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国際ロータリー

理

事

国際ロータリー理事会
理事会は、国際ロータリーの方針を定め、クラブ発展のため

■国歌斉唱「君が代」

嘉昭
泰光

シェカール・メータ

ジョン・ヒューコ

2021-22年度会長

事務総長兼
最高執行責任者

の指針を提供します。2年任期を務める理事は、毎年ロータ
リー国際大会でクラブによって選ばれます。
理事会の定員は 19 名とする。RI 会長は理事会のメンバー

■熊本東南ＲＣソング「未来」

辰野 克彦

ジェニファー E.
ジョーンズ

であり、その議長となるものとする。RI 会長エレクトは、
理事会のメンバーとする。17 名の理事は細則の規定に従っ

2020-22年度理事
東京西ロータリー
クラブ

2021-22年度会長
エレクト

て指名され、選挙されるものとする。
国際ロータリー定款第 6 条 理事会
第 1 節 — 構成

■来訪者紹介
熊本第３グループガバナー補佐
熊本東南ローターアクトクラブ
米山奨学生

中島敬髙
会長

様（熊本ＲＣ）

櫻井一隆

君

事務局シニアスタッフ(エグゼクティブスタッフ)

規定審議会
規定審議会は、3年に一回開催される立法機関です。ロータリー

ティティコンサコルウオング，サクピシット君

の組織規定の変更について審議と投票が行われ、決定します。

事務局のシニアスタッフは、会員への支援、プログラムの管理、
財務、テクノロジー、開発、戦略、法務などRI世界本部での業務、
および国際事務局（プネ、サンパウロ、チューリッヒ、ニューデ
リー、ソウル、東京、シドニー）の業務を管理しています。
ロータリーアン 10名中4名

審議会の構成員
各地区内クラブによって選挙された1名の代表議員(任期3年)

➡ 投票権 あり

RI会長、会長エレクト、理事会のメンバー、事務総長など

➡ 投票権 なし

事務総長

ジョン・ヒューコ

■９月誕生祝い

国際ロータリーとロータリー財団の事務総長
キエフ ロータリークラブ所属 ウクライナ
経歴
ハーバード大学法学部卒業
ベーカー&マッケンジー法律事務所
2004年 MCC社 副社長
2011年 一般公募により事務総長に就任

事務総長の権限
ロータリー章典 32.020. 理事会を代行する権限
事務総長は、RIの最高執行責任者として、理事会により、必要
な場合に理事会に代わって決定を行う権限が与えられている。
これらすべての決定は、各理事会会合において批准のため理事
会へ報告されるものとする（2019年10月理事会会合、決定29
号）。

米国イリノイ州エバンストンにある国際ロータリー世界本部と世界7カ所
の国際事務局で働く総勢約800人の職員を指揮。ポール・ハリス・フェ
ロー。マルガリータ夫人とともにロータリー財団のメジャードナーで、エ
バンストンに在住。

代わって与えられている

事務総長の任期
ロータリー章典 32.010.4. 事務総長の在職期間

事務総長の最初の雇用契約の最高期間は、3 年とする。ただし、少なく

■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )

この規約によって、全ての権限が理事会に

とも3 年の任期を務めた事務総長の雇用契約は、最高5 年まで延長する
ことができる。

2019年 規定審議会
19-62 事務総長は国際ロータリーの最高経営責任者であると
規定する件

⇒ 採択

国際ロータリー細則を次のように改正する

契約満期の1 年前に、事務総長は、理事会の執行委員会に、事務総長
としての契約の更新を望むか否かについて書面をもって通知する。

理事会が事務総長との契約の延長に同意する場合、執行委員会は、理事
会の指示通りに、新たな契約について交渉するものとする。

「国際ロータリーの組織と事務総長」

第 6 条 役員
6.140. 役員の任務
6.140.3. 事務総長
事務総長は、RI の最高執行経営責任者とする。
最高執行経営責任者である事務総長は、理事会の指示監督
の下に RI の日々の管理に責任を負う。・・・・・・・

理事会の承認があれば、任期に制限はない。

ロータリー財団 管理委員会
初代事務総長

ロータリー
会長の時間

チェスリー・レイノルズ・ペリー
ロータリーの会長は毎年交代しますが、最高

ロータリークラブは、クラブ、国際ロータリー、ロータリー

責任者にあたる事務総長を務めた人はこれま

財団の3本の柱で支えられています。これらが一体となって、

でに12名しかおらず、その中でもペリーは

世界中の地域社会に持続可能な変化を生み出しています。

最長となる32年間、その職に従事しました。

管理委員会は、ロータリアンの奉仕活動を支えるロータリー
の慈善部門である、ロータリー財団を管理します。4年任期
で任命される管理委員は、RI会長エレクトによって指名され、
RI理事会によって正式に選ばれます。
ジョン F. ジャーム

ジョン・ヒューコ

三木 明

ハリスにより「ロータリーの建設者」と呼ば
れていました。

国際ロータリーの組織
と事務総長
2021年 9月 1日

会 長 吉田 嘉昭

ロータリークラブ
ローターアクトクラブ

国際ロータリー

(2019年7月~)

ロータリー財団

事務総長を引退した後も、自身が1908年に入会したシカゴ・ロータリー
クラブに籍を置き、その後も1944-45年クラブ会長を務め、リーダーと
しての手腕を発揮しました。1954年、ロータリーはペリーの長年の貢献
を高く評価し、「名誉事務総長」の称号を授与しようとしましたが、一介
のロータリアンでいたいという本人の希望から、この申し出も辞退してい
ます。

－１－

2021-22年度管理委員長
事務総長兼最高執行
Chattanoogaロータリークラブ
責任者
米国（テネシー州）

管理委員

2021-25年度管理委員
姫路ロータリークラブ

15名

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

■クラブ協議会

■来信案内
1）熊本中央ＲＣより、

第１３回 熊本中央ＲＣチャリティーコンペの案内。
日時

２０２１年１０月２２日（金）午前７時４５分 開会式、

場所

グランドチャンピオンゴルフクラブ

午前８時４５分 スタート

プレー代（昼食付） キャディー付き ９，
５００円、
セルフ ７，
３００円

※コロナ感染防止対策の観点から組ごとでのご参加等のご配慮を
頂きたいと思いますとのこと。
■クラブより
1）本日例会終了後に、第３回定例理事会を開催いたします。
■今後の行事
ロータリー財団
2021 10 月 2（土）

セミナー

熊本県上
益城郡
嘉島町

嘉島町民会館
（ハイブリッドセミナー）

・歓迎のことば
（会長 吉田嘉昭）

・ガバナー補佐挨拶
（ガバナー補佐 中島敬髙様）

吉田嘉昭、古田哲朗

■委員会報告

（熊本東南ＲＡＣ 櫻井一隆 会長 )
・クラブ運営方針
（会長 吉田嘉昭）

アクト９月・１０月例会について。
会員が５名に増えました。

・クラブ現況報告
（幹事 松岡泰光）

委員会活動報告

・クラブ管理運営委員会
（委員長 中島祐爾）

■出席報告
月日

会員数 出席者数

44
08 月 18 日 （免 5）
39
44
09 月 01 日 （免 4）
40
☆出席免除
08 月 18 日

住江正治
佐野 茂
09 月 18 日 住江正治

29

MU

修正出
席者数

1039

25

・親睦・スマイル委員会
（担当委員 草村安宏）

出席率
（％）
100.00
62.50
・出席・プログラム委員会
（担当委員 緒方公一）

島村徹男

志賀重人

古庄浩二

島村徹男

志賀重人

古庄浩二

－２－

・会報・雑紙委員会
（担当委員 沼田敏雄）

・ロータリー情報委員会
（担当委員

鈴木義親）

・公共イメージ委員会
（委員長

村瀬直久）

・奉仕プロジェクト委員会
（委員長

松本一也）

・会員増強委員会

（代理

松岡泰光幹事）

・ロータリー財団委員会
（委員長

古田哲朗）

・会計

・閉会のことば

（永野昭一）

（副会長

中島祐爾）

・ガバナー補佐講評

（ガバナー補佐

中島敬髙様）

・職業奉仕プロジェクト

（担当委員

前田日出夫）

■点鐘
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ケ・セラでのショベルカー試乗会
・社会奉仕プロジェクト
（担当委員

杉本整哉）

・青少年奉仕プロジェクト
（担当委員

宮川義行）

令和 3 年 8 月 27 日、当クラブの会員が運営する『児童発達支援

事業所 「ケ・セラ」』に、近くで建築作業があった当クラブの会
員が立ち寄り、急遽、子ども達のためのショベルカー試乗会が開
催されました。可愛らしいピンクの色のショベルカーに乗った子
ども達は興味津々の様子。
長引くコロナ禍のなか、様々な活動が制限される状況下において
は、このようなスピード感のあるイベントの実行も大切ではない
でしょうか。子ども達に笑顔をもたらす職業奉仕の一例として投
稿させていただきました。

・国際奉仕プロジェクト
（担当委員

彌冨照皇）

・長期戦略委員会
（委員長

松本

繁）

・姉妹クラブ

（代理

弥富照皇会員より

松岡泰光幹事）

・S.A.A

（松岡歩紗実）

－３－

ポリオ根絶へのコミットメント：クラブ支援の
記録にご協力ください

投稿日 : 8 月 27, 2021

簡単に入力できるようになりました！

10 月 24 日は「世界
ポリオデー」です。皆
さまのクラブにおける
ポリオ根絶へのコミッ
トメントを世界に示す
ため、活動その他の支
援の記録にご協力くだ
さい。

これにより、何十年も
前にロータリーが行ったポリオ根絶の誓いに現在も会員が熱意を
もち、行動していることを伝え、ポリオ根絶の重要性への認識を
高めることができます。
こちらからご入力いただけます：
www.endpolio.org/ja/register-your-event

本フォームは、過去の年度と比べて簡単かつ短時間で入力できま
す。本フォームへの入力のほかに、クラブのご活動について詳し
く報告することを希望される場合は、ロータリーショーケースに
ご掲載ください（掲載方法）。ショーケースでは、過去のプロジェ
クトと実施予定のプロジェクトを掲載できます。
募金活動、ご寄付、イベントのほか、次のような活動もポリオ支
援活動となります。
・ポリオ会議：医師や保健専門家を招き、ポリオに関するプレゼ
ンテーションやパネルディスカッションを行う。

・クラブウェブサイトでの掲載：ポリオ関連の記事やポスターを
クラブのウェブサイトに掲載して認識の向上を図る。
・クラブ例会での発表：世界ポリオデーがある 10 月中の例会で、
ポリオ関連の卓話や情報提供を行う。
・END POLIO NOW の T シャツ：ポリオ根絶活動の T シャツを
着てクラブの活動を行い、写真を撮影したらシェアして認識向
上につなげる。
・昼食会・夕食会：イベント中にポリオについての情報提供を行い、
参加費用をポリオへの寄付に充てる（または募金箱を設置）
。
・ソーシャルメディア・キャンペーン：ローターアクトクラブや
インターアクトクラブと協力して、ポリオとの闘いにおける
ロータリーの役割をアピールする。
・地区のポリオ根絶イニシアチブへの参加：地区が主催する各種
活動に貢献・参加する。

ポリオ根絶支援サイトの「リソース」ページでは、クラブのご活
動で使用できるさまざまなリソースをダウンロードできます。
子どもたちをポリオから守っていくために、ご協力を何卒お願い

いたします。
日本のロータリー会員による昨年のご活動の一部を、こちらの記
事で紹介しています
https://rotaryblogja.org/2020/11/03/%e4%b8%96%e7%95%8c
%e3%83%9d%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%83%87%e3%83%bc2
020%ef%bc%9a%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%81%a
b%e8%b2%a0%e3%81%91%e3%81%9a%e4%bb%8a%e5%b9%b4
%e3%82%82/
ロータリーボイスより
https://rotaryblogja.org/

－４－

