
人道的補助金推進の指針

世の中のために尽くす

国際ロータリーのロータリー財団の人道的プログ
ラムより資金が提供されるプロジェクトや活動を
推進する指針

ロータリー財団の人道的プログラムを通して人々
に奉仕するロータリアンは、「世の中のために尽
くして」います。これは財団の目的の重要な一部
分をなしています。しかし、財団の使命である国
際理解を深め、善意と平和を増進するという点は
どうでしょうか？財団の目的を遂行するためには、
ロータリーの人道的な活動を出来るだけ多くの人
々に知ってもらうことが大切です。 

この効果的なやり方は、ニュースなどの広報活動
をもってあたることです。

財団の人道的プログラムは、2カ国以上の国のロー
タリアンが参加して行われます。それはどの活動
にも広報に繋がる報道機関が、少なくとも2つは存
在するということです。 

2カ国以上の国で報道機関を使い、ロータリー奉仕
の生き生きとした活動の様子を伝えることで、次
の2点を推進することができます。

◆  国際理解と親善

◆  一般市民の理解、参加および支援

これらの指針に従い、プロジェクトや活動に関わ
る全ての地区で委員長と協調して、広報活動およ
びロータリー財団の推進に向けて長期的広報対策
を立てるようにして下さい。

計画
あらゆる人道的活動は報道機関が取り上げる話題
となる可能性を秘めていますが、この可能性を効
果的な広報にまで進めるには計画が必要です。資
金提供が承認される以前から、関係者にアイデア
や協力を求めましょう。関係者とは参加するすべ
ての地区のガバナー、広報委員長、ロータリー財
団委員長などです。更に、活動に支援もしくは協
力してくれそうな団体や関係当局に情報を流すこ
とも重要です。

ロータリーの人道的活動に対して一般の人々の参
加、支援、理解が得られるよう、バランスの取れ
た推進計画を発展させ、その要点を補助金申請の
提案書の最終版に盛り込むようにします。

地域社会との関係
地域の各方面からの支援を仰ぎます。政府当局担
当者や他の団体からも、プロジェクトに対する助
言や支持が得られることでしょう。教育、保健そ
の他該当する当局から、プロジェクト推進への支
援を得ることも可能です。ビジネス関係や職場か
らは、備品、施設の寄贈や奉仕活動の支援が期待
できます。地域の指導者や宗教関係者はプロジェ
クトの受け入れを激励し、力づけてくれることで
しょう。

報道機関
活動に参加するすべての地区の新聞などの出版物、
報道、インターネット広報など適切なメディアを
「目標」とし、そのリストを作成します。

活動内容を簡潔に述べ、主要参加者の簡潔なプロ
フィールを1ページにまとめたものを作成します。 

活動が開始される前に意図した報道機関にその人
道的活動について話をしておきます（開会式の行
事を念頭において）；活動が実施されている間に
も（重要な展開を念頭において）連絡します；活動
が完了した際に（結果を測定し、関係者の個人的
経験を伝えることを念頭ににおいて）連絡します
。小切手を切って寄付することより実際の活動の実
態を広報することのほうが、説得力があります。

プロジェクトの報道に、写真、ビデオ、関係者の
証言、補助金の受益者からの声を入れましょう。
このようにして広報することをあなたのプロジェ
クト実施計画の一部として組み込みましょう。

あなた自身を含め広報に経験豊かな他の人が代表
としてプロジェクトについて説明できる旨を伝え
ておきましょう。誰がこのプロジェクトについて
の一連の話を最も上手に語ることができるか、そ
の人の連絡先やいつ連絡すればよいかなどを記者
に伝えておきましょう。もしスポークスパーソン
がロータリアンでない場合は、その人がロータリ
ーについて十分理解していて、プロジェクトの背
景情報を持っていることを確かめましょう。

非プロジェクト国での報道は、発展途上国におけ
るニーズとこれらのニーズに応えるためのロータ
リーの活動に対する一般の人々の認識を高めます。
報道記事は、プロジェクト資金を調達する一助と
なり得ます。また他の協力団体でも、プロジェク
トを「最良の実践」として出版物に記事を掲載し
て紹介する可能性もあります。



特別行事

パレード、レセプション、開会式、献金式、表彰
式などは、ロータリーの人道的活動に一般の人々
の注意を引きつける手だてとなります。ひらめき
と想像力を駆使すれば、奉仕活動のもたらす影響
を劇的なドラマとして伝えることができます（今
現在実施中の活動であれ、終了したものであれ、
将来の計画であれ同じです）。プロジェクトの参
加者は、実践者、受益者に限らず、政府の高官や
名士や当局の関係者も招くとよいでしょう。行事
でのスピーチは、簡潔で説得力のあるものにしま
しょう。

これらの行事を計画の中に組み込みましょう。報
道関係者には各行事を事前に知らせるようにします。

展示、ポスター、パンフレットなど

参加者を募り、パートナーを探し、追加の資金源
を求める推進活動は、しばしばプロジェクトの成
功の鍵となります。 できれば専門のデザイナーに
依頼し、出版物、ポスター、公共情報のすべてに
この同じデザインを使用し、プロジェクトの内容
が明確にわかるよう統一性をもたせましょう。

ロータリーの徽章を活用する方法を探し出しまし
ょう。地区ガバナーの便箋にニュース発表記事を
印刷したり、写真撮影の際に、参加者が徽章、帽
子、Tシャツを着用しているかを確かめたりといっ
た簡単なことでもよいのです。

一般情報資料の背景

ニュース報道機関のため資料を準備する際は、ロ
ータリー及びロータリー財団について簡略に触れ、
同時に世界中で実施されているロータリーの類似
した活動についても述べるようにして下さい。見
本の原稿は次のようなものです：

◆  1905年に創設された国際ロータリーは、世界 
の160カ国以上の国の30,000を超えるクラブ
に120万人以上の会員を擁している団体です。

◆  世界ネットワークのロータリー財団を通して、 
人々の生活内容を向上させ、国際理解をさらに 
深めるために、教育的、人道的活動を行って
い る団体です。ロータリー財団は1947年以
来、お よそ9億9,100万ドルの資金をこ
れらのプログラ ムに注いできたました。

◆  人道的プロジェクトは、継続していくことを考 
慮して、各ロータリー・クラブが突き止めた地 
元地域社会のニーズに応じるものです。

詳しい情報ならびにニュース発表記事の見本や
報道機関に関する助言をお求めの際は、RI Public 
Relations Division （広報部）へご連絡ください。
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電話：1-847-866-3000、ファックス：1-847-866-
8237、Eメール: pr@rotaryintl.org、RIウェブサイ
ト: www.rotary.org。 

その他の広報資料 

Effective Public Relations: A Guide for Rotary Clubs 
(効果的な広報：ロータリー・クラブのための指針) 
(257-EN)

広報の可能性 (259-JA)

ロータリー情報資料集 (267-JA)

広報：あなたに最も適した方法で！(ビデオ)
(269-JA)

人々を結び、人々の生活を変えるために (015-JA) 
印刷版PSA（CD-ROM）

RI Print PSAs (印刷版PSA) (345-EN)
(CD-ROM)

ロータリー財団グラフィックによる奉仕活動広告
(335-JA)

上記の広報資料に関する詳細ならびにその他
のRI資料は、RIカタログよりお求めいただけま
す。また、オンライン・カタログは、RIウェブ
サイト：www.rotary.orgでご覧いただけます。

事例研究
この3-Hプロジェクトは、この指針に述べられてい
るあらゆるテクニックを駆使して行われました。
読み進むに連れ、どのようにテクニックが使われた
かがお分かりになるでしょう。ご自身のプロジェク
トにどのように適用できるかを考えてみて下さい。

インドにおけるエイズへの理解推進キャンペーン
エイズの脅威がますます高まる中でインドのコイ
ンバトール・ロータリー・クラブは、他のクラブ
と情報の交換を始め、タミル‐ナードゥ州 とケー
ララ州でのキャンペーンへの支援を求めました。
これまでのところ95のクラブの約300人のロータ
リアンが、大規模なエイズヘの理解推進キャンペ
ーンを直接、支援しました。



立案

地元の保健担当役人、病院、ならびに一財団の専
門家達の支援を得て、ロータリアンは一般への広報
活動を含むプロジェクト計画を立てました。プロジ
ェクトRAID（Rotary AIDS Information Division－
ロータリー・エイズ情報部）と名づけられたこの
キャンペーンには、3-H補助金が承認されました。
プロジェクトの事務所が設けられ、管理チームが
編成され、研修を受けました。そして、エイズ検
査セットが配布されました。 

特別行事

何千人という参加者を集めた公開シンポジウムで
幕を開けたこのプロジェクトは、その後、バイク
や特別装備のバンに乗ったボランティアによる小
さな特別行事という形でキャンペーンを開始しま
した。彼らは路上が一番効果的な劇場であること
に気付き、上演者のボランティア・チームを特訓
しました。ロータリー・クラブは、このチームが
学校や研究所や工場などで演劇を上演できるよう
手配しました。旗、スライド、バッジ、ポスター、
コンドームが各クラブの幹事に配布され、幹事は
大集会を組織し、チームが訪問してきた際に彼ら
に資料を配りました。プレゼンテーションの後で
聴衆からはたくさんの質問があがり、人々は地元
の保健局から寄贈された広報資料やコンドームを
競って受け取りました。これに加え、世界エイズ
の日の年中行事である大集会によって、公衆の関
心は大いに高まったのです。

地域社会との関係

非 政 府 組 織
N G Oと学校、
大学などからの
National Service 
Schemeのボラン
ティアなどが研
修訓練を受け、
このエイズに対
する理解推進キ
ャンペーンを草
の根のレベルで
踏襲しました。
当初の助言者に
加えて、30人の
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非政府組織と36の政府団体がキャンペーンに加わ
りました。関心のある諸組織団体には、定期的に
プロジェクトの展開状況が通知されました。

報道機関

当初からシンポジウムやその他の一般向けキャン
ペーン行事に関心を持っていた新聞やラジオは、
これを一貫して大きく取り扱ってきました。プロ
ジェクトの代弁者は度々インタビューを受け、All 
India Radioでは録音されたメッセージが流され、
広報活動の助けとなりました。

展示、その他

現地の言語でメッセージの印刷されたちらし、ス
テッカー、Tシャツ、エプロンが作成されました。
ボランティアは全員、トレードマークの黄色いシ
ャツかエプロンを着用し、すべての行事でバナー、
ポスターなどが使用されました。この他、ロータ
リアンは、110カ所以上の展示会やお祭りで、エイ
ズに対する理解推進の展示を開催しました。 

結果とその認証

基礎資料であるパンフレットの配布数に基づ
くと、このキャンペーンは127業種の産業界の
5,000人の労働者、91の教育機関の学生達を含め
て800,000人近くの人々に直接接触したことにな
ります。この効率の良さを認めた政府の保健家族
福祉省はロータリーを支援して、独自のキャンペ
ーン演劇上演チームを任命しました。ロータリー
・クラブは、160以上の国々に存在します。



ニュース発表記事
         即時発行用
連絡担当者：        日付：（掲載日）

ロータリー・ボランティア、エルサルバドルの児童100人のために外科手術を

(デモイン－2003年4月18日)外科医、麻酔専門医、看護婦を含むアイオワ州の18人のボランティアが、水曜日、100人の
エルサルバドルの子供たちに口蓋裂手術を行うため、現地へ向かいます。手術は、一週間にわたって行われる予定です。

この手術を実現させるサンフランシスコを基盤とした非営利団体、ロータプラスト(Rotaplast)は、貧しい子供
たちが心身の安らぎを取り戻せるよう無料の手術を行うために、世界中のロータリー・クラブと協同していま
す。口唇や口蓋裂は、顔面組織の形成の異常によって起こり、唇もしくは口蓋の破裂をもたらすものです。ロ
ータプラストは、アルゼンチン、ボリビア、チレ、グアテマラ、ペルー、ベネズエラ、ベトナムでも、同様の
奉仕活動を実施してきました。 

誰が   外科医、麻酔専門医、看護婦、小児科医、歯科医、歯科矯正医、言語病理医から成る 
   アイオワ州のボランティア団

何を   100人以上のエルサルバドルの児童のために口蓋裂手術を行う

どこで  エルサルバドルのサンサルバドル

いつ   4月23日午後3時50分、ボランティア団の飛行機がデモイン国際空港を出発。コンチ 
   ネンタル/エキスプレス・ジェット・エアライン、ゲート番号は未定。チームは、午 
   後1時に空港到着の予定。（空港での連絡先̶ゲリー・パチャ、携帯番号：319-530- 
   5607)

報道機関連絡先 (連絡担当者名を挿入)まで、ご連絡ください。 

ウェブ情報  www. (ウェブサイト・アドレスを挿入)
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国際ロータリーは、世界における親善と平和の確立に寄与し、人道的奉仕を提供する事業と専門職務
に携わる指導者が世界的に結び合った団体です。160余りの国々にある3万以上のクラブ会員として、
およそ120万人以上のロータリアンが存在します。

電話：
ファックス：
ウェブ：
Eメール：

ニュース記事の見本

# # # #
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ニュース発表記事
         即時発行用
連絡担当者：        日付：（掲載日）

 地元の高校生、アフリカの難民のために送る6メートル余りのコンテナに荷を積み込
む送られる品には衣類、毛布、書籍などが含まれる

イリノイ州、ホイーリング－（掲載日）、ホイーリング、セント・ヴィアトールおよびローリング・メドーズ
ズの3校の高校生から成るホイーリング・ハイスクール難民支援クラブは、難民のためにアフリカに向けて送
られるコンテナに積む品々を集めました。ホイーリング・ハイスクールの教師、ピート・フィッシュバックさ
んは、昨年ザンビアのアンゴラ難民キャンプを訪れた後、このプロジェクトを思い付きました。生徒たちは、
数カ月にわたって衣類、毛布、教科書などを集めてきました。また、ホイーリング・ハイスクールの3年生と
ホイーリング・ロータリー・クラブは、併せて7,000ドルをプロジェクトに寄付しました。

人物     ホイーリング・ハイスクール難民支援クラブおよびロータリー・クラ 
     ブ会員

内容     ザンビアのアンゴラ難民のための6メートル余りの海外向けコンテナ 
     に物資が積まれる。240個余り

     の大箱には、1,000以上の毛布、教科書、衣類、洗面用具、文具が詰 
     められる。

時     (月日、曜日、時刻を挿入)、（氏名を挿入）さんがアフリカに向け 
     てサンディエゴを出発する（月末に帰国した際に連絡することも可能 
     であると明記する）。

場所     ホイーリング・ハイスクール
     900 South Elmhurst Road, Wheeling, Illinois.

報道機関インフォメーション  (連絡担当者名を挿入)まで、ご連絡ください。

現地連絡担当者    (氏名を挿入)

       # # # #

電話：
ファックス：
ウェブ：
Eメール：

国際ロータリーは、世界における親善と平和の確立に寄与し、人道的奉仕を提供する事業と専門職務
に携わる指導者が世界的に結び合った団体です。160余りの国々にある3万以上のクラブ会員として、
およそ120万人以上のロータリアンが存在します。

ニュース記事の見本



Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
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