastate Conflict and  

Possibilities for Resolution in This Decade（907-EN） .....................14
Tell Children Your Rotary Story（603-EN） ...............................................15
The Rotarian ...............................................................................................................3
TRF Global Contribution Form（123-EN） ..................................................13
TRF-DIRECT Donations Brochure（Canada）（998-EN-CND） .........13
TRF-DIRECT Donations Brochure（USA）（998-EN-US） ...................13
あなたもロータリーと始めませんか絵葉書（614-JA） ........................................5
あなたもロータリーと始めませんかカード、名刺サイズ（613-JA） ..................5
遺贈友の会への入会ご案内（097-JA） .................................................................13
遺贈友の会申込書（098-JA） ....................................................................................3
今すぐ声をかけよう推進用ポスター（ウェブのみ） ................................................5
インターアクト会員証（659-JA） ...........................................................................10
インターアクト・クラブ認定申請書式（ウェブのみ） ..............................................9
インターアクト顧問教諭のための指針（ウェブのみ）..........................................10
インターアクト：違いをもたらそうDVD（650-DVD） ..........................................7
インターアクトに関する方針声明（ウェブのみ） ...................................................10
インターアクト・パンフレット（600-JA） .................................................................9
インターアクト・ポスター（639-MU） ...................................................................10
インターアクト要覧（654-JA） ...............................................................................10
会員候補者のための情報キット（423-JA） ............................................................5
会員情報報告書式（ウェブのみ） ................................................................................4
会員増強推進用手引き（417-JA） ............................................................................4
会員増強ビデオDVDセット（427-DVD-MU） ......................................................7
会員増強の地域別補足資料（ウェブのみ） ..............................................................4
会長エレクト研修セミナー指導者用手引き（243-JA） .......................................7
会長賞要項（2010-11年度）（900-10JA） .............................................................3
活動する地域社会／地域社会の調査法の紹介（605-JA） ................................9
家庭および地域社会奉仕賞（757-JA） ...................................................................9
ガバナー補佐要覧（244-JA） ....................................................................................5
ガバナー補佐要覧（244-JA）未来の夢に関する補遺（ウェブのみ） ................5
虐待とハラスメント防止に関する研修の手引きおよび 

研修リーダー用手引き（775-JA） .........................................................................9
クラブ会計要覧（220-JA） .........................................................................................6
クラブ会長要覧（222-JA） .........................................................................................5
クラブ幹事要覧（229-JA） ........................................................................................6
クラブ管理運営委員会の手引き（226A-JA） ........................................................5
クラブ広報委員会の手引き（226C-JA） ................................................................5
クラブ会員増強委員会の手引き（226B-JA） ........................................................5
クラブ評価ツール（ウェブのみ） .................................................................................4
クラブ奉仕プロジェクト委員会の手引き（226D-JA）.........................................6
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クラブ役員キット（225-JA） ......................................................................................5
クラブ用パンフレットのキット（ウェブのみ） ..........................................................4
クラブ・リーダーシップ・プラン（245-JA） .............................................................3
クラブ・ロータリー財団委員会の手引き（226E-JA） ..........................................5
研究グループ交換チームの手引き（164-JA） .....................................................14
研究グループ交換チームメンバー参加申請書（161-JA） .................................14
研究グループ交換チームリーダー参加申請書（260-JA） ................................14
研究グループ交換パンフレット（160-JA） .............................................................3
現物拠出の概要資料（ウェブのみ） ........................................................................ 11
交換学生の手引き（752-JA） ................................................................................. 11
国際親善奨学金申請書（ウェブのみ） .......................................................................3
国際親善奨学金パンフレット（132-JA） ..............................................................13
国際奉仕プロジェクト・パンフレット（616-JA） ................................................10 
国際ロータリーのロータリー財団の教育プログラム： 

平和、親善、理解を目指した50年（431-JA） ..................................................13
指導力育成：プログラムを始めるための手引き（250-JA） ................................7
写真で見るロータリー 2005年（501-R） ..............................................................8
写真で見るロータリー2006年（PHOTOS1） ........................................................8
写真で見るロータリー2007年（PHOTOS4） ........................................................8
祝御入会ビデオ（ウェブのみ） ....................................................................................7
祝御入会フォルダー（265-MU） ...............................................................................4
小規模クラブ会員増加の表彰（416-JA） ................................................................5
職業奉仕入門（255-JA） .........................................................................................12
新会員推薦と維持のRI表彰（ウェブのみ）...............................................................5
新会員の推薦はいかにするか（254-JA） ...............................................................4
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） ......................4
新会員のための情報キット（426-JA） ....................................................................5
新クラブを結成する（808-JA） .................................................................................5
新会員情報プログラムの計画（425-JA） ...............................................................4
新世代交換パンフレット（760-JA） ...................................................................... 11
人道的補助金推進の指針（ウェブのみ） ..................................................................9
人類のために活動しますⅤ（607-JA） .....................................................................9
人類のために活動しますⅣ（612-JA） .....................................................................9
推奨ロータリー・クラブ細則（ウェブのみ）..............................................................4
過ぎし時に敬意を表して：ポール・ハリス語録（925-JA） ..................................3
青少年交換絵葉書（750-MU） ..............................................................................12
青少年交換パンフレット（755-JA） ...................................................................... 11
青少年交換ポスター（751-MU） ............................................................................12
青少年交換要覧（746-JA） .....................................................................................12
世界各地のロータリー・プロジェクトの映像（920-MU） ....................................9
短期青少年交換（パンフレット）（756-JA） .......................................................... 11
世界社会奉仕送金書式（ウェブのみ） ......................................................................1
世界社会奉仕要覧：行動への指針（742-JA） .................................................... 11
世界ネットワーク活動グループ名簿（ウェブのみ） ..............................................10
短期青少年交換（パンフレット）（756-JA） .......................................................... 11
短期青少年交換プログラム申請書（763-JA） .................................................... 11
地区委員会手引き（249-JA） ....................................................................................6
地区委員会の手引き（249-JA）の未来の夢に関する補遺（ウェブのみ） ........6
地区会員増強セミナー指導者用手引き（242-JA） ...............................................6
地区ガバナー要覧（ウェブのみ） ................................................................................6
地区協議会指導者用手引き（828-JA） ...................................................................6
地区研修の手引き（246-JA） ....................................................................................7
地区研修の手引き（246-JA）の未来の夢に関する補遺（ウェブのみ） ............7
地区財務委員会の手引き（ウェブのみ） ...................................................................6
地区指導者育成セミナー研修リーダー用手引き（248-JA） ..............................6
地区大会の手引き（800-JA） ....................................................................................6
地区チーム研修セミナー指導者用手引き（247-JA） ...........................................6
地区補助金管理のベストプラクティス（ウェブのみ） ..........................................14
地区補助金ポスター（162-JA） ..............................................................................14
地区ローターアクト指導者の手引き（ウェブのみ）..............................................10
地区ロータリー財団委員会要覧CD（300-MU） ..................................................6

地区ロータリー財団セミナーの手引きCD（438-MU） .......................................6
長期計画立案の手引き（ウェブのみ） .......................................................................4
長期青少年交換プログラム申請書（761-JA） ..................................................... 11
手続要覧（CD）（035-ENR） ......................................................................................3
手続要覧（冊子）（035-JA） ........................................................................................3
手続要覧（冊子と英語CD）（035-ENB） .................................................................3
標準インターアクト・クラブ定款・細則（ウェブのみ） ........................................10
標準ローターアクト・クラブ定款・細則（ウェブのみ） ........................................10
標準ロータリー・クラブ定款（ウェブのみ） .............................................................4
二つのニーズに応える、二つの寄付方法（173-JA） ..........................................12 
平和はきっとかなう： 

国際問題研究のためのロータリー・センターDVD（829-DVD） .................７
平和を構築する（830-DVD） ..................................................................................７
ベネファクター寄付誓約書（149-JA）..................................................................13
奉仕の一世紀：国際ロータリー物語（CD）（913-ENR） ......................................3
奉仕の一世紀：国際ロータリー物語（ハードカバー）（913-JA） ........................3
奉仕の一世紀：国際ロータリー物語（皮革装丁）（915-JA） ..............................3
奉仕の一世紀：国際ロータリー物語（ペーパーバック）（912-JA） .....................3
ポール・ハリス・ソサエティ［パンフレット］（099-JA） .......................................13
補助金管理セミナー指導者用手引き（ウェブのみ）...............................................7
補助金管理の手引き（ウェブのみ） ............................................................................6
ホストファミリーの手引き（749-JA） .................................................................... 11
ポリオにうち克つ（329-MU） .................................................................................14
ポリオ・プラス・ヘッドライナー・キット（ウェブのみ） ............................................9
毎年あなたも100ドルをDVD（978-DVD-MU） ................................................７
毎年あなたも100ドルを［クラブ・サクセス・キット］（958-JA） .....................12
毎年あなたも100ドルを財団の友会員バッジ･ステッカー（956-MU） .........12
毎年あなたも100ドルを［ポスター］（959-JA） ..................................................12
毎年あなたも100ドルを［パンフレット］（957-JA） ...........................................12
マッチング・グラント申請書（ウェブのみ） ............................................................14
マッチング・グラントの手引き（144-JA） ............................................................14
マッチング・グラント・ポスター（143-JA） ..........................................................14
未来の夢計画概要Ｅラーニング・モジュール（ウェブのみ） .................................7
未来の夢計画：試験地区と非試験地区との協力について（ウェブのみ） .......12
未来の夢計画に関する会長エレクト研修セミナー 

指導者用手引き（243-JA）補遺（ウェブのみ） .................................................７
未来の夢計画に関するクラブ・ロータリー財団委員会の手引き（226-JA） 

補遺（ウェブのみ） ......................................................................................................6
未来の夢計画に関する地区ガバナー要覧（ウェブのみ） 

補遺（ウェブのみ） ......................................................................................................6
未来の夢計画に関する地区協議会指導者用手引き（828-JA） 

補遺（ウェブのみ） ......................................................................................................6
未来の夢計画に関する地区指導者育成セミナー 

研修リーダー用手引き（248-JA）補遺（ウェブのみ） .......................................6
未来の夢計画に関する地区ロータリー財団委員会要覧（300-MU） 

補遺（ウェブのみ） ......................................................................................................6
未来の夢計画に関する地区ロータリー財団セミナーの手引き（438-MU） 

補遺（ウェブのみ） ......................................................................................................6
未来の夢計画に関する地区チーム研修セミナー指導者用手引き（247-JA） 

補遺（ウェブのみ） ......................................................................................................7
未来の夢に関するクラブ会長要覧（222-JA）補遺（ウェブのみ） .....................5
未来の夢パンフレット（003-JA） ..........................................................................12
メディア危機対策プラン（515-JA） ..........................................................................9 
リコネクションズ（ウェブのみ）................................................................................13
ローターアクト・クラブ会員証（665-JA） ............................................................10
ローターアクト・クラブ組織体一覧表（ウェブのみ） ...........................................10
ローターアクト・クラブのための2010-11年度会長賞（ウェブのみ） ..............10
ローターアクトに関する方針声明（ウェブのみ） ..................................................10
ローターアクト・パンフレット（663-JA） .............................................................10
ローターアクト必携（562-JA） ...............................................................................10
ロータリアン行動グループ案内資料（ウェブのみ） .............................................10 



20 shop.rotary.org

国際ロータリーをオンラインで紹介

ようこそ！ まずは概要のビデオを 
ご覧ください。

ロータリーの基本知識

オンラインで登場

➤ ビデオを見る

➤ スライドショーを見る

➤  クリック１回で参加しよう

➤  国際ロータリーに関する
オンライン・ガイド

➤  冊子版もお買い求めいただけます
595, $0.75）www.rotary.org/ja/rotarybasics

ロータリアンの職業宣言（200-JA） .....................................................................12
ロータリアンのための奨学金の手引き：国際親善奨学金（ウェブのみ） .......13
ロータリアンのためのプログラムの手引き： 

研究グループ交換（165-JA） ...............................................................................13
ロータリアンのためのプログラムの手引き： 

研究グループ交換CD（165-CD-MU） ..............................................................13
ロータリアンのためのプログラム手引き： 

ロータリー平和センター・プログラム（085-JA） ............................................14
ロータリー徽章、各種マーク（240-MU） ...............................................................4
ロータリー・グリーティング・カード（980-MU） ..................................................4
ロータリー財団携帯用カード（159-JA） ..............................................................12
ロータリー財団申請手続早見用手引き（219-JA） ............................................12
ロータリー財団2010-11年度目標（208-JA） ....................................................12
ロータリー財団マーク入りポスター（318-MU） .................................................12
ロータリー章典（016-JA） ..........................................................................................4 
ロータリー情報資料集（ウェブのみ） ........................................................................9
ロータリー親睦活動案内資料（ウェブのみ） ........................................................ 11
ロータリー親睦活動要覧（729-JA）..................................................................... 11
ロータリー青少年指導者養成プログラム・ポスター（635-MU） ...................10
ロータリー青少年指導者養成セミナー修了証書（695-JA） ...........................10
ロータリー青少年指導者養成プログラム指針（694-JA） ...............................10
ロータリー青少年指導者養成プログラム・パンフレット（636-JA） ..............10
ロータリー大要（ロータリーとは）（419-JA） .........................................................9
ロータリーとは（001-JA） ..........................................................................................9 
ロータリーとは（449-DVD-MU） ............................................................................7
ロータリーの２億ドルのチャレンジ（985-DVD） ..................................................8
ロータリーの２億ドルのチャレンジ・パンフレット（986-JA） .........................15
ロータリーの２億ドルのチャレンジ・ポスター（987-JA） ................................15
ロータリーの遺産コレクションDVD（020-DVD-MU） ......................................8

ロータリーのいろは（363-JA） .................................................................................3
ロータリーの基本知識（595-JA） ............................................................................9
ロータリーの賛歌（030-MU） ..................................................................................8
ロータリー100周年記念ポスター（606-MU） ...................................................15
ロータリー・フォトライブラリ（ウェブのみ） .............................................................8
ロータリー平和センター学友パンフレット（092-JA） ......................................14
ロータリー平和センター・パンフレットとポスター（610-JA） ........................14
ロータリー平和フェローシップ申請書（083-JA） .............................................14
ロータリー平和フェローシップ・パンフレット（084-JA） ................................14
ロータリー・ボランティア・データベース（ウェブのみ） ...................................... 11
ロータリー・ボランティア要覧（263-JA） ............................................................ 11
ロータリー友情交換の手引き（ウェブのみ） ......................................................... 11
ロータリー・ロゴのCD（234-MU） ..........................................................................4
ロータリーを選んだのはなぜですか（Why Rotary?） 

ビデオ（ウェブのみ） ................................................................................................7
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a. 奉仕の一世紀：国際ロータリー物語 912-JA $15
ロータリーの歴史をつづった人気の本がペーパーバックでお求めいただける
ようになりました。2005-06年度RI会長のグレン E. エステス氏による前書
きが含まれています。日本語版のほかに、英語版とスペイン語版があります。
ハードカバー版（913-JA $15）および皮革装丁版（915-JA $25）もあります。

b. 過ぎし時に敬意を表して：ポール・ハリス語録 925-JA $6
ロータリーの創始者の感動的なメッセージを引用し、クラブのニュースレタ
ー、スピーチ、ウェブサイトなどをの効果を高めましょう。主題ごとにまとめ
られています。

c. My Road to Rotary（ロータリーへの私の道）922-EN $10
米国バーモント州の農村で育った子供時代から、1905年のロータリーの創
立、そしてシカゴ郊外の自宅「カムリー・バンク」での引退生活まで、ポール・
ハリスの足跡をたどります。 

d. ロータリーの遺産コレクションDVD 020-MU $15
「ポール・ハリス・ライブ1942」が収められた、歴史的ビデオのコレクショ
ン。その他の内容：ロータリーの沿革、ポール・ハリスの行動と理想、大いな
る冒険。再生時間合計57分。

e. NEW The Remarkable Mr. Harris
（傑出の人、ポール・ハリス）975-EN $0.75

ロータリー創始者の生涯と時代をつづった16ページにわたる写真入りの伝
記。大量購入割引あり。 

歴史

過ぎし日に敬意を表して

d

a

e

c

b

公共イメージと認知度の向上
（RI長期計画）

ウェブサイトで

ポリオ 平和
青少年

公共イメージ リーダーシップ
会員増強奉仕と親睦

RVM

Googleブックス 
rotary.org/rotarian

「ザ・ロータリアン」誌を1911年までさかのぼって閲覧できます。

ロータリーの年表  
rotary.org/history
ロータリーの歴史をたどりましょう。

ポール・ハリスの生涯 
rotary.org/history
歴史的ビデオ、録音、写真を通じて、ロータリー創始者の生涯
を振り返ります。

歴史

http://www.rotary.org/en/Pages/ridefault.aspx
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=248
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=290
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=368
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=79&products_id=510
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=368
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=248
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=290
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=79&products_id=510
http://www.rotary.org/rotarian
http://www.rotary.org/history
http://www.rotary.org/history
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a

リーダーシップ
a. 指導力育成：プログラムを始めるための手引き 

250-JA 無料
クラブの指導者育成プログラムを立ち上げるための指針と
リソースが紹介されています。

b. クラブ・リーダーシップ・プラン 245-JA 無料
世界中でロータリー・クラブの強化に活用されているリー
ダーシップ・プランの実践法を説明。

c. クラブ役員キット 225-JA $10
世界中でロータリー・クラブの強化に活用されているリー
ダーシップ・プランの実践法を説明。

● クラブ会長要覧 222-JA $3
● クラブ幹事要覧 229-JA $3
● クラブ会計要覧 220-JA $3
● クラブ管理運営委員会の手引き 226A-JA $1
● クラブ会員増強委員会の手引き 226B-JA $1
● クラブ広報委員会の手引き 226C-JA $1
●  クラブ奉仕プロジェクト委員会の手引き 

226D-JA $1
●  クラブ・ロータリー財団委員会の手引き 

226E-JA 無料

b

c

ウェブサイトで

Rotary Leader（ロータリー・リーダー） 
rotary.org/ja/mediaandnews/newsletters/rotaryworld 
ロータリーの新しいオンラインの隔月刊ニュースレターを定期
受信してお読みください。  

Rotary Ｅラーニング・センター  
rotary.org/ja/elearning
未来の夢、会員アクセスなどについてもっと知りたいという方
は、このモジュールをご利用ください。

長期計画立案の手引き 
rotary.org/ja/strategicplan
クラブが長期計画を立てる際に役立つ資料をダウンロードし
てご利用ください。

クラブのサポートと強化
 （RI長期計画）

ポリオ 平和
青少年

公共イメージ
歴史

リーダーシップ
会員増強奉仕と親睦

RVM

http://shop.rotary.org/catalog/
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=36&products_id=460
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=395
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=124
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=124
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=36&products_id=460
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=395
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=417
http://rotary.org/ja/mediaandnews/newsletters/rotaryworld 
http://rotary.org/ja/elearning
http://rotary.org/ja/strategicplan
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d. 新会員のための情報キット 426-JA $5.50
クラブの新会員のための、RIとロータリー財団の基本情報
を満載した資料集。  
内容：「祝御入会」フォルダー（265-MU）、「ロータリーの
いろは」（363-JA）、「2010-11年度会長賞」（900-10JA）、 

「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）。

e. 会員候補者のための情報キット、423-JA $3.50
ロータリー、ロータリー財団、会員の責務について、会員候
補者が知っておくべき情報を提供。    
内容：「祝御入会」フォルダー（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）を配る。

f. 会員増強推進用手引き 
417-JA $3

会員の勧誘、維持、研修、入
会式のアイデアの手引き。
www.rotary.orgで補足資
料をご入手いただけます。

g.「あなたもロータリーと 
始めませんか」 
名刺サイズのカード 
613-JA $3

会員候補者を例会に招く際
に、色鮮やかな名刺サイズ
のカードをご活用ください。
20枚セット。 
同じタイプの絵葉書もあります。（614-JA 20枚セット $3）

h. 会員増強ビデオセット 427-DVD-MU $10
新会員用と会員候補者用のDVD２枚組。各DVDには、ロ
ータリーのビデオ（「祝御入会」、「人類のために活動しま
す」公共奉仕広告、RVM：ロータリアン･ビデオ･マガジンか
らの一コマなど）が複数収められています。 

a

g

g

h

会員増強

f

e

d

ウェブサイトで

ポリオ 平和
青少年

公共イメージ
歴史

リーダーシップ
奉仕と親睦

RVM

Rotary Minute 
rotary.org/rotaryminute（英語のみ）
ロータリーに対する理解をさらに深める60秒間。

ロータリーの基本知識 
rotary.org/ja/members/newmembers/rotarybasics
国際ロータリーをオンラインで紹介。

会員増強

http://www.rotary.org/en/Pages/ridefault.aspx
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=418
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=418
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=418
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=417
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=414
http://www.rotary.org
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=451
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=451
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=451
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=451
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=418
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=173
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=451
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=451
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=451
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=417
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=414
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=451
http://shop.rotary.org/catalog/product_info.php?cPath=37_38&products_id=451
http://www.rotary.org/rotaryminute
http://rotary.org/ja/members/newmembers/rotarybasics
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ロータリアン･ビデオ･マガジン 

普通の人々が一体となって、 
素晴らしいことを実現しています
ロータリアンが人々の人生を変えていく、 
その様子をRVM：ロータリアン・ビデオ・マガジンが伝えます

RVMコレクションの各巻は、ロータリーの人々、場所、プロジェク
トを描いた短編ドキュメンタリー全10本以上を収めた３枚組みの
DVDです。ロータリー・ビデオのコレクションを始めませんか。

a. NEW RVM:ロータリアン・ビデオ・マガジン
第５巻コレクション RVM0910 $30  

題名 場所 内容
よみがえる学校 スリランカ 災害救援、識字率向上
羽ばたけ　 
若きジャーナリスト 

フランス 職業研修

リオの小さな学校 ブラジル 識字率向上、青少年

ビトネ： 
芸術で手をつなごう

ウガンダ 識字率向上、青少年

新たな一歩へ カナダ 平和、青少年
ロータリーの物語： 
ムルジヤニ医師と 
トバコワラ氏 

インド 青少年

RYLA（仮題） オーストリア、米国 青少年
ローターアクト（仮題） アルゼンチン、 

ペルー、米国
青少年

レイ・クリンギンスミス 米国 RI会長紹介

a

ウェブサイトで

RVM:ロータリアン・ビデオ・マガジン  
rotary.org/ja/mediaandnews/multimedia/rvmvideo 
magazine

YouTube（ユーチューブ）
youtube.com/rotaryinternational
YouTubeのロータリーのチャンネルで、RVM：ロータリアン・
ビデオ・マガジンのビデオをご覧ください。

ポリオ 平和
青少年

公共イメージ
歴史

リーダーシップ
会員増強奉仕と親睦

RVM

http://rotary.org/ja/mediaandnews/multimedia/rvmvideomagazine
http://rotary.org/ja/mediaandnews/multimedia/rvmvideomagazine
http://www.youtube.com/rotaryinternational
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RVM：ロータリアン・ 
ビデオ・マガジン 

第４巻コレクション 
RVM0809 $30 

RVM：ロータリアン・ 
ビデオ・マガジン 

第２巻コレクション 
RVM0607 $30 

RVM：ロータリアン・ 
ビデオ・マガジン 

第３巻コレクション 
RVM0708 $30 

題名 場所 内容
ロータリー物語： 
ギルバート・メンデス・ 
オリベイラさんの場合 

ブラジル 人物紹介、職業奉仕

デッカイことをしよう 米国 青少年、障害
地元地域の再建に 
身を捧げるロータリアン

米国 災害救援

隔たりを縮めるために 全世界 青少年

土台から造ろう 米国 青少年、職業研修
友情、ネットワーク、 
コミュニティー

米国 職業研修、歴史

モンゴルの子供たちに 
心臓手術を

韓国、モンゴル 保健

ポリオ撲滅を支える人々の努力 インド、ネパール ポリオ

希望の種を播く 韓国、モンゴル 地域社会奉仕
ロータリーにおける女性会員 米国 歴史
ジョン・ケニー： 
その庶民的な人柄

スコットランド RI会長紹介

題名 場所 内容
成長するコミュニティー： 
農村から子供たちにミルクを

ルーマニア 飢餓、協力関係

特集：ソウル･オブ･アフリカ 南アフリカ 保健、協力関係
マルメ・コペンハーゲン 
国際大会の子

デンマーク、 
スウェーデン

RI国際大会

最後の砦：インドのポリオ インド ポリオ
サクセスストーリー インド 歴史、ポリオ 
歩けるようになるまで インド ポリオ
懸け橋 ボスニア 地域社会奉仕、平和
命の贈り物 イラク、米国 保健

マイラ・クスト： 
ローター青少年交換物語

ボスニア 青少年交換

少しずつ：ホンジュラスの 
マイクロクレジット

ホンジュラス 職業奉仕

ロッキー・マウンテン・ 
ランデブー

米国 RI国際大会

RVM：ロータリアン・ 
ビデオ・マガジン 

第１巻コレクション 
RVM0506 $30

題名 場所 内容
特集：戦後の負傷者： 
地雷犠牲者に援助を

ボスニア 保健、平和

津波の後 タイ 災害救援
ナイル川のほとりの女性たち エジプト 識字率向上、職業奉仕
シェルター・ボックス・ 
プロジェクト

英国 災害救援

ロータリー物語： 
ドリサ・シモンズさんの場合

ニカラグア、
米国

学友、人物紹介 

ギア・プロジェクトに励む 
中学生たち

米国 地域社会奉仕、 
識字率向上

ロシア孤児のための 
歯科クリニック

ロシア 保健、職業奉仕 

むずかしい選択 ニジェール 飢餓、貧困
ロータリアン、ただ今活動中 メキシコ、米国 地域社会奉仕
カール・ヴィルヘルム・ 
ステンハマーRI会長、 
任期を振り返る

スウェーデン RI会長紹介

題名 場所 内容
ロータリー、シェア、 
シュラムダーン

インド 水

すべての努力が実るとき ガーナ、 
リベリア、米国

協力関係

Whatever Happened to 
Polio?（ポリオ現状の展示）

米国 ポリオ

識字へのカギ ブラジル 識字率向上
少しの援助で 米国 地域社会奉仕、飢餓
ハートの支援者 チェコ共和国 職業研修

地雷生存者の物語： 
ミルゼダ・ゴベルジックさんの 
４年前と現在

ボスニア 保健、識字率向上

李東建RI会長： 
今、取り掛かるとき

韓国 RI会長紹介

飢餓・水・識字問題と 
ロータリー家族に関するビデオ

全世界 飢餓、水、識字率向上、 
ロータリー家族

http://www.rotary.org/en/Pages/ridefault.aspx


One Rotary Center

1560 Sherman Avenue

Evanston, IL 60201-3698 USA

www.rotary.org
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