2013 年規定審議会立法案
2680 地区 PFG 田中毅 編
2013 年 3 月 13 日更新
番号

案

件

提案要旨

制
Ⅰ

定

賛成

反対

判定

案

クラブ運営

13-01

クラブ報告の規定を改正する件

クラブ報告を会員に配布する

13-02

クラブ幹事を理事会のメンバーとするよう規定

クラブ幹事を理事会のメンバ

する件

ーとする

13-03

クラブ役員に関する規定を改正する件

副会長と会場監督を役員除外

13-04

クラブ役員に関する規定を改正する件

奉仕部門委員長を役員とする

13-05

クラブ会長選出のスケジュールを改正する件

ガバナーの選出と同様にする

13-06

クラブ会長の資格要件を改正する件

1 年以上会員であること

13-07

クラブ会員の入会金を廃止する件

入会金制度を廃止する

13-08

元クラブ会員の 2 回目の入会金を免除する件

同一クラブの 2 回目の入会金

13-09

元クラブ会員の 2 回目の入会金を免除する件

を免除する

13-10

クラブの分割を認める件

対等の自立した組織としてク
ラブの分割を認める

Ⅱ

出席

A. 出席規定
13-11

出席義務を改正する件

出席要件を定款から削除し、出

W

席や参加の義務を細則に移動
する
13-12

出席規定に奉仕の要件を含めるよう改正する件

出席規定に、半期 12 時間奉仕
活動に参加することを含める

13-13

出席要件を改正する件

双方向の音声ビデオによる例
会参加を認める

13-14

欠席の規定を改正する件

欠席による出席規定に表現を
理事会の裁量に緩和。

13-15

連続欠席の規定を改正する件

出席規定の連続欠席を 6 回に
緩和

13-16

クラブの出席報告要件を削除する件

RI に対する出席報告を廃止

B. メークアップとして認められる会合や行事
13-17

欠席のメークアップに関する規定を改正する件

理事会の承認した活動への出
席

13-18

欠席のメークアップに関する規定を改正する件

RI 提案
日本提案

メーキャップ期間、前後 28 日

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

CW 取下げと認める

13-19

欠席のメークアップに関する規定を改正する件

メーキャップ期間、半期以内

13-20

欠席のメークアップに関する規定を改正する件

E クラブで関与するクラブ関
連の活動に従事した場合

13-21

欠席のメークアップに関する規定を改正する件

例会の 75%に出席すること

高松南

C. 理由のある欠席と出席記録
13-22

健康上の理由から 1 年を超え

出席規定の免除の規定を改正する件

て出席規定の免除ができる
13-23

65 歳未満の場合も 85 出席免除

出席規定の免除の規定を改正する件

規定を適用する
13-24

入会 10 年経過しなければ 85

出席規定の免除の規定を改正する件

平城京
13-25

出席免除規定を適用できない
85 出席免除規定をさらに引き

出席規定の免除の規定を改正する件

上げることができる
13-26

出席規定の免除の規定を改正する件

85 出席免除規定の継続適用

13-27

RI 役員の欠席に関する規定を改正する件

RI 役員の配偶者にも適用

13-28

出席記録の算出に関する規定を改正する件

理事会が承認した欠席は出席

桜井
13-29

記録計算に含まれない
出席記録の算出に関する規定を改正する件

7 月 8 月の出席記録は計算に含
まれない

III. クラブ例会
13-30

クラブ例会の構造決定に柔軟性を与える件

クラブ例会の曜日と時間に関

W

する条件を削除する
13-31

衛星会合について規定する件

衛星会合を例会に代えること
ができる

13-32

衛星クラブについて規定する件

クラブが衛星クラブを作るこ

W

とができる。二重会員は可能
13-33

Eクラブが、オンラインの代わりに、従来の方式

例会場における例会とインタ

による例会を開催できることを規定する件

ーネットによる例会を混在で

W

きる
13-34

クラブの例会を、毎週もしくは隔週のいずれでも

毎週または隔週の例会開催を

良いと認める件

認める

13-35

クラブ例会を少なくとも月 3 回と定める件

例会を少なくとも月 3 回開催

13-36

クラブ例会を少なくとも月 2 回と定める件

例会を少なくとも月 2 回開催

13-37

クラブ例会を年に 6 回まで取りやめることを認

例会を年に 6 回まで取りやめ

める件

ることができる

東京
城南

RI 提案
日本提案

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

CW 取下げと認める

IV. 会員
13-38
13-39
13-40
13-41

クラブが継続的に新会員を入会させる努力をす

資格のある若い会員の増強を

ることを規定する件

図る

ロータリーの会員の全般的資格条件を改正する

心からやる気と熱意を持った

件

会員を増強する

すべてのロータリーの学友が正会員となること

ロータリーの学友が正会員に

を認める件

なることを認める

特定の元奨学生を正会員として認める件

元米山奨学生を正会員として

東京た

認める

まがわ
13-42

家事専業の人を正会員として認める件

家事専業の人を正会員として
認める

13-43

仕事をしたことがない人または仕事を中断して

家事のため仕事を中断、または

いる人を正会員として認める件

仕事をしていない人を正会員
として認める

13-44
13-45

早期退職をした人や、長期休暇にある人を正会員

早期退職者や、長期休暇の人を

として認める件

正会員として認める

職業分類の制限を改正する件

同一職業分類 10%、51 名以上
のクラブは最大 5 名まで

13-46

同一職業分類 10 名まで、51 名

職業分類の制限を改正する件

以上のクラブは 20%まで
13-47

同一職業分類 2 名まで、21 名

職業分類の制限を改正する件

以上のクラブは 10%まで

南淡路
13-48

会員の終結に関する規定を改正する件

出席した理事の 3 分の 2

13-49

移籍ロータリアンと元ロータリアンに関する規

移籍ロータリアンの退会理由

定を改正する件

を問わない

移籍ロータリアンと元ロータリアンに関する規

現行規定の理由以外で移籍す

定を改正する件

る場合は、新入会とみなす

移籍ロータリアンと元ロータリアンに関する規

移籍会員は、元クラブよりの推

定を改正する件

薦状が必要である

移籍ロータリアンと元ロータリアンに関する規

移籍会員に対する債務要請期

定を改正する件

間は 45 日とする

名誉会員が RI 徽章を着用するのを認める件

名誉会員は RI 徽章を着用する

13-50
敦賀
13-51
13-52
13-53

ことができる

V. 地区
A. 一般
13-54

各地区における E クラブの制限数をなくす件

RI 提案
日本提案

E クラブの制限数撤廃

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

CW 取下げと認める

13-55
前橋
13-56

地区番号に地理的呼称を付記することをガバナ

地区番号に地理的呼称を付記

ーに認める件

する。国、県

パスト・ガバナー審議会について規定する件

定款上でパスト・ガバナー審議
会を設置する

B. 会合
13-57

地区協議会の目的を改正する件

地区協議会の目標を拡大し、現
地区委員会の報告を求める

13-58

「地区協議会」という言葉を「クラブ・リーダー

地区協議会の名称をクラブ・リ

シップ研修セミナー」に変更する件

ーダーシップ研修セミナーに
変更する

13-59

地区協議会の開催地の選定に関する規定を改正

地区協議会の開催地は GE、ク

する件

ラブ会長の過半数の合意で決
定する

13-60

地区大会での投票手続を改正する件

創立 1 年未満のクラブの選挙
人を認めない

13-61

地区大会での投票手続を改正する件

25 名未満のクラブの選挙人を
認めない

13-62

地区大会での投票手続を改正する件

地区大会らおける投票手続を
簡素化する

13-63

地区大会の委任状による代理投票に関する規定

地区大会の代理投票人は、自分

を改正する件

がすでに持っている投票権を
共に行使できる

VI. ロータリーの綱領、奉仕部門、年次テーマ
ロータリーの綱領に、青少年の参加と育成に関す

綱領 5 項に青少年の参加と育

る第 5 項目を追加する件

成に関する項目を追加する

13-65

ロータリーの綱領に新世代の奉仕と育成に関す

綱領 5 項に新世代の奉仕と育

川口西

る第 5 項目を追加する件

成に関する項目を追加する

13-66

ロータリーの綱領に環境保護に関する第 5 項目

綱領 5 項に環境保護に関する

を追加する件

項目を追加する

ロータリーの綱領の第 4 項目を改正する件

綱領 4 項に国際間の理解と文

13-64

13-67

化と平和の推進を追加する
13-68

ロータリーの綱領を改正する件

綱領 2 項に現在と未来の社会
の奉仕、綱領 3 項に各人に払う
べき尊重の念を追加する

13-69

第五奉仕部門を改正する件

第五奉仕部門の名称を青少年
に変更する

RI 提案
日本提案

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

CW 取下げと認める

13-70

RI の恒久的な年次テーマを創る件

RI の恒久的年次テーマを超我
の奉仕にする

VII. ロータリー財団
13-71

ロータリー財団管理委員の空席を充填する件

管理委員の空席は管理委員長
が指名し、理事会が選出する

財団管理委員の任期を改正し、管理委員長の任期

管理委員長の任期を 4 年に、

を 4 年に延長する件

管理委員の任期を 6 年にする

13-73

財団管理委員の任期を改正する件

管理委員の任期を 2 年にする

13-74

財団管理委員会の資格条件を改正する件

管理委員のうち 4 名までを RI

13-72

元会長とすることができる

VIII. RI 役員と選挙
A. RI 会長と理事
13-75

会長の資格条件を改正する件

理事を務めてから 3 年以上

13-76

会長指名委員会委員の資格要件を改正する件

3 回を超えて会長指名委員を務
めることはできない

13-77

会長選挙の郵便投票に関する規定を改正する件

創立 1 年が経過し会員数が 25
名以上必要

13-78
13-79

理事および理事指名委員会委員の資格条件を改

2 回の研究会と 1 回の国際大会

正する件

出席の条件を撤廃

理事指名委員会の投票手続を改正する件

基本票 1 票に、1000 人毎に 1

W

票を加える
13-80

理事指名委員会委員の資格要件を改正する件

国際大会出席の条件を撤廃

W

13-81

理事指名委員会委員の資格要件を改正する件

地区大会選挙によって、2 回の
研究会と 1 回の国際大会出席
の条件を撤廃

13-82

指名委員会による理事ノミニー選出に関する規

複数セクションから交互に選

定を改正する件

出される場合、当該セクション
の指名委員会が選出する

13-83
13-84

指名委員会により選出された理事ノミニーへの

決議権を設立後 1 年経過して

対抗候補者に関する規定を改正する件

いるクラブに与える

指名委員会により選出された理事ノミニーへの

経歴資料の要約、対抗理由を述

対抗候補者に関する規定を改正す

べた文書、指名委員会が指名し

る件

たノミニーが自らの候補理由
を述べた1ページの文書を添付

13-85

指名委員会により選出された理事ノミニーおよ

対抗候補者として推薦してほ

びガバナー・ノミニーへの対抗候補者に関する規

しい理由の説明を義務付ける

RI 提案
日本提案

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

CW 取下げと認める

定を改正する件

B. ガバナー
13-96

ガバナーの任務を改正する件

クラブの定款・細則が、組織規
定を順守していることを確認
する

13-87

ガバナー・ノミニーの資格条件を改正する件

所属クラブによって推薦され
ており、そのクラブの会員数
が、当該地区クラブの平均会員
数以上であること

13-88

ガバナー・ノミニーの資格条件を改正する件

配偶者がその役職に就任する
には 5 年以上経過する必要が
ある

13-89

ガバナー・ノミニーの資格条件を改正する件

前橋

ガバナーとして就任する日の
直前24カ月までに、クラブ会長
を全期務めたことのある者

13-90

ガバナー・デジグネート(governor-designate)の

二人のガバナー・ノミニーの内

肩書を新設する件

新しいガバナー・ノミニーの呼
称をガバナー・デジグネートと
する

13-91

ガバナー・ノミニー選挙の過程において、ガバナ

ガバナー・ノミニー選挙は秩序

ーが特定の選挙活動を承認することを認める件

ある形で、選挙運動、投票依頼、
当選を図るための活動を行う
ことができる

13-92

クラブがガバナー・ノミニー候補者を推薦するた

クラブがガバナー・ノミニー候

めに、設立から3 年が経過していることを要件と

補者を推薦するために、設立か

する件

ら 3 年が経過していること

13-93

郵便投票に関する手続き規定を改正する件

1 枚の投票用紙で投票が可能

13-94

郵便投票に関する手続き規定を改正する件

すべての会員に一票を投じる
権利を与える

13-95
13-96

13-97

地区大会におけるガバナー選挙の規定を改正す

クラブの複数の票をまとめる

る件

一人の選挙人を選任する

クラブがガバナー・ノミニーへの対抗候補者を推

ガバナー・ノミニーへの対抗候

薦するために、設立から3 年が経過していること

補者を推薦するために、設立か

を要件とする件

ら 3 年が経過していること

対抗候補者の支持に関する規定を改正する件

対抗候補者の支持に関する条
項を厳しくする

13-98

対抗候補者の支持に関する規定を改正する件

RI 提案
日本提案

対抗候補者の支持を 1 名に制

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

CW 取下げと認める

限
13-99
13-100

ガバナー・ノミニーの対抗候補者の支持に関する

対抗候補者の支持に関する条

規定を改正する件

項を厳しくする

ガバナーの空席に関する規定を改正する件

ガバナーの空席に備えて、パス
ト・ガバナーの中から、あらか
じめ副ガバナーを選任する

C. その他
13-101

地区から繰り返し提出される選挙の不服申し立

地区から繰り返し提出される

てに関する規定を改正する件

選挙の不服申し立てに関する
理事会の措置を規定

13-102

選挙の不服申し立てに関する規定を改正する件

選挙の不服に関する申し立て
をロータリー以外にした場合
あらゆるロータリーの役職に
就くことができない

IX. 国際ロータリー
A. 組織統括（コーポレートガバナンス）
13-103

試験的プロジェクトに参加できるクラブの数を

試験的プロジェクトに参加で

200 から 1,000 に増やす件

きるクラブの数を 1,000 に増
やす

13-104

E クラブの所在地域に関する規定を改正する件

全世界またはクラブ理事会の
決定によって定める

13-105

クラブ自治権について規定する件

クラブがRI 定款・細則、ロー

姫路

タリークラブ定款に矛盾しな

佐賀

い限り、「自治権を有する」こ
とを規定する

13-106
13-107

然るべき理由がある場合のクラブの懲戒に関す

聴聞会にはガバナーまたはパ

る規定を改正する件

スト・ガバナーが出席する

クラブの合併に関する規定を改正する件

2 年間 25 名に達しないクラブ
は合併または解散する

13-108

地区の境界を変更する理事会の権限を改定する

クラブ数が 100 を超えている

件

地区、会員数が 1200 未満の地

W

区は境界を変更できる
13-109
2540

地区の境界を変更する理事会の権限を改定する

地区内ロータリアン数が 1100

件

名未満の地区は境界を変更で

2830

きる

地区

RI 提案
日本提案

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

CW 取下げと認める

13-110

地区の境界を変更する理事会の権限を改定する

クラブ数が 100、ロータリアン

件

数が 5000 名を超えている地区
は境界を変更できる

13-111

新しい地区を援助する手続を規定する件

多国籍地区に対しい積極的援
助を与える

13-112

運営審査委員会の責務内容を改正する件

運営審査委員会の責務から、財
務事項の審査と監査に関する
言及を削除

13-113

RI 長期計画委員会の責務内容を改正する件

ロータリー財団管理委員を戦
略計画委員会に任命

13-114

RI 戦略計画の監督を含めるために理事会の権

理事は選出されたゾーンにお

限に関する規定を改正する件

ける RI 戦略計画の実行を監督
する

13-115

監査委員会の責務内容を改正する件

理事会、財団管理委員会の執行

W

委員会の現委員は、監査委員会
の委員とはならない
13-116
東京

ローターアクトおよびインターアクト委員会の

ローターアクト、インターアク

名称を、新世代委員会と変更する件

ト、RYLA、青少年交換を統合

恵比寿
13-117

して新世代委員会とする
世界平和のための RI 常任委員会を設立する件

世界平和のための RI 常任委員
会 6 名を設立する

13-118

RIBI の管理機関の名称を「審議会」から「RIBI

RIBI 管理機関の名称を審議会

理事会」に変更する件

から RIBI 理事会に変更する
B. 運営

13-119

13-120
13-121

印刷されたロータリー雑誌を受け取るか、インタ

英語圏以外で、ロータリー雑誌

ーネットを通じて受信するかの選択肢を、米国お

の印刷版か電子版の何れかを

よびカナダ以外の国のクラブに与える件

選択できる

旅行経費の支払いに関する方針を RI 細則から

旅行経費の支払いに関する方

削除する件

針を RI 細則から削除する

旅行経費の支払いに関する方針を改正する件

理事、管理委員にエコノミーク
ラスを適用

13-122

旅行経費の支払いに関する方針を改正する件

元会長にエコノミークラスを
適用

13-123

旅行経費の支払いに関する方針を改正する件

ファーストクラスの利用を禁
止する

13-124

旅行経費の支払いに関する方針を改正する件

RI 提案
日本提案

15 時間以上かかる場合、プレ

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

CW 取下げと認める

ミアム・エコノミーを利用
13-125

旅行経費の支払いに関する方針を改正する件

ファーストクラスの利用を禁
止する

X. RI 財務と人頭分担金
13-126

2013-14 年度半期 26$50

人頭分担金を増額する件

2014-15 年度半期 27$
2015-16 年度半期 27$50
2016-17 年度半期 28$
各クラブが最低 15 名分の人頭分担金を支払う

最低 15 名分の人頭分担金を支

ことを規定する件

払う

各クラブが支払う半期人頭分担金の最低額をな

最低額の人頭分担金支払い義

くす件

務を廃止する

年齢が 35 歳未満および 70 歳を超える会員の人

35 歳未満、70 歳以上の会員の

頭分担金を減額する件

人頭分担金を 30%減額する

13-130

自然災害時に人頭分担金を減免または猶予する

自然災害により重大な被害を

釧路北

件

受けた時には人頭分担金を減

13-127
13-128
13-129

免または支払猶予する
13-131
13-132
13-133

元ローターアクターの人頭分担金を 1 年間免除

元ローターアクターの人頭分

する件

担金を 1 年間免除する

RI 年次大会のために追加の人頭分担金を設け

RI 年次大会のために 3 ドルの

る件

人頭分担金を設ける

RI 理事会が、クラブ報告書の提出期日とRI 人

人頭分担金の支払いと会員報

頭分担金の納入期日を定めることを規定する件

告の期日をRI 理事会が変更す
ることを認める

13-134

RIBI の納入する人頭分担金を改定し、RI の使

RIBI の納入する人頭分担金を

途不指定の純資産への拠出を廃止する件

改定し、その半額を RI に送付
する

13-200

一般余剰金の目標額の計算を改正する件

一般余剰金の目標額から一般
余剰金ので賄われた経費を除
外する

XI. RI 会合
13-135

国際協議会の開催時期に柔軟性をもたせる件

国際協議会の開催時期を自由
にする

13-136

RI の地域大会に関する規定を削除する件

RI の地域大会を廃止する

XII. 立法手続き
13-137
洲本

規定審議会の開催時期を10 月、11 月または12

規定審議会の開催時期を 6 ケ

月とし、立法案提出の期日を変更する件

月早める

RI 提案
日本提案

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

CW 取下げと認める

13-138

地区決議会合を含めるためにクラブ提出の立法

任意に開催した地区決議会合

案の地区による承認と地区大会での投票につい

で立法案の審議をする

て改正する件
13-139

規定審議会を 4 年ごとに招集するよう定める件

規定審議会を 4 年ごとに開催

13-140

立法案を制定案に限定する件

規定審議会に提案する立法案
を制定案に限定する

13-141

欠陥のある立法案の定義を改正する件

決議案の欠陥の有無に対する

前橋
13-142

裁量権を事務総長に与えない
審議会議場での立法案の修正をなくす件

会議場における立法案の修正
を禁止する

13-143
13-144
13-145
13-146

13-147

規定審議会において大規模な地区に追加の投票

50 クラブについて 1 票の投票

権を与える件

権を与える

規定審議会において大規模な地区に追加の投票

1000 名について 1 票の投票権

権を与える件

を与える

規定審議会において大規模な地区に追加の投票

3000 名を超える地区に 2 票の

権を与える件

投票権を与える

大規模地区は審議会代表議員を2 名まで選ぶこ

クラブ数 71 を超える地区は 2

とができ、同じロータリアンが代表議員として審

名の代表議員を選ぶことがで

議会に出席する回数を2 回までとする件

きる

審議会代表議員の選出時期を改正する件

代表議員の選出時期を 3 年前
にする

13-148

審議会代表議員の指名手続を改正する件

資格のあるパストガバナーは
すべて審査の対象となる

13-149

2 票以上の票を有するクラブ

審議会代表議員の指名手続を改正する件

のすべての票を、同じ候補者に
投じる
13-150

審議会代表議員の指名手続を改正する件

補欠議員を任命する権限を現
ガバナーに与える

決
13-151
13-152
13-153

議

案

クラブおよび地区の理事会に広報委員長を含め

クラブおよび地区の役員に広

ることを検討するようRI 理事会に要請する件

報委員長を含める

クラブ公共イメージ委員会の役割を拡大するこ

クラブ公共イメージ委員会の

とを検討するようRI 理事会に要請する件

役割を拡大する

新しい種類の会員（準会員）の導入を提案するた

会費半額、理事会の役職につけ

めの立法案を次回の規定審議会に提出すること

ない、投票権なし、会期 2 年、

を検討するようRI 理事会に要請する件

総ロータリアン数の 25%以内

RI 提案
日本提案

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

W
W

CW 取下げと認める

13-154

13-155

「ロータリーの支援者（Friends of Rotary）」

奉仕プロジェクトの協力者に

という立場を設けることを検討するようRI 理

ロータリーの支援者という名

事会に要請する件

称を与える

パスト・ガバナー諮問委員会に追加的な権限を与

パスト・ガバナー諮問委員会が

えることを検討するようRI理事会に要請する件

定期的に会合を開き、独自の議
題を話し合うための権限を与
える

13-156
茅ヶ崎

ロータリーの綱領の重要性を推進することを検

ロータリーの綱領の持つ意味

討するよう、RI 理事会に要請する件

と重要性を再確認して、深い理

湘南
13-157
茅ヶ崎
湘南

解を共有する
ロータリーの綱領の第2 項に掲げる職業に関す

ロータリーの綱領の第2項の示

る既定を真摯に受け止め、ロータリアンの職業奉

す価値観についてロータリー

仕の指針として奨励するようRI 理事会に要請

の職業奉仕の指針であること

する件

を認識し、各自の職業に生かす
こと

13-158

13-159
13-160

児童奴隷を阻止するためのキャンペーンを支援

児童奴隷を阻止するためのキ

することを検討するようRI 理事会に要請する

ャンペーンを支援することを

件

検討する

性器切除の予防を支援することを検討するよう

性器切除を予防する活動を支

RI 理事会に要請する件

援することを検討する

対人地雷の問題を優先事項とすることを検討す

対人地雷の被害をなくすこと

るよう RI 理事会に要請する件

を優先事項とするように検討

W

W

する
13-161
13-162

Rotex クラブを正式に承認することを検討する

Rotex クラブを RI の常設プロ

よう RI 理事会に要請する件

グラムとして正式に承認する

国連ミレニアム開発目標を採択することを検討

国連の重要なパートナーとし

するよう RI 理事会に要請する件

て、国連ミレニアム開発目標を

W

採択する
13-163

13-164

ロータリー章典の職業奉仕に関する主要メッセ

職業奉仕の主要メッセージに、

ージに、職業的コミュニケーションを加えること

職業的コミュニケーションを

を検討するようRI 理事会に要請する件

高めるプログラム加える

職業奉仕を強調することを検討するよう RI 理

ロータリーは単なる地域の奉

事会に要請する件

仕団体とは異なり職業奉仕を
強調する

13-165

7 月を「ロータリー友情月間」として指定するこ

7 月をロータリー友情月間と

とを検討するようRI 理事会に要請する件

する

RI 提案
日本提案

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

W

CW 取下げと認める

13-166
13-167

国際奉仕の分野に平和と紛争解決の活動を加え

国際奉仕の分野に平和と紛争

ることを検討するようRI 理事会に要請する件

解決の活動を加える

RI 新世代奉仕デーを設立することを検討する

RI 新世代奉仕デーを設立する

よう RI 理事会に要請する件
13-168

ロータリー・リーダーシップ研究会を（RLI）を、 ロータリー・リーダーシップ研

敦賀
東京中央
2710
2770
2840
2750
2760

RI 傘下の組織またはRI の常設プログラムとし

究会（RLI）の多地区合同奉仕

て指定することを検討するよう、RI 理事会に要

活動を、公式なロータリー傘下

請する件

の組織またはRI常設プログラ

13-169

アーリーアクト・クラブを承認することを検討す

小学生を対象にアーリーアク

るよう RI 理事会に要請する件

ト・クラブを承認する

5 歳から11 歳の子どもたちを対象とするクラ

5 歳から 11 歳の子どもたちを

ブのために「キッズアクト（Kidsact）」という

対象にキッズアクト・クラブを

名称を採択することを検討するようRI 理事会

承認する

13-170

ムとして認証する

に要請する件
13-171

インターアクトの会員の最小年齢を12 歳から

インターアクトの会員の最小

11 歳に引き下げることを検討するようRI 理事

年齢を 11 歳に引き下げる

会に要請する件
13-172
新潟南
宇部
2710

ローターアクトの年齢制限を 35 歳に引き上げ

ローターアクトの年齢制限を

ることを RI 理事会に要請する件

35 歳に引き上げる

13-173

エルダーアクト（Elderact）をRI の常設プログ

年配者を対象にエルダーアク

ラムとして加えることを検討するようRI 理事

トを RI の常設プログラムとし

会に要請する件

て加える

13-174

男女平等を推進するため、標準インターアクト・ 標準インターアクト・クラブ定
クラブ定款を修正することを検討するようRI

款から、男子のみ、女子のみの

理事会に要請する件

言葉を削除する

13-175

青少年交換プログラムの対象をロータリアンの

危機管理上の問題から、青少年

神戸東

子弟に限定することをRI 理事会に要請する件

交換プログラムの対象をロー

W

タリアンの子弟に限定する
13-176
13-177

青少年交換の年齢制限を17歳に引き下げること

青少年交換の年齢制限を 17 歳

を検討するようRI理事会に要請する件

に引き下げる

ロータリー青少年強化プログラム（Rotary

ロータリー青少年強化プログ

Youth Program of Enrichment）をRI 常設プロ

ラムを RI 常設プログラムとし

グラムとして設立することを検討するようRI

て設立する

理事会に要請する件
13-178

われらの天体、地球の保全（Preserve Planet

RI 提案
日本提案

われらの天体、地球の保全を

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

CW 取下げと認める

13-179

Earth）をRI 常設プログラムとして追加するこ

RI 常設プログラムとして設立

とを検討するようRI 理事会に要請する件

する

土地や建物の購入を承認するため、財団補助金の

6 つの重点分野にあてはまる

授与と受諾の条件を修正することを管理委員会

プロジェクトの実施に直接必

に検討するよう要請する件

要な土地や建物の購入や建設

W

を含める
13-180

持続可能な開発を目標として採択することを検

国連が定義している持続可能

討するようRI 理事会に要請する件

な開発を、世界中のロータリア

W

ンとクラブの基本理念として
ロータリーの目標に含める
13-181

ロータリアンの子と孫および配偶者が財団補助

ロータリアンの子、孫、配偶者

金プログラムに参加できるようにすることを検

が財団補助金プログラムに参

討するよう管理委員会に要請する件

加できるようにする

ロータリアンの孫がロータリー財団補助金プロ

ロータリアンの孫が財団補助

グラムに参加できるようにすることを検討する

金プログラムに参加できるよ

よう管理委員会に要請する件

うにする

13-183

補助金の受領資格に関する指針の改正を検討す

災害で亡くなったロータリア

小田原

るよう管理委員会に要請する件

ンの家族が財団補助金プログ

13-182

W

ラムに参加できるようにする
13-184

国際親善奨学金の受領資格を改正することを検

国際親善奨学金の受領資格を

討するよう管理委員会に要請する件

ロータリー関係者にも拡大す
る

13-185

RI に対する一般の認識向上活動に資金を充て

ロータリーとそのプログラム

るため、人頭分担金を増加させる立法案を次回の

の国際的推進および全世界の

規定審議会に提出することを検討するようRI

一般の認識向上のため、国際ロ

理事会に要請する件

ータリーが特別なマーケティ
ング専用の口座を設ける

13-186

ローターアクターや若い会員の人頭分担金を削

ローターアクターや若い会員

減することを検討するようRI 理事会に要請す

の人頭分担金を削減する

W

る件
13-187

13-188

現ガバナーが任務を遂行できない場合、ガバナー

現ガバナーが任務を遂行でき

審議会が臨時ガバナーを任命することを承認す

ない場合、ガバナー審議会が臨

る立法案を、次回の規定審議会に提出することを

時ガバナーを任命することが

検討するようRI 理事会に要請する件

できる

ガバナーの任期を2 年に延長する試験的プロジ

ガバナーの任期を 2 年に延長

RI 提案
日本提案

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

W

W

CW 取下げと認める

13-189

ェクトを実施することを検討するようRI 理事

する試験的プロジェクトを実

会に要請する件

施する

組織統括の構造を見直すことを提案する立法案

RI理事、ロータリー財団管理委

を次回の規定審議会に提出することを検討する

員の任期、RI会長と事務総長の

ようRI 理事会に要請する件

執行・運営的機能、RI会長の給
与、RI理事、ロータリー財団管
理委員の資格要件の見直し

13-190

米国平和部隊同盟委員会（U.S. Peace Corps

米国平和部隊同盟委員会の結

Alliance Committee）の結成と承認を検討する

成と承認を検討する

ようRI 理事会に要請する件
13-191

13-192

13-193

会長の年次テーマを、恒久的な「超我の奉仕」の

会長の年次テーマを、恒久的な

テーマに置き換えることを検討するようRI 理

「超我の奉仕」のテーマに置き

事会に要請する件

換える

クラブ会長エレクトのための追加的な研修プロ

クラブ会長エレクトのために

グラムを立案・実施することを検討するようRI

20 時間の追加的な研修プログ

理事会に要請する件

ラムを立案・実施する

ビジネス・インターンシップ交換プログラムを開

卒業を控えた大学生または若

始することを検討するようRI 理事会に要請す

い職業人のためのビジネス・イ

る件

ンターンシップ交換プログラ

W

W

ムを実施する
13-194

13-195

ロータリーおよびロータリー財団100 周年ミュ

ロータリーおよびロータリー

ージアムの建設を検討することをRI 理事会に

財団 100 周年ミュージアムを

要請する件

建設する

規定審議会を再編成し、新しい構成で実施するこ

審議会の投票議員（投票権を持

とを提案する立法案を次回の規定審議会に提出

つ代表議員）は、各34ゾーンか

することを検討するようRI 理事会に要請する

ら8名、合計272名とする

W

件
13-196

規定審議会の編成と運営を変更することを提案

審議会は、34名の制定案ゾー

する立法案を次回の規定審議会に提出すること

ン・コーディネーターが、実際に

を検討するようRI 理事会に要請する件

顔を合わせる年次会合を含め、

W

インターネット会議や電話会議で
行う
13-197

立法手続への変更を推奨するための委員会を設

規定審議会の開催の合理化を

立することを検討するようRI 理事会に要請す

図る委員会を設立する

る件

RI 提案
日本提案

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

CW 取下げと認める

13-198

規定審議会の効率性を調査するための研究を開

規定審議会の効率性を調査す

始することを検討するようRI 理事会に要請す

るための研究を行う

W

る件

13-199

ガバナー・ノミニーのための追加の研修プログラ

ガバナー・ノミニーのための追

ムを立案・実施することを検討するようRI理事

加の研修プログラムを立案・実

会に要請する件

施する

RI 提案
日本提案

A 採択
AA 修正採択
R 否決
RTB 理事会付託
T 保留

W 取下げ

CW 取下げと認める

