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具体的な変更点

■点鐘

標準ローターアクトクラブ定款

推奨ローターアクトクラブ細則

(1) RACの定款と細則は、いつ改定しなければなりませんか？
2020 年7 月1 日から有効となる「標準ローターアクトクラ
ブ定款」、「推奨ローターアクトクラブ細則」は、既にMy

■国歌斉唱「君が代」

Rotary で公開されています。(日本語版)
これらは、2020 年7 月1 日以降、活動中の全ローターアク
トクラブに自動的に適用されますが、ニーズに合わせて「推
奨ローターアクトクラブ細則」をカスタマイズすることも奨
励されています。

■ロータリーソング「四つのテスト」

（ソングリーダー

※熊本東南RACは未作成であり、早急に対応が必要
➡提唱クラブである熊本東南RCの承認が必要

宮川義行 )

(2) ＲＡＣのスポンサークラブ（提唱クラブ）は、どうなります？

■熊本東南ロータリークラブの歌「Joyful and Good」

①RACを提唱しRACと手を結び奉仕プロジェクトを計画すること
① 一つまたは複数のロータリークラブが、あるいはＲＡＣが新た
にＲＡＣを提唱できる。
② スポンサークラブなしでＲＡＣを設立することも可能となる。

■来訪者紹介
長崎南ＲＣ

③ 特に地域社会を基盤とするＲＡＣは、大学を基盤とするＲＡC
のスポンサークラブとなることが奨励される。

東

晋

君

(4)ＲＡＣの会員年齢の上限がなくなりましたが、その上限
を規定することは可能ですか？

上のすべての若い成人：young adult）
②ローターアクトの会員年齢の上限は取り除かれましたが、退

■県外の来訪者へバナーの贈呈

会時期はローターアクター自身が決める柔軟性を提供するも
のです。
③ＲＡＣが会員とスポンサークラブ（該当する場合）から同意
を得ていることを条件に、ＲＡＣ会員の年齢上限をローター

東晋

アクトクラブ細則で定めることができます。但し、これは義

君

務ではありません。

■県外の来訪者からの一言
長崎南ＲＣ

②協力と指導を通じてリーダーップ育成と職能開発の面でロー
ターアクターを支援していくこと
③適時にロータリークラブへの入会をローターアクターに呼びか
けていくこと

など

なお、ローターアクターは、ＲＡＣ会員であってもロータリーク
ラブに入会することが可能です。(二重会員可 2016年 規定審議会)

①ＲＡＣは今後も、若年層の社会人を対象とします（18 歳以

長崎南ＲＣ

(3)これらの変更事項は、ロータリークラブとＲＡＣの関わりに
影響をもたらしますか？
ロータリークラブは、今後も次の事項が求められています。

2020 年7 月1 日以降、

東晋

参考

ロータリアンの人頭分担金

半期ごと
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2024-25
2025-26

君

年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度

28
30
32
34
34
35
35
39
41

ドル
ドル
ドル
ドル
ドル50 セント
ドル
ドル50 セント
ドル25 セント
ドル

人頭分担金は、規定審議会によって改正されるまで変更されな
いものとする。

■地区大会表彰

(5) ローターアクターは、いつからＲＩ会費 （人頭分担金）
を支払うのですか？
ローターアクトの年間人頭分担金は、2022 年7 月1 日より、
① 大学を基盤とするローターアクト

5 ドル

② 地域社会を基盤とするローターアクト 8 ドル
➡

今後、毎年1月に請求の予定

また、2022 年7 月1 日より、新しいＲＡＣが支払う50 ドル
の認定料（加盟料）は廃止されます。

(6) RACはどんな手続きが必要ですか?

My ROTARY での報告手続き
毎年6 月 30 日までに 、下記のご報告が必要です。
① ローターアクト役員の報告 毎年度
② ローターアクト会員の報告 (役員の報告の前段階として必須)
➡

熊本東南RACへ依頼(4月28日)

※2022-23年度中に、提唱RCの役員と事務局からのRACの運
営は出来なくなる予定

(7) ロータリー財団はなぜローターアクトクラブがグローバル補
助金の提唱者となることを認めたのですか。

「ロータリー財団年次基金寄付最優秀クラブ」

ロータリー財団管理委員会の認識と考え

る国際財団活動資金（WF）への資金調達が促され、世界中のク

に、ロータリーのグローバル補助金プロジェクトと同様の規模で、

ラブが活用できるより多くのリソースが生み出されることにな

ロータリー重点分野に沿った革新的で持続可能な奉仕プロジェクト

■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )

財団プログラムへの参加を通じて、ローターアクトクラブによ

多くのローターアクトクラブがロータリー財団からの資金援助なし

を既に行っていること

る。

ローターアクトクラブがグローバル補助金の提唱者となることを
認めることで、世界でさらによいことをする機会が与えられる。

会長の時間
第2720地区の対応(戦略計画)

(8) その他変更点

ローターアクトクラブ
のこれから

① すべての地区委員会にローターアクターを加えるこ

国際ロータリー第2720地区戦略計画
地区ヴィジョン

とがロータリー地区に奨励される。
(2019年規定審議会)

（より大きなインパクトをもたらす）

② RI委員会は、委員にローターアクターを含めてもよい。

2022年 6月 1日

会長

吉田

(2022年規定審議会)

嘉昭

②若者にロータリーの種を蒔こう
（参加者の基盤を広げる）

③若者にロータリーを親しんで貰おう

③ ローターアクターは、ロータリアンと同様に他ロータ
リークラブまたは他ロータリークラブの衛星クラブの
例会に出席できる。(2022年規定審議会)

（2021年7月～2024年6月）

若者と親しみ、ロータリーを繋ごう

地区ヴィジョンでロータリーの行動計画を実行しよう

①若者の中から世界で活躍できる、偉大な
ロータリアン（ローターアクターを含む）
を育てよう

（参加者の積極的な関りを促す）

④柔軟なローターアクター、ロータリアン
を育てよう
（適応力を高める）

2022-2023

2023-2024

2024～

・財団補助金を使う奉仕事業にRAC、
IACを参加推進
・RAC補助金管理セミナー参加

・財団補助金の使用ルールを見直し、
RACも財団補助金を使用可能に

・RACによる補助
金
活用の奉仕事業

・ロータリーとは？伝え方、表現力強化。 ・ロータリー以外の方々が参加できる
・メディア活用の窓口のワンストップ化
奉仕活動を促進
・世界ポリオデー
・世界ポリオデー

・学友会、名簿整理、総会開催、RYLA
・RC・RAC・IAC合同奉仕事業
（世界ポリオデー）
・提唱RCとRACの職業・社会・国際奉
仕
委員会での連携促進

・RYLA参加者の多様性をはかる
・RC・RAC・IAC・学友会合同奉仕事業
（世界ポリオデー）
・地区委員へのRAC構成比を高める

・2022年規定審議会報告
・クラブ定款と細則を変更促進
・地区組織の再編
・クラブ運営の柔軟性を検討（若者対象） ・RACの位置づけ検討
のうえ、クラブ戦略計画立案推進
・クラブ運営の多様化推進
・地区組織見直し検討

・奉仕活動への参加者の
さらなる多様化
・世界ポリオデー

・多様な会員から構
成される新クラブ、
衛星クラブ、RACの
誕生

・RC、RAC地区運
営
の融合
・クラブの構成員の
多様化

地区クラブ活性化ワークショップ・RLI

4月13日 堀川ガバナーエレクト卓話資料より

第2720地区 ローターアクトクラブ
NO.

RAC名 ※

2021.10.19
現在 会員数

1 別府RAC

7

2 大分RAC

8

3 大分中央RAC

14

4 津久見RAC

8

5 日田中央RAC

8

6 熊本火の国RAC

8

7 八代RAC

4

8 熊本南RAC

7

9 熊本東南RAC

5

10 人吉RAC

10

11 熊本城東RAC

3

計
※活動中のRAC

82

ローターアクトクラブはIRの加盟クラブ
2019年4月の規定審議会にて、国際ロータリーの組織規定を改

①若者の中から世界で活躍できる、偉大なロータリアン
（ローターアクターを含む）を育てよう

正し、ローターアクトクラブが国際ロータリーの加盟クラブに

(より大きなインパクトをもたらす）

含まれることとなりました。
目的

ローターアクトクラブの立場を高めること

2022-2023

RIからローターアクトクラブに提供されるサポートを増
やすとともに、ローターアクトの奉仕の力を高めること
現在 11名

RACの数
10,698クラブ
ローターアクター人数
203,298人

①2019 年 7 月からローターアクトクラブは RI により認証

（適応力を高める）
2022-2023

・財団補助金を使う奉仕事業にRAC、IAC
を参加推進
・RAC補助金管理セミナー参加

2023-2024

・財団補助金の使用ルールを見直し、

2023-2024

RACも財団補助金を使用可能に

を受けたRI 加盟団体であること
②人頭分担金については 2022 年 7 月から発生すること

④柔軟なローターアクター、ロータリアンを育てよう

2024～

※RAC ローターアクトクラブ

・RACによる補助金活用の奉仕事業

・2022年規定審議会報告
・クラブ定款と細則を変更促進
・クラブ運営の柔軟性を検討（若者対象）
のうえ、クラブ戦略計画立案推進
・地区組織見直し検討
・地区組織の再編
・RACの位置づけ検討
・クラブ運営の多様化推進
・地区委員へのRAC構成比を高める

2024～

・RC、RAC地区運営の融合
・クラブの構成員の多様化

－１－

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

3. ロータリーの友

誌の本体価格を 250 円に改定

P31

「友」の 1975 年 1 月に 110 円から 200 円に改定されてから、

■来信案内

45 年以上の長きにわたたって価格を維持して来ましたが、

１）

P31 2022 年 7 月号より 250 円に変更となります。

国際ロータリー日本青少年交換研究会

（税込 275 円）

熊本会議 ( ６月１８日 ( 金 )、
１９日 ( 土 )
開催 ) 会場でのお手伝いについて。

P41 ロータリーの友 2023 年 1 月号で創刊 70 周年を迎えます。

２）

● 右側ページ縦書

のちの栞～わかろうとする愛～」の送付。

P2 右側表紙の裏掲載あり

■クラブより

合的に解決することに焦点を当てています。

本日例会終了後に第１２回定例理事会を開催いたします。

P6 プラスチックが間題になる理由掲載あり。

■今後の予定

■委員会報告

社会福祉法人 光明（ひかり）童園より、
「ひかりっ子新聞」と「い

ロータリーの新しい重点分野は、環境に悪影響を及ぼす間題を総
P4 科学の目で見た海のプラスチックごみ！

１）

6 月 11 日
（土）
～

ロータリーの重点分野環境

地区ローターアク
ト研修会

6 月 12 日
（日）

津久見市

（青少年奉仕担当

津久見市民会館

宮川義行）

６月になりました。

今月のアクト例会は、１７日にアクト
懇親会、２１日に第２例会を予定して
います。ロータリアンの参加もお待ちしております。５月２９日
の日曜日、朝８時半から１０時まで、白川公園から市役所まで防
犯清掃活動が行われました。
参加者は、八代でキッズサッカー２００チームを指導している光

■６月の誕生祝い

永監督、寝たきりユーチューバーしんちゃん支援の E スポーツ池
田代表、子ども食堂の岡村代表とスタッフと子供たち３人、子供
防犯スポーツ教室の中村代表とスタッフ２人、アクトからは中上

さんと田上君、合計１２名でした。
子供食堂の岡村代表はご存じの方もいらっしゃると思いますが、
東南ＲＣで取り組んでいる泉ヶ丘伝承遊びの集いに参加しても
らっています。
日々子供支援に取り組んでいるグループの共同清掃活動でした。
昨年行ったアクトのアンケートで、会員がアクト活動で一番望ん
でいるのは異業種交流でした。今回の、防犯清掃活動も異業種交
流をメインにしています。

■ロータリーの友６月号紹介

（会報・雑誌担当

沼田敏雄）

いろんなグループとの交流が、アクト活動に活かされることを
願って、今後も有意義な社会奉仕活動に取り組んでいこうと思っ

※ 表紙の説明 P39「棚からぼた餅」
。

ています。

※ 6 月はロータリー親睦月間です。
● 左側ページ横書
1. RI 会長

■出席報告（出席・プログラム担当 松田和成）

P4 ～ P5

月日

シェカール・メータ氏の最終メッセージ掲載されています。
2. 特集

44
05 月 18 日 （免 4）
40

P7 ～ P17

規定審議会から見えてくるロータリーの方向性

ロータリーの組織規定を改変する 3 年に一度の規定審議会が、こ
の 4 月に開催されました。

◎ P9 には、ロータリーアクトクラブに関して掲載されています、
ロータリーアクターがロータリークラブ例会に出席することを許
可する。

今後、ロータリーアクターはロータリークラブ例会にゲストでは
なく、ビジッターとして出席する意味です。

会員数

44
06 月 01 日 （免 3）
41

出席者数

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

32

2

34

85.00

30
Zoom2

☆出席免除
05 月 18 日
住江正治 島村徹男

志賀重人

06 月 01 日
住江正治 島村徹男

志賀重人

古庄浩二

－２－

73.17

☆欠席者
05 月 18 日（6 名）
川崎直樹 白石 繁 堤

■スマイル報告

（親睦・スマイル担当委員

勝也

山坂哲生

矢野敬之

吉永陽三

渡邉俊一郎）

◎小竹誠 10,000 円
先日は歓迎会をしていた
だき、ありがとうござい
ました。ロータリーライフを楽しみたいと思います。
今後とも宜敷お願い致します。
◎山田公也 5,000 円
お笑い芸人をやっている長男が結婚することになり
ました。相手の女性は１つ年上の小学校の先生です。
先週末、千葉までご挨拶に行ってきました。これで一
安心です。
◎吉田嘉昭 3,000 円

夫婦共々誕生祝い有り難うございます。私は当クラブ
の平均年齢でしたが今日より平均を１つ超えてしまい
ます。
◎松本繁 3,000 円
誕生祝いありがとうございました。７５才の後期高齢
者の仲間入りです。これからも元気で頑張りたいと思
います。お付き合いよろしくお願いします。

◎宮川義行 1,000 円
先日、飲食店の友人から「キッチンカーのレンタルと

か頼めるところはないだろうか？」と聞かれたので、
震災の時に活躍した人吉ロータリーのキッチンカーを
思い出して、人吉ロータリーの本田節さんに尋ねて

みました。とても親切に丁寧に答えて頂きました。人吉ロータリーが所有
しているキッチンカーはロータリーの財産です。営利活動には使えません。
ボランティア活動に使用する場合は全てのロータリーとアクトに貸し出し
ます。もちろん無料です。必要な時は人吉ロータリーの中川会員が管理し
ているので連絡してください、とのことでした。アクトにも伝えようと思
います。今後の東南ロータリーの活動にも役立てたいですね。

■卓話卓話 一年の回顧①（クラブ協議会④ -1）
○会計 永野昭一
副会計 前田日出夫、矢野敬之
1．2021/7/1 ～ 222/5/31 までの収支
報告（予実対比含む）及 び積立金の状
況報告
2．活動方針、計画の反省
・財務状況を 3 ヶ月に一度報告、1 月には半期決算報告—＞ 11
月に報告のみに終わってしまった。
・創立 40 周年予算案検討、作成 --- ＞会計として出来ませんでし
たので、次期にお願いします。

○ SAA 緒方公一 副 SAA 井村宜敏
（活動方針）
ロータリー精神に則り、品位と秩序を守
りコロナ禍の中例会に出席する事で笑顔

で元気になれる様な運営、雰囲気作りに
努めます。
毎週の例会が益々魅力があり、しかも和やかな雰囲気の中で会員
相互の親睦を深めビジターの方々、他来訪者の方々に良い印象を
持って頂ける様スムーズな例会進行と会場設営に努めます。

（活動報告及び次年度引継ぎ）
ロータリー精神に則り品位と秩序を守り例会に出席することで笑
顔で元気になれる様な運営、雰囲気作りに努めました。

コロナ禍の中、来賓来客は少なかったものの今後共来客の対応に
は失礼の無い様接する。
秩序ある例会とするため開会前に携帯電話の取り扱い等注意を促
し会長挨拶、各報告、卓話の時間に私語が無いよう注意を促した。
コロナ禍でオンライン、ハイブリッド例会が常態化し会場に足を
運べない会員の方にもオンラインで参加出来る仕組みができた。
6 月からは次年度の引継ぎを含め次年度 SAA と打合せ、例会進
行について連携を図り次年度例会ヘスムーズに引き継げる様にす
る。
○親睦・スマイル担当

草村安宏

（1）親睦
例会、親睦行事、レクレーションを通
して会員及び会員家族
の親睦を図り
友好の輪を深める。

（2）スマイル
スマイルの意味、使途について理解を得て会員全員が目標を達
成出来るよう努める。
（3）受付

例会時の受付は、担当委員全員で務める。（担当委員以外でも
フォローできる方歓迎します）
２．実施計画
（1）
家族会の実施（7 月、12 月）
（2）
日帰り親睦家族例会の実施
（3）
慶祝会の実施
（4）
会員、会員夫人の誕生祝の実施
（5）
結婚記念日のお祝い
（6）
新人会員の歓迎会の実施
（7）
（8）
（9）
（10）
（11）

レクレーションの実施
スマイルのお願い
来訪者の席への案内
第 4 週例会はくじ引きにて席を決める
第 3 週水曜日は夜の親睦会を瑞恵で開催（参加自由）

○出席・プログラム

松田和成

活動方針
(1) 出席について
本クラブ例会への出席を本旨とし、諸般
の事情で出来ない場合は他クラブ例会及
びその他の奉仕活動（ロータアクト例会
等）への出席によるメークアップを促し
100% 出席を目標とする。
又、今般の新型コロナウイルスや自然災害下会員同士の繋がりを
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重要と考えオンライン例会、ハイブリッド例会が実施出来る様環
境整備を行う。
(2) プログラムについて
前年度のプログラムを参考に卓話を通して幅広い分野から専門的
な情報を得る。
今般のコロナ禍で先の見通しが不透明な中オンラインによる卓話
を実施し情報を共有する。
活動報告
(1) 出席について
出席率向上を目標に例会への出席を促し欠席した場合には他クラ
ブ例会その他奉仕活動の出席によるメークアップ情報を提供し出
席を促してまいりました。
事前に欠席が分かってる場合は出来るだけ事前のメークアップを

推進してまいりました
(2) プログラムについて
昨今、コロナ禍の影響により、例会の参加が、非常に難しい状況
にあったと思ます、休会、中々慣れないオンラインでの参加、メー
クアップ大変だったと思いますがその中で、他クラブのオンライ
ン卓話の実施、新入社員卓話の実施ができコロナ禍の中、非常に
大事な経験を致しました。
○会報・雑誌 沼田敏雄
計画、活動実施共に、皆さんのご協力に
より原稿・メール等で会報資料を集める
事が出来ました事に感謝申し上げます。

単にお願い出来るものではありませんので、次年度は若い松尾会
員が担当になりますので、特に忙しい立場になりますから、考え
て頂ければ有難いでず。
最後になりますが、松田会員には急逮カメラ担当をお願いしあり
がとうございました。

鈴木義親
一年を振り返って
ロータリー情報委員四人、佐野会員、潮
谷会員、白石会員、鈴木が輪番制で情報
委員会をまわす予定でありましたがコロ
ナ禍、そして「情報の時間」を例会時必
ず取り入れるようご指導頂きました佐野

会員が他界、白石会員が骨折事故のため
離脱、そしてオンラインによる例会のため皆様のご要望にお応え
することができませんでした。又、
新入会員（1 年～ 5 年）のロー
タリーについての勉強会を開くように計画を立てて降りましたが
残念ながら実現できませんでした。来期は潮谷会員、松本繁会員、
白石会員、そして鈴木の 4 人で担当して再出発いたします。よろ
しくお願いします。
○公共イメージ

村瀬直久

活動方針 ロータリークラブの公共イ
メージを高める
実施計画
①マスコミへの取材依頼 → 小畑会員

８月２７日 ケ・セラ ショベルカー試乗会
４月 ６日 ウクライナ難民支援物資の梱包作業
～ 週報 ～ → 沼田会員
第 ２週 慈愛園 ナス収穫体験
第 ８週 ケ・セラ ショベルカー試乗会
第３４週 ウクライナ難民支援物資の梱包作業

③「ロータリーの友」投稿活用促進 → 松岡幹事
１０月号 慈愛園 ナス収穫体験
敬意 慈愛園 ナス収穫体験 松本一也前会長
ケ・セラ ショベルカー試乗会 内田会員
ウクライナ難民支援 小畑会員
感謝 週報編集・ホームページ掲載 沼田会員、永野会員
「ロータリーの友」への投稿 松岡幹事

■点鐘

（編集者

沼田敏雄 )

以下、紙面の都合で、掲載できなかったロータリー財団部門と職
業奉仕部門

会報・雑誌担当委員は原稿さえ提出してもらえたら、大変嬉し
いものです。ただ、会報・雑誌委員会は毎例会の議事録作成みた
いなものです。担当 1 人では休めませんので、正、副 2 名、カメ
ラマン 1 人の 3 人構成をお願いしたいものです。急に第三者に簡

○ロータリー情報

５月１８日 ウクライナ難民支援物資の梱包作業
②ＷＥＢの活用促進
ＷＥＢの活用 ホームページ → 永野会員
～ 奉仕活動一覧 ～
７月 ７日 慈愛園 ナス収穫体験

○ロータリー財団

彌冨照皇

令和 4 年 4 月 24 日 ( 日曜 )、13 時より
パレア会議室 8 において、ロータリー財
団部門の地区協・部門別協議会が開催さ

れました。
・次期部門長 林 明：「次期部門長挨拶とお願い」
・地区補助金委員長 森 正行：地区補助金で地域を活き活きと」
・資金推進委員長 髙見 裕司：「寄付とその活用を」

・資金管理委員長 萩尾 憲司：「補助金の適切な管理」
・グローバル補助金・ポリオプラス委員長彌冨 照皇：
「世界でよいことをしよう」
「ロータリーカードで世界を救おう」
平和フェローシップ委員長 末永 克典：「世界平和の為に何
を？」
部門長

川崎

誠治：

今回のセミナーの内容は、次年度の「出前セミナー」として活用
することになっております。各クラブにおかれましては、会員の
皆様の財団委員会に対するご理解を深めるため、是非卓話の時間
に採用していただければ幸甚です。
また、今後の奉仕活動への積極的なご参加もよろしくお願い申し
上げます。
○職業奉仕部門 古田哲朗
地区活動方針
「職業奉仕とロータリー」～我々はロー
タリアン！職業倫理を広めよう
２０２２年８月以降、出前セミナーを実施
※紙面の都合で、会員増強部門は、次週に掲載致します。
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