
ロータリーファミリーに輝きを

必須項目

地元あるいは地区の「ロータリーデー」６行事を主催、

あるいは参加して、ロータリアンでない人をロータリー

に紹介する。

一つに印を付けてください

□   最低５名の会員がロータリーデーの行事に参加 

（10ポイント）

□  ロータリーデーの行事をクラブが主催（15ポイント）

「ベストクラス」のクラブ会長チャレンジ（任意）

□   クラブ会長またはクラブ会長エレクト自らが、３月

31日までに、サンパウロで開催される2015年RI国

際大会に登録する（５ポイント）

そのほかの項目 

□   クラブ会長以外の会員が、３月31日までにサンパ

ウロで開催される2015年RI国際大会に登録する 

（登録した会員1名につき５ポイント。最高10ポイン
トまで）

□   最低10％の会員が、共通の関心をもつロータリア

ンの集まりであるロータリー親睦活動グループ、ま

たはロータリアン行動グループのメンバーとなる 

（５ポイント）

□   会員の少なくとも半数が、ロータリーのウェブサイト 

（rotary.org）のオンラインフォーラムに参加する 

（５ポイント）

□   若者を対象としたキャリアデー、または職業指導プログ

ラムを実施する（５ポイント）

□    クラブのウェブサイトまたはソーシャルメディアのページ

に、ロータリーの新しいビジュアルアイデンティティーの

ガイドラインを適用する（５ポイント）

□   新しいローターアクトクラブ、またはインターアクトクラ

ブを提唱する。または既存の提唱クラブを支援する 

（10ポイント）

□   新しいロータリー地域社会共同隊（RCC）を提唱する。 

または既存の提唱RCCを支援する（10ポイント）

□   新しいロータリークラブのスポンサークラブとなる（20ポ
イント）

このカテゴリーで資格を満たすには、最低30ポイントを得

る必要があります。

合計ポイント 

ロータリークラブ名

クラブ会長の氏名

３月31日までに、漏れなく記入した書式を地区ガバナーに提
出してください。

ロータリーに
輝きを

ゲイリー C.K. ホァン
 2014-15年度RI会長

900A-14JA—(913)

One Rotary Center

1560 Sherman Avenue

Evanston, IL 60201-3698 USA

www.rotary.org

会長賞

６ 「ロータリーデー」のパンフレット（出版物番号900B）をご
参照ください。

http://www.rotary.org/myrotary/ja/visual-and-voice-guidelines
http://www.rotary.org/myrotary/en/visual-and-voice-guidelines
http://www.rotary.org/myrotary/ja/visual-and-voice-guidelines


□  地域社会での募金活動を通じてポリオ撲滅を支

援する。または、ポリオ撲滅活動におけるロータリ

ーの貢献を伝えることを目的とした認識向上キャ

ンペーンを実施する（５ポイント）

□  最低10％の会員が、ロータリーの定期寄付プログ

ラムに登録する（５ポイント）

□  ロータリー平和フェローを推薦する。または、ロー

タリー平和フェローを支援する他のクラブを援助

する（５ポイント）

□  ベネファクター、遺贈友の会３会員、ポール・ハリ

ス・ソサエティ４会員の合計人数を、少なくとも1名

増やす（５ポイント）

□  正会員全員が、ロータリー財団年次基金に寄付を

する5（10ポイント）

□  年次基金への一人当たりの寄付額平均が100ドル

に達する（10ポイント）

このカテゴリーで資格を満たすには、最低30ポイント

を得る必要があります。

合計ポイント 

「ロータリーに輝きを」は、単に今年度のテーマにと

どまるものではなく、ロータリーをより力強くするため

に会員一人ひとりが行動することを呼びかけるもので

す。2014-15年度会長賞は、会員基盤を広げ、奉仕の

効果を高め、ロータリーのネットワークを広げるために

行動を起こしたロータリークラブを表彰します。 

手続き

クラブは、この書式を用いて、2014-15年度の活動を

計画し、達成項目を報告します。クラブが会長賞の受

賞資格を得るには、各カテゴリーで最低ポイント数を

満たし、カテゴリーごとに必須項目１つを満たす必要

があります。特記されていない限り、すべての活動項目

は、2014年７月１日から2015年３月31日までに実施、

完了してください。

受賞資格を満たしたクラブは、この書式に漏れなく記

入し、３月31日までに地区ガバナーに提出します。国際

ロータリーに直接提出された書式は、受理の対象とは

なりませんのでご注意ください。

地区ガバナーは、受賞資格を満たしたクラブ名を、４月
15日までに国際ロータリーに提出する必要があります。

地区内クラブの50％以上が会長賞の受賞資格を満た

した場合、その地区のガバナーも特別に表彰されます。

ロータリーの会員増強に輝きを

必須項目

７月１日から３月１日までの間に、会員純増を達成する。

一つに印を付けてください

□  会員１名の純増（５ポイント）

□ １～４％の会員純増（10ポイント）

□  ５～10％の会員純増（15ポイント）

□  10％を超える会員純増（20ポイント）

「ベストクラス」のクラブ会長チャレンジ（任意）

□  クラブ会長自らが、新会員２名を推薦する（５ポイント）

そのほかの項目

□  「ロータリークラブ･セントラル」で2014-15年度の会員 

  増強目標を提出し、その目標を達成する（５ポイント）

□  ロータリーのウェブサイトにあるMy Rotaryで全会員が

プロフィールを作成する（５ポイント）

□   リーダーシップ育成に関するクラブの年次目標において

全会員が何らかの役割（リーダー的役割、委員会や小

委員会の委員、またはプロジェクトでの任務）を担い、

会員の積極的な参加を推進する１（５ポイント）

□  クラブの会員維持率を、前年度よりも少なくとも1％増加

させる（５ポイント）

□  クラブに少数しかいない（または一人もいない）属性グ

ループ（例：女性会員、若い会員、新しい職業分類、異

なる民族など）の新会員を少なくとも２名を入会させる

ことによって、会員基盤の多様化を図る（５ポイント）

□  会員の配偶者を入会させる。または、ほかのクラブに紹

介する（年度中に入会した配偶者１名につき５ポイント。
最高15ポイントまで）

１

２

３

４

５

「指導力育成：プログラムを始めるための手引き」（出版物
番号250）をご参照ください。

「ロータリーの重点分野ガイド」（出版物番号965）をご参照
ください。

「Your Rotary Legacy」（遺贈寄付のパンフレット）（出版物
番号330）をご参照ください。

「ポール・ハリス・ソサエティ」のパンフレット（出版物番号
099）をご参照ください。

「EREY」のパンフレット（出版物番号957）、および「ロー
タリー財団参照ガイド」（出版物番号219）をご参照ください。

□   元ローターアクターやロータリー学友を入会させる。また
は、ほかのクラブに紹介する（年度中に入会した元ロータ
ーアクターあるいはロータリー学友１名につき５ポイント）

このカテゴリーで資格を満たすには、最低30ポイントを得

る必要があります。

合計ポイント 

ロータリーの奉仕に輝きを

必須項目

少なくとも一つのロータリー重点分野に関連する、地元ある

いは海外での奉仕プロジェクトに参加する２。 

¬  平和と紛争予防／紛争解決

¬  疾病予防と治療

¬  水と衛生

¬  母子の健康

¬  基本的教育と識字率向上

¬  経済と地域社会の発展

一つに印を付けてください

□  上記に該当する活動を実施（10ポイント）

□  グローバル補助金プロジェクトの一環として、上記に該

当する活動を実施（15ポイント）

「ベストクラス」のクラブ会長チャレンジ（任意）

□  クラブ会長自らが、ロータリー財団に寄付をする（５ポイ
ント）

そのほかの項目

□   ロータリークラブ･セントラルで2014-15年度の財団寄付

目標を提出し、その目標を達成する（５ポイント）

http://www.rotary.org/myrotary/ja/home
http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/567
http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/589
http://www.rotary.org/myrotary/en/document/571
http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/512
http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/588
http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/518
http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/518
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