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2015-17 年度国際ロータリー革新性と柔軟性
のあるクラブ試験的プログラムの指針

革新性と柔軟性のあるロータリークラブは、
「楽しい」 「ダイナミック」 「快 活」 「寛容」
「 新たらしいことに挑戦する」 「積極的」 「会
員主導」 「結果重視」 「意欲を刺激する」 「人
と人とつながりを広げる」といった言葉で形容

されます。



このようなクラ ブは、会員基盤を発展させ、
多くの人道的奉仕を行い、クラブに対する公
共イ メージと認識を高めることができます。

「革新性と柔軟性のあるロータリークラブ試
験的プログラム」に関する以下の指針には、
本プログラムの目的、試験結果の証明と評
価基準、実施プラン、参加資格、選出手続、
参加条件、よくある質問とその答えが含まれ

ています。



プログラムの目的

• これまでにロータリーが実施したアンケートと
フォーカスグループ（座談会）を通じて、会員
候補者や若年層の会員より、クラブに入会、
または留まることがで きるような柔軟なクラブ
運営を求める声が挙がっています。



「革新性と柔軟性のあるロータリー
クラブ試験的プログラム」は、会員と

地域のニーズに適った
運営方法を、クラブが独自に決定で

きるようにするものです。
クラブは、以下の項目を試験的に
取り入れることが奨励されています。



パイロットクラブとしての運営

• 例会の異なる実施方法や内容

• 月一回の定例例会と月一回のロータリー研修会
開催、奉仕活動は必要に応じて随時

• クラブのリーダーや監督の改善

• 今までのマンネリ化を見直す

• 会員や地域のニーズに適った創造的な会員資格と
要件

• 例会数が減ったことにより出席可能な文化人 芸能
人 スポーツ選手にも入会を勧める

• 例会の出席率から会員の参加へと焦点を移す



パイロットクラブの利点

• 出席率を問われていないので、自由に参加できる

• 参加クラブは標準ロータリークラブ定款とロータリー
クラブ細則に変更を加える ことが認められますが、
RI 人頭分担金の要件は変更できません。

• 本プログラムは、参加クラブから報告される関連デ
ータを、2019 年規定審議会に提出する制定案に
反映させることを意図しています。

• しかしながら、この試験的プログラムが評価され
2016規定審議会にて概ね圧倒的多数で可決されま
した。



パイロットクラブの責務

• 2015-1６ 年度RI 革新性と柔軟性のあるクラブ試験
的プログラムの指針（2015 年 1 月）

• 試験結果の証明と評価基準

• 参加クラブは以下の項目における成果を実証する
こととなります。

• 以下の項目における増加または向上 ：

• リーダーおよびクラブ運営の効果

• 向上している

• 会員の満足度と参加度

• 満足度向上



堺フェニックスRCの現状

• 会員数 28人から現在39人 次年度は7月に85
名になる予定

• 会員の勧誘 会員が進んで勧誘している

• 新会員および現会員の維持

• 維持でき増強は極めて良好である

• 会員の多様性（性別、年齢、民族、職業分類）

• 女性会員４０％ 年齢は20代から７０代

• まで均等である

• 国籍は 日本 中国 韓国 内モンゴル



パイロットクラブの現状

• クラブと地域社会の相互関係

堺市ならびに近隣の市町村とは

極めて協力的な関係にある

• ロータリー財団に対する支援（プログラムへ
の参加と寄付）

• 奉仕プロジェクトと社交活動のバランス

社交活動はもとより奉仕活動は大きなもの
から小さいものまで多数取り組んでいる



パイロットクラブの1年目の結果

• 以下の項目におけるプラスの変化：

• 会員の平均年齢の若年化 若返りは出来た

• 罰金の徴収、合唱、家族・私的・仕事上の理由で
例会を欠席することへの否定 的なイメージの改善

欠席にはそれなりの理由を会員に理解しても らって
いる

• クラブのウェブサイトやパンフレットの改善 ホーム
ページを更新

• ロータリーの中核的価値観の推進



熊本震災支援活動 堺市と



地元新聞 堺ジャーナル



パイロットクラブに至るまで

• 2014-15 年度全ての審査

• 2015 年1 月 これまでの試験的プログラムが
2017 年まで延長されることについてガバナ
ーとガバナーエレクトに通知が送られ、地区
内クラブの参加を奨励することが

要請される。試験的プログラムに関する情報
と申請書式がクラブに送付される。



パイロットクラブに選ばれて

• 2015 年3 月31 日 クラブが申請書を提出（ク
ラブ会長と会長エレ クト、幹事、次期幹事、
2015-17 年度クラブ試験的プログラムコーデ
ィネーターが署名したもの）

• 2015 年5 月31 日参加クラブとして選ばれた
クラブの役員と地区役員に、事務総長より通
知が送付される。



経過

• 2015-16 年度（試験延長期間の1 年目）

• 2015 年7 月1 日 クラブが試験的プログラム
への参加を開始

• 2015 年12 月最新の会員データをRI に報告

• 2016 年2 月会員数が1 名も増えていないク
ラブには、2016 年7 月までに会員数を2名
以上増やさない限り、試験的プログラムへの
参加が終了となる可能性について通知が送
られる。



39名から85名地区最大のクラブに

• 2016 年5 月～6 月年度末報告書を提出す
るよう、RI から要請される。

• 2016-17 年度（試験延長期間は規定審議会
の決定でなくなった）

• 2016 年8 月会員数が1 名も増えていないク
ラブには、2017 年1 月までに会員数を2名
以上増やさない限り、試験的プログラム参加
の参加が終了となる可能性について通知が
送られる予定だったが試験的プログラムは中
止。



会員増強が最大の目的

• 2016 年11 月 RI 理事会に試験的プログラム
の進捗報告が行われる。

• 2016 年12 月最新の会員データをRI に報告

• 2017 年2 月会員数が1 名も増えていないク
ラブには、試験的プログラムへの参加が

終了となる可能性について通知が送られる。

• この件についてはコーディネーターの中井氏
より報告いたします。



例会スタイルに変更を

★次年度に向けて、例会内での食事（同じ食事
弁当を食べず各自自由にする）を 抜いて、時
間を有効利用し充実したロータリーのプログ
ラムを検討している。引 き続き２年目のパイ
ロットクラブとして運営を行う予定であった。

• 次年度増強については、８５名と成り、地区最
大人数のクラブになります。先ずは１００名を
目的にしている。



堺フェニックスRCの取り組み



堺フェニックスRCの取り組み



消防車の寄贈



消防車の活用



実際に火事が起きて



植木の刈り込みにも利用



多方面で活躍



活躍する消防車



熊本地震震災支援出陣式



国際大会での分科会



国際大会分科会での講演



国際大会分科会で女性会員増加



アクターの女性会員も増加



女性会員の増加について



女性会員が入らないんですが・・・。



一人目に輝く女性を入れましょう



未亡人の入会が多い



女性会員活躍のビデオを見て



分科会の様子



分科会



ソウル国際大会・分科会
「女性会員増加」

5月31日KINTEX２ ３０２

モデレーター 米田眞理子

現在の世界の多くの地域では、ロータリー会員に女
性がいなかった時代がある事を信じられないでしょ
う。しかし地域によっては、まだまだ女性会員が少
ない所もあり入会すらない所もあります。

分科会ではローターアクトの女性会員も参加してこ
れからのリーダとしての女性会員増加についての
話し合い、ロータリーのリーダーとしての女性会員
について話し合いました。



女性会員増加

• 多くの意見が上がり、女性会員増加を望む声
が多数ありました。

• ポールハリスがロータリークラブを創った時に
は考えてもみなかったことではありますが、
「ロータリーの物語は繰り返し書き換えられ
る」と語ったポールも恐らく賛同してくれると考
えます。



分科会の結果

• 分科会では女性会員の入会についての苦難
の歴史を語り、現在の活躍の状況を報告

• ビデオで放映し、今後の若い世代の活躍を話
し合い、有意義な会となりました。

• 人口の半数を占める女性の会員増加は、ロ
ータリーに相応しい魅力ある女性会員

を誘うことにより、大きな輪を広げていくでしょ
う。



自己紹介

２０１０-２０１１年度 ２６４０DG

日本で二番目の女性DG

公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
評議員１期 理事３期目

公益財団法人 米山梅吉記念館 評議員３期目
２０１３シカゴ規定審議会代表議員
超我の奉仕賞受賞
RLI日本支部地区代表委員
ロータリー研究会パネリスト
国際大会 分科会モデレーター
R財団資格者グループ認定
第３ゾーンRI理事指名委員2013年



堺フェニックスRC例会風景



堺フェニックスRC感謝祭





会員にイーティキング入会



青少年育成として近大ボクシング部を
支援



青少年育成として近大ボクシング部を
支援



例会風景



例会風景



例会風景



例会風景



例会風景



例会風景



•ご清聴ありがとうございました。


