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News １、第 2 回クラブ国際奉仕・ＷＣＳ委員長会議（3/14 日）の内容よりのお知らせ 

 

・国際奉仕とＷＣＳの違いについての説明－ＷＣＳは次の３つの要件を満たさなければ

ならないが、それ以外の広範な国際理解、世界平和に繋がる活動は国際奉仕活動です。 
ＷＣＳ活動とは ①人道的なプログラムであること。 

②2カ国以上のロータリークラブが参加していること。 
③参加しているクラブのいずれかの国への奉仕活動であること。 

・ 次年度も地区の実情を知り、互いのクラブの参考にする為アンケート調査を行うと

思いますが、国際奉仕とＷＣＳを理解して記入していただきたいと思います。 
・ クラブ独自の活動を年度にしなかったクラブは地区基金に拠出していただきたい

と思います。 
 

News 2、辻川 功一 地区財団人道的補助金委員会委員長からのお知らせ  
 

ＭＧが締め切られました。 
・ ＭＧの予算の報告については≪別紙添付資料１≫をご参照ください。 
・ 本日朝ＴＲＦからメールが入りました。内容としましては、2008－09 年のＭＧ予
算を削減することが決定され、2009年 3月 2日現在でＭＧの予算はすべて充当さ
れたため、それ以降の補助金申請は承認できないということです。 

・ ＭＧをされたクラブは報告書（ﾌｧｲﾅﾙﾚﾎﾟｰﾄ）の提出を必ずお願します。 
・ 2009～10年度予算は 2009年 4月の RI管理委員会の会合で決められます。 
・ 3/14 日の資料にあります片岡室長のＥメールのコピーは状況が変わりましたので
参考にしないでいただきたい。 

 

 
News 3 、ＲＩより「協同プロジェクト最高賞について」  
   

本賞は、地元、全国、あるいは国際レベルにおいて他団体と協同で実施された卓越し 
た人道的ニーズを取り上げた奉仕プロジェクトに対して、クラブを表彰するものです。

地区ガバナーは最高 5クラブまでを RIに推薦することができます。 受賞の資格基準
を満たしているクラブは推薦書式と補足資料を至急 3/25日（水）までに、ガバナー事
務所へご提出ください。その後、地区社会奉仕委員会と地区国際奉仕・ＷＣＳ委員会

で審査し、ガバナーのご署名をいただき、RIに推薦いたします。詳細につきましては
≪別紙添付資料２≫をご参照ください。 

 

News 4、バーミンガム国際大会への参加を国際奉仕委員会の仕事として、各クラブで

熱心に呼びかけてください。 

 

  バーミンガム国際大会へのご登録はまだ間に合いますので 2009 年 4 月 30 日まで

にお申し込みください。旅行日程につきましては≪別紙添付資料３≫をご参照くだ

さい。 

国際奉仕・世界社会奉仕情報を迅速に提供するために、ニュースレターを、Ｅメールにて

発刊します。 クラブ会長・幹事・国際奉仕・WCS委員長へのご回覧をお願い致します。 

緊急募集！ 
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地区指導者各位 

 

ご存じの通り、ロータリー・クラブは、地元ならびに海外の人々と地域社会に改善をもたらすため、

しばしば地元自治体、企業、他団体と協力して活動を行います。この精神に則り、他団体との協

力で行われたクラブの奉仕プロジェクトに対し、国際ロータリーは、「協同プロジェクト最高賞」を

授与しています。他団体と協力することによって、ロータリーに対する認識や理解を高めたクラ

ブに、この賞が贈られます。  
 

受賞の対象となるプロジェクトは、人道的ニーズを取り上げた奉仕活動でなければなりません。  
 

受賞したプロジェクトには、特別な表彰状が贈られ、今後、ロータリー出版物や広報資料で紹介

される場合もあります。 

 

地区は、推薦書をエバンストンの RI本部まで、2009年 4月 15日必着で提出しなければなり
ません。  
 

詳細は、こちらのサイト、
http://www.rotary.org/en/Members/RunningAClub/Announcements/Pages/BestCooperativ
eProjectsAward.aspxをご覧ください。 
 

推薦書式と指針は、  
http://www.rotary.org/ja/Members/GeneralInformation/Awards/Pages/Awardsforclubs.asp
xからダウンロードしてください。 
 

ご質問がありましたら、対外広報部まで E メール（ers@rotary.org）でご連絡ください。 
 

 

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

Bryant Brownlee（ブライアント・ブラウンリー） 
External Relations Specialist（対外広報スペシャリスト） 
Public Relations（広報部） 
Rotary International（国際ロータリー） 
 



協同プロジェクト最高賞
— 指針 —

本賞は、他団体と協同で実施した活動において見事な成果を上げたロータリー・クラブを称え、表彰するものです。   

受賞の資格基準
ロータリー以外の他団体と協同で実施されたプロジェクトでなければなりません。ロータリー・クラブ同士のみで行われ
たプロジェクトは資格の対象から外されます。ただし、複数のロータリー・クラブが主催するプロジェクトで、ロータリー以
外の他団体の協力を得た場合は資格の対象となります。

•  プロジェクトは、人道的ニーズを取り上げた奉仕活動でなければなりません。募金活動の推進を目的としたプロジ
ェクトは受賞資格がありません。   

•  ロータリアンの積極的な参加を要したプロジェクトが優先されます。
•  プロジェクトは3月15日までの12カ月間に実施されたものでなければなりません。

ロータリー・クラブが行う推薦手続 
•  本指針に目を通す。
•  推薦書式に漏れなく記入し、必要な場合は、別紙に記入の上、添付する。  
•  推薦の理由を裏づける補足資料（写真、ビデオ、DVD、CD、パワーポイントのプレゼンテーション、報告書、新聞

記事の切り抜きなど）を添付する。
•  3月15日までに、推薦書式とその他の資料を地区ガバナーに提出する。記入漏れのある推薦書式、またはプロジェ

クトに関する資料に不備がある場合は、資格の対象から外される。 

地区ガバナーが行う推薦手続  
各地区が推薦できるプロジェクトは最高5件までとなっています。 

•  クラブから提出された推薦書式とプロジェクトに関する資料を審査する。
•  選出した推薦書式に署名をする。  
•  推薦書式とプロジェクトに関する資料を米国エバンストンのRI世界本部（住所は推薦書式を参照）に送付する。

これら書類一式は、4月15日までに必着となる。  

追加情報
5月15日までに、受賞クラブの地区ガバナーに表彰状が送られる予定です。5月15日以前の受賞プロジェクトの通知また
は表彰状送付のご要請は受け付けていません。
ご質問は、Eメール（ers@rotary.org）またはファックス（+1 847 866 8237）にてRIの対外広報課にお問い合わせく
ださい。



協同プロジェクト最高賞 推薦書式

プロジェクトに関する情報 

プロジェクト名： 

プロジェクトが実施された都市と国： 

プロジェクトの開始日と終了日： 

プロジェクトについてのウェブサイト： 

プロジェクトの奉仕分野に印を付けてください（1つ、または複数可）   
  識字／教育    水     マイクロクレジット（小口融資）／職業訓練     災害救援  
  保健   飢餓   人文     環境   

協同団体

(1) 団体名： 

連絡担当者： 

Eメールアドレス：  ウェブサイト： 

電話：  ファックス： 

(2) 団体名： 

連絡担当者： 

Eメールアドレス：  ウェブサイト： 

電話：  ファックス： 

3つ以上の団体と協同でプロジェクトを行った場合は、その団体の情報を別紙に記入して添付してください。

ロータリー・クラブと他団体が積極的に取り組んだ草の根レベルの活動について説明したプロジェクトの概要と目標も含め、下記
にプロジェクトの詳細を記入してください（必要に応じて、別紙を追加してください）。

プロジェクトに参加した全団体が目標としたことは何ですか。  

次のページへ続く



協同プロジェクト最高賞 推薦書式 （第2ページ）

プロジェクトを実施するために、どのような資金が必要でしたか、またはどのような資金が集められましたか。  

プロジェクトのためにロータリー財団から補助金を受け取りましたか。受け取った場合には、その補助金について詳細に説明して
ください。

ロータリー以外の団体と協力することで、どのような好ましい結果が得られましたか。 

ロータリー・クラブ 
ロータリー・クラブ名： 

クラブ会長の氏名： 

クラブ会長のEメールアドレス： 

地区  
地区ガバナーの氏名： 

地区ガバナーのEメールアドレス：

地区ガバナーの署名： 

地区ガバナーへの注意事項   
本推薦書式と補足資料は、4月15日までに米国エバンストンのRI世界本部に必着となります。ご提出は以下の方法でお願いいた
します。

Eメール  
ers@rotary.org

ファックス  
+1 847 866 8237

郵送  
Rotary International 
External Relations - PR210 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA



平成21年 3月 14日

会員各位

バーミンガム国際大会へのご案内

第100回 RI国際大会は、2009年 6月 19日 ～21日 イングランド・バーミンガム市に

おいて開催されます。バーミンガムは、イングランド中部の中心をなし近郊にはイギリスの

人々のふるさとコゾツウオルツ地方の美しき村々が点在しています。

このバーミンガムで開催される大会はさぞ盛況なものになるに違いありません。

皆様もお、るつてご参加下さい。

日 時 i2008年 6月 19日 (金)～6月 24日 (月)

費 用 i¥330,000-

日 程 !バーミンガム3泊 、コッツウオルツ1泊

航空会社 IKLMオ ランダ航空、エールフランス

ホテル:シスル・バーミンガムシティ、ローズ オ ブ マ ナー (アッパース回―ター)予定

ホ費用にふくまれるもの

関西～バーンミンガム～関西 (往復エコノミークラス運賃)

4泊 分のホテル宿泊料金 (2人 1室 )・朝食4回 付き

各国空港使用料、燃油サーチャージ(¥32,500-)

空港～ホテル～空港などの送迎費

4日 ロバーミンガム～コンヽツウオルツ地方観光しながら～ホテルヘ

中費用に含まれないもの

4泊 分のお一人部屋ご利用追加料金 (¥60,000-)

ビジネスクラスご利用追加料金 (¥280,000-)

追加日程にかかる詰費用(ご希望に合わせて各料金をご案内致します。)

お申し込み先!大阪府知事登録5023号

国際旅行企画(株)杉 本昌娘 (大阪北海田RC)

〒541-0046大阪市中央区平野町3-4-9

TEL;06-6232-3912 FAX:06-6232-3919

2009年4月30日本でにお申し込み下さい。

第100回 バーミンガム国際大会参加申込書

氏名i            同 伴者名 i          参 加人数

Ⅲお1人部屋 希望する 希望しない

十日程追加 希望する 希望しない
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2009年06月19日ご出発 6日間

バーミンガム国際大会へのご案内

日 程 表 インタープランエングコエージェンシー

国際旅行企画株式会社
大阪府大阪市中央区平野町3-4-9

旭洋ビル

TEL 06-6232-3912       FA》(06-6232-3919

担当:杉本

日付 都市名 便名 時刻 行 程 食事

01

06/19

(金)

関西 年前 空路、ヨー回ッパ内で乗り継ぎバーミンガムヘ
朝

バーミンガム 夜 バーミンガム着後ホテルヘ

尽
一

タ

Hotel

02

06/20

(土)

首日 ホテル
パーミンガム 大会会場に登録に参 ります

*現地シャトルバス、タクシーなどを利用します。 尽
一

会場まで約 20分
タ

Hotel

03

06/21

(日)

古H ホテル
バーミンガム 大会参加

思
一

タ

Hotel

04

06/22

(月)

古日 ホテル
バーミンガム 専用車 コッツウオルツ地方の町 (2カ 所)を 観光しながら
コッツウオルツ ホテルヘ 昼

タ

Hotet

05

06/23

(火)

ホテル
コッツウオルツ 専用車 専用車にてバーミンガム空港ヘ

バーミンガム 午前 空路、ヨーロッパ内を乗り継ぎながら大阪ヘ 昼

タ

Hotel

06

06/24

(水)

宙H

関西 朝 大阪着

思
一

タ

Hotel


