
入会ガイド 

岡崎城南ロータリークラブ 

新規入会者のための案内書 

THE ENROLLMENT GAIDANCE OF ROTARY CLUB 

国際ロータリー第2760地区 西三河中分区 

OKAZAKI JOHNAN ROTARY CLUB 

ロータリークラブ 



OKAZAKI JOHNAN  ROTARY CLUB ページ  2 

ロータリーは、事業経営者と専

門職および地域社会のリーダー

約121万人が集まる国際的組織で

す。 

 

ロータリークラブの会員は、

「ロータリアン」と呼ばれ、人

道的奉仕を行いながら、すべて

の職務における高い倫理基準を

奨励し、世界の親善と平和の確立に寄与しています。  

 

200を超える国や地域に、33,000以上のロータリークラブが

存在しています。クラブは、特定の政治や宗教にかかわら

ず、すべての文化、人種、信条に開かれた団体です。「超我

の奉仕」というロータリーの標語に象徴されるように、ロー

タリーの主な目的は地域社会や職場、および世界での奉仕に

あります。 

 

ロータリアンは毎週の会合で、危機下の児童擁護、貧困およ

び飢餓救済、環境、識字向上、暴力といった現代の最も深刻

な問題の数々に取り組む地域社会奉仕プロジェクトを計画し

ています。さらに、青少年プログラムを支援、キャリア開発

を推進するほか、学生、教員、その他の社会人のための教育

の機会や国際交流プログラムなども提供しています。 

ロータリークラブとは？ 
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クラブは、ロータリーの礎で

あり、多くの有意義な活動が

実施される場でもあります。

すべてのロータリークラブ

は、4つの重要な要素、すなわ

ち「 会員基盤 の維持と拡

大」「地元社会や海外の地域

社会に恩恵を与える プロジェ

クト への参加」「財政的な貢

献およびプログラムへの参加による ロータリー財団 への支

援」「クラブの枠を超えてロータリーにおいて奉仕できる指

導者の育成 」を果たす責任があります。  

 

ロータリアンがロータリーから

何を得られるかは、そのロータ

リアンがロータリーのために何

をしたか、によるところが大き

いと言えます。 

 

会員としての義務規定の多く

は、会員が積極的にクラブで活

動を続け、その体験を楽しむこ

とを目的に定められています。  

OKAZAKI JOHNAN  ROTARY CLUB 

クラブ会員の責務 
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（１） 入会の資格 
・まず善良な成人であること。 

・地域で職業を代表して評判のよい人。 

・必ず例会に出席のできる性格と健康の持ち主、自分の時間 

 の裁量ができ、出席条件の整った人。 

・人格の立派な人で社交性に欠けない人。 

・地域で指導者たり得る意欲的な職業人で将来性のある人。 

・地域社会で奉仕活動をしている人。 

 

（２） 入会の手続き 
正式には、ロ－タリーでは会員選挙の手続きといわれていま

す。正会員の入会までの手続きはおよそ下記の順序により行

われます。（ただし各クラブ細則や内規の定めにより多少異

なる場合があります） 

 

１．会員（名誉会員を除く）または会員増強   

  委員会よりの会員候補を推薦用紙にて幹 

  事に提出、幹事はそれを理事会に提出し 

  ます。 

２．理事会において受理された会員推薦書は、 

  まず職業分類委員会で職業分類の審査を受 

  け、職業分類上問題がなければ、理事会は 

  それを会員選考委員会へ送ります。資格条 

  件審査を受け、再び理事会へ回されます。 

１． 会員の入会に関する事項 
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３．理事会は２委員会の審査報告を受け、理事会への提出後30  

  日以内に協議します。その協議は未公開で行います。 

 

４．理事会で承認されれば、推薦者とロータリー情報委員は被 

  推薦者(あなた) を訪問し、ロータリーの目的、会員の特 

  典、義務の説明等のロータリーインフォメーションを行い 

  クラブに発表の承諾を求め、あなたは会員申し込み用紙に 

  署名します。 

 

５．クラブ会員の前であなたを推薦したことを発表します。 

  通知後7日以内にクラブ会員から書面による異議申し立てが 

  なかった場合は、承認となります。 

  入会金を納めることにより正会員となり、幹事は会員証を 

  発行し、国際ロータリー事務総長に報告します。（理事会 

  の票決により入会が承認された場合、会員からの異議申し 

  立てにかかわらず、入会金を納付することにより会員とな 

  ります） 

 

６．あなたはクラブ例会にて新会員として紹介され、入会式を 

  終えた後、ロータリーについての勉強会を、ロータリー情 

  報委員会より受けます。また、あなたがクラブに早く溶け 

  込めるように援助する担当会員が指名されます。 

 

（３） 入会金 
    入会金 100,000円 （2012年1月現在） 

OKAZAKI JOHNAN  ROTARY CLUB 
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２． 会員の義務に関する事項 

（１） 会費の納入 

    年会費 270,000円 

    納入は7月に半期分135,000円 

    1月に半期分135,000円とします。 

    （2012年1月現在） 
 

（２） 例会の出席 

    1．ホームクラブへの出席 

     会員は必ず例会に出席して下さい。例会に出席する 

     事は義務と思わず、権利と思い100％出席を目指し 

     て下さい。 

    2．メイクアップ 

     ホームクラブの例会に欠席の場合、その例会の前14 

     日、または後14日以内に、他のロータリークラブの 

     例会またはクラブ理事会によって承認されたクラブ 

     の奉仕プロジェクトに出席することで、その欠席を 

     補填することが出来ます。 

    3. 会員身分の終結 

     連続４回ホームクラブの例会に欠席し、メイクアッ 

     プも行わない場合、半年間にメイクアップを含む出 

     席率が50％に達しない場合（出席免除会員等は除 

     く）や、ホームクラブの例会に30％出席していな 

     い場合は、会員の身分を失います 
 

（３） 雑誌の購読 

     会員はロータリー月刊誌＜ロータリーの友＞を必ず 

     購読し、ロータリーに対する理解を深めなければな 

     りません。 

OKAZAKI JOHNAN  ROTARY CLUB 
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３． 例会に関する事項 

  （１） 例会場 

       岡崎ニューグランドホテル 

 

 （２） 例会日時 

              毎週火曜日 18：30～19：30 

        （毎回、夜間例会です） 

 

 （３）岡崎市内他クラブの例会日時と会場 

クラブ名 例会日 例会時間 例会場 

岡崎RC 水曜日 12:30～13:30 岡崎出雲殿 

岡崎南RC 火曜日 12:30～13:30 岡崎ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞホテル 

岡崎東RC 木曜日 12:30～13:30 岡崎市竜美丘会館 
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４． ロータリーの誕生と発展 

（１） 世界のロータリー 
現在、世界200数カ国の地域にあ

り、クラブ数33,586、会員総数

121万人を数えます。これら世界

中のクラブの連合体を国際ロー

タリー（ＲI）と称します。 
 

（２） 日本のロータリー 
わが国最初のロータリークラブは1920年（大正9年）10月20日に

創立された東京ロータリークラブで、1921年4月1日に世界で855

番目のクラブとして、国際ロータリーに加盟が承認されまし

た。 

日本でのロータリークラブ設立については、ポール・ハリスの

片腕としてロータリーの組織をつくり、海外拡大に情熱的に取

り組んだ初代事務総長チェリスリー・ペリーと、創立の準備に

奔走した米山梅吉、福島喜三次などの先達の功を忘れることが

できません。 

その後、日本のロータリーは第2次世界大戦の波に洗われ、1940

年に国際ロータリーから脱退します。戦後1949年3月になって再

び復帰加盟しますが、この時復帰に尽力してくれたのが国際

ロータリーの第３代事務総長ジョージ・ミーンズでした。 

その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目覚ましいもの

があります。ロータリー財団への貢献も抜群で、今や国際ロー

タリーにおける日本の地位は不動のものとなりました。 

現在、日本全体でのクラブの数は2310クラブ、会員数は92,315

人となっています。（2010年1月31日現在） 

OKAZAKI JOHNAN  ROTARY CLUB 
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５． 岡崎城南ロータリークラブの 

                           誕生とこれまで 

（１） クラブ創立 
平成元年3月7日（火）岡崎城南ロー

タリークラブは岡崎南ロータリーク

ラブをスポンサーとして名鉄岡崎ホ

テルで創立総会を開き産声をあげま

した。3月22日には国際ロータリー第

276地区（当時）における、63番目の

ロータリークラブとして、正式加盟

を認証されました。チャーターメン

バー51名、割譲された区域は岡崎市

の内、乙川以南矢作川以東に額田郡

幸田町を含む地域で親クラブと共有

でスタートしました。（現在、当ク

ラブ所在地域は岡崎市及び幸田町となっています） 

（２） これまでの主な活動 
・青少年交換活動・留学生の受け入 

 れと派遣 

・米山記念奨学生への支援 

・環境保全事業の展開 

・省エネ共和国設立 

・ローターアクトクラブの活動支援 

・職場例会での優良従業員表彰 

＜協賛事業＞ 

 
・作文コンクールにて表彰 

・よい歯の児童表彰 

・プリンセス岡崎 

・市民美術展・岡崎美術展 

・チャリティー芸能祭 

・学校保健大会 

・その他種々の奉仕活動 
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（３） 近年の活動状況 

○ミャンマーでの奉仕活動 

1997年当クラブが、ミャンマーから

の留学生キョーキョーモー君（京 

幸一・現クラブメンバー）を、米山

奨学生として受け入れたのが縁で、

国際奉仕事業としてミャンマー教育

支援プログラムを継続しています。 

 

○ＲＹＬＡセミナー 

ロータリアンの責務は年齢30歳までの若い人すべてを含む、新世

代の多様なニーズを認識しつつ、よりよき未来を確実なものとす

る為に、若い人達が将来への準備の手助けとなる活動を行うもの

です。その為の研修会がＲＹＬＡ（ライラ）セミナーです。 

  

○理科実験教室 

子どもたちの「理科ばなれ」が指摘される昨今、少しでも理科へ

の興味を深めてもらおうと、年1回岡崎市内の小学校で「おもし

ろ理科実験教室」を開いています。 

 

○中学校軟式野球 

中学生の軟式野球部活動を応援し、年1回、岡崎城南ロータリー

クラブ杯大会を開催しています。 

 

○ふれあいコンサート 

ロータリー財団「未来夢計画」事業の一環として、「岡崎高校

コーラス部」のコンサートを開催しました。 

OKAZAKI JOHNAN  ROTARY CLUB 
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６． 事務局に関する事項 

（１） 所在地 

    岡崎ニューグランドホテル 

    〒444-0052 岡崎市康生町515-33 

    TEL 0564-26-2666  FAX 0564-26-2667 

 

 

 
 

（２） 執務時間 

    月～金曜日 10：00～16：00 

    （火曜日は 13：30～19：30） 

    土・日・祝日休み      

http://okazaki-johnan-rc.net/ 
Email :  info@okazaki-johnan-rc.net 



岡崎城南ロータリークラブ 

＜発行者＞ 

岡崎城南ロータリークラブ 

2011－2012年度 親睦活動委員会 

         （委員長 近藤保則） 


