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世界理解月間とは



世界理解月間

「世界理解月間」は特別月間として

毎年２月に実施されており、同月間中

クラブは世界平和に不可欠な世界理解

と親善を特に強調するクラブプログラム

と活動を実施するように求められて

います。



世界理解と平和の日世界理解と平和の日世界理解と平和の日世界理解と平和の日

２ 月２３ 日は最初のロータリークラブ

会合が開かれた創立記念日であり

、１９８３年７月、RI理事会はこの日

を世界理解と平和の日世界理解と平和の日世界理解と平和の日世界理解と平和の日（（（（World 

Understanding and Peace Day））））と定め、

国際理解と友情と平和へのロータリ

ーの献身を特に認め、強調すること

を決定致しました。



世界理解と平和週間世界理解と平和週間世界理解と平和週間世界理解と平和週間

• １９９２年の規定審議会において、この2月23

日を中心とした一週間を世界理解と平和週世界理解と平和週世界理解と平和週世界理解と平和週

間間間間（（（（World Understanding and Peace Week））））と

して、標準ロータリークラブの定款に明記して

、ロータリーの奉仕活動を強調することになり

ました。

• この週間が規定された理由は、創立記念日

を中心としたこの一週間が多年にわたり、世

界理解と平和に特に重点を置きながら祝わ

れてきたためです。



標準ロータリークラブ定款での定義

• 標準ロータリークラブ定款第標準ロータリークラブ定款第標準ロータリークラブ定款第標準ロータリークラブ定款第１３１３１３１３条条条条

• 第４節 ― ロータリーの発祥を記念して。ロータリ

ーの創立記念日（２月２３日）の週は、世界理解

と平和週間と呼称する。

この１週間は、本クラブはロータリーの奉仕活動

を祝い、これまでの業績を振り返り、地域内と世

界中で、平和、理解、親善のためのプログラムに

重点を置く。



世界理解月間の歴史



世界理解と平和の歴史 その1

RI理事会が世界理解と平和について意思を表明

したのは、実は１９５７１９５７１９５７１９５７年であり、当時はロータリー

の創立記念日（２月２３日）とは全く関係ない毎年

３月２０日を含む週を「世界理解週間週間週間週間」として決定し

たのが最初でした。

そして、この特別週間において、各クラブが、世界

平和に重要な理解と好意を特に強調したクラブの

プログラムその他の活動を提供するように要請し

ていたのです。



世界理解と平和の歴史 その2

• そして、１９６９年にはこの特別週間の週が変更

になり、今度は９月１５日を含む週となりました。

• 更に、１９７７年に理事会は再度、世界理解週間

の日程を変更し、今の２月２３日を含む週を、毎

年特別に記念すべき「世界理解週間」と定めた

のです。この週間中に、RIは各クラブに対し世

界平和に不可欠な理解、親善を特に強調したク

ラブプログラムやその他の活動を行ない、また

世界社会奉仕を中心としたプログラムをもってこ

の特別週間を遵奉するよう要請しています。



世界理解と平和の歴史 その3

• １９７７年の世界理解週間の理事会決定を経て、

１９８１－８２年度のRI理事会において､今度は、

毎年２月を特別月間として「世界理解月間」「世界理解月間」「世界理解月間」「世界理解月間」

（（（（World Understanding Month））））とすることが決定

されました。そして、その翌々年度１９８３年７月

RI理事会において、最初のロータリークラブ会

合が開かれた２ 月２３ 日を世界理解と平和の日

（World Understanding and Peace Day）として定

め、国際理解と友情と平和へのロータリーの献

身を特に認め、強調しなければならないと致しま

した。



定款との関係



世界理解と平和とロータリーの定款との関係

• 実は、この『世界理解と平和』という言葉は、

そもそもロータリーの国際奉仕の定義と非常に

関係の深い言葉となっています。

• ロータリーの目的の第４項にロータリアン同士の

世界的なネットワークによって、国際理解と親善

と平和を推進するとなっており、ロータリーの国

際奉仕が誕生した当時の定義がここに書かれて

いるのです。



標準ロータリークラブ定款 ロータリーの目的

第第第第4条条条条 目的目的目的目的

• ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として

奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具

体的には、次の各項を奨励することにある：

第4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的

ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を

推進すること。



五大奉仕との関係

第第第第５５５５条条条条 五大奉仕部門五大奉仕部門五大奉仕部門五大奉仕部門

ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリークラブ

の活動の哲学的および実際的な規準である。

4. 奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを

読むことや通信を通じて、さらには、他国の人々

を助けることを目的としたクラブのあらゆる活動

やプロジェクトに協力することを通じて、他国の

人々とその文化や慣習、功績、願い、問題に対

する認識を培うことによって、国際理解、親善、

平和を推進するために、会員が行う活動から成

るものである。



国際奉仕の定義

２００７年の規定審議会で四大奉仕(現五大奉仕）

が規定。（標準ロータリークラブ定款の第５条）

国際奉仕は、２つの方向性が示されている。

①書物などを読むことや通信を通じて

②他国の人々を助けることを目的としたクラブの

あらゆる活動やプロジェクトに協力することを

通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、

願い、問題に対する認識を培うことによって

国際理解、親善、平和を推進するために、会員が

行う活動



人道的奉仕活動が世界平和に繋がる

• このような世界社会奉仕（WCS)の活動によって

飢餓や貧困が原因となる国際紛争を抑止するこ

とが可能ならば、この活動は究極的には恒久の

世界平和につながることになるのです。

• 現在では、このWCSプログラムは廃止(2011年6
月30日）されておりますが、このような国際奉仕

活動そのものは否定された訳ではなく、むしろロ

ータリー財団の補助金プログラムを通じて、より

大きな国際的人道的奉仕活動に発展することが

推奨されているのです。

•



国際奉仕の具体的活動

• ロータリアンの世界的親交によって国際間の理

解と親善と平和を推進する活動であり、その具

体的な活動としてロータリー友情交換、ロータリ

ー親睦活動(現在のグローバル・ネットワーク）

国際青少年交換など

• 人道的奉仕活動として、途上国に対する飢餓・

貧困・疾病・教育等の国際的援助活動です。近

年、発展途上国に対する人道的奉仕活動という

新しい地域社会からのニーズによる国際奉仕活

動に新しい流れ。（ﾛｰﾀﾘｱﾝ行動Ｇ、ＷＣＳなど）



国際奉仕の枠組み

国際奉仕

友情交換・親睦活動 Ｒ行動Ｇ、ＷＣＳ

国際的親交
人道的奉仕

世界理解

平和



ＲＩ戦略計画との関係



国際ロータリーの使命（Mission)

• ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリー

ダーのネットワークを通じて、人びとに奉仕し、高

潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進する

こと。

特にロータリーの目的の第4項を強調する形で、

国際ロータリーの使命として、世界理解、親善、

平和を推進すること定義されています。

• このRIのミッションはRIが国際的な世界有数の

奉仕組織として発展のため、組織の使命として

世界理解と平和を強調する形になった。



ロータリー財団の使命ロータリー財団の使命ロータリー財団の使命ロータリー財団の使命 （（（（MISSION OF THE ROTARY FOUNDATION））））

• ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康

状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救

済することを通じて、世界理解、親善、平和を達

成できるようにすることである。

•

• RIの使命もロータリー財団の使命もともに、世界

理解、親善、平和を達成するとことが究極の目

的となっているようです。

• これは、RIと財団が一つの大きな使命を共有し

て、一丸となって進む姿勢を示したもの

ONE ROTARY



６つの重点分野

ロータリーは世界全体で重点分野を定め、できるだけ

大きな活動成果をもたらす努力をしています。

● 平和と紛争予防／紛争解決

● 疾病予防と治療

● 水と衛生

● 母子の健康

● 基本的教育と識字率向上

● 経済と地域社会の発展



６つの重点分野

• ロータリー財団のグローバル補助金は、ロータ

リーが指定する６つの重点分野に該当する人

道的活動に限定され、持続可能かつ測定可能

な成果をもたらす大規模な国際的人道的活動

に対して支給されるのです。

• これらの６つの重点分野はまさに、世界理解・

平和を推進するためのロータリーの具体的な

奉仕活動の指針となっているのです。



ロータリー平和フェローシップ

• ロータリー財団のロータリー平和フェローシップ

は、国際関係、平和研究、紛争解決およびその

関連分野の修士号、あるいは平和と紛争解決

の分野の専門能力開発修了証の取得を目指す

人に、奨学金を提供するプログラムであり、この

プログラムは、まさに平和に焦点を当てた活動

となっています。



来年度から特別月間が大幅に変更

RI会長エレクトよりの提案：

（２０１４年１０月理事会）

理事会は特別な行事の月間をそれぞれ指定して

きた。

ラビンドランRI会長エレクトは、それぞれの月間を

変更して、ロータリーの重点分野をそれぞれ指定

することを提案した。



特別月間の変更

• 8月 会員増強及び拡大月間

• 9月 基本的教育と識字率の向上月間

• 10月 経済と地域社会の発展月間

• 11月 ロータリー財団月間

• 12月 疾病予防と治療月間

• 1月 職業奉仕月間

• 2月 平和と紛争予防／紛争解決月間

• 3月 水と衛生月間

• 4月 母子の健康月間

• 5月 青少年奉仕月間

• 6月 ロータリー親睦活動月間



国際奉仕プロジェクト



国際奉仕プロジェクトとは国際奉仕プロジェクトとは国際奉仕プロジェクトとは国際奉仕プロジェクトとは

• かつて世界社会奉仕（WCS)と呼ばれていました

が、国際奉仕プロジェクトは２つ以上の国のロー

タリークラブを含めて、結束して彼らの地域社会

の一つに奉仕するプロジェクトです。

• 奉仕を通じて、国際理解と善意を促進することに

よって、国際奉仕プロジェクトはロータリーの心

を映し出し、そして、わくわくするような、挑戦的

な、満足感を体験する機会をロータリアンに提供

します。



国際奉仕プロジェクトとは

• プロジェクトリンク（Project LINK）は、アイディア

応援サイトに統合されました。このページでは、

プロジェクトに必要な資金、ボランティア、物資を

募ったり、支援したいプロジェクトを見つけること

ができます。

• 国際的な支援を探しているクラブは、世界中のク

ラブとウェブサイトを通じて、彼らのプロジェクト

ニーズを公表することができます。

• 同様に、国際的奉仕活動を支援をしたいと思っ

ているクラブは、ウェブリソースを利用することで

、適当な候補者を見つけることができます。



国際奉仕プロジェクトの目的は国際奉仕プロジェクトの目的は国際奉仕プロジェクトの目的は国際奉仕プロジェクトの目的は

１．国際奉仕活動を通じて１．国際奉仕活動を通じて１．国際奉仕活動を通じて１．国際奉仕活動を通じて援助を必要としている人々の生活の質援助を必要としている人々の生活の質援助を必要としている人々の生活の質援助を必要としている人々の生活の質

を改善する。を改善する。を改善する。を改善する。

２．国際的な奉仕活動を実行するため、２．国際的な奉仕活動を実行するため、２．国際的な奉仕活動を実行するため、２．国際的な奉仕活動を実行するため、他の国のクラブと地区の他の国のクラブと地区の他の国のクラブと地区の他の国のクラブと地区の

間の協力を促進する。間の協力を促進する。間の協力を促進する。間の協力を促進する。

３．プロジェクトニーズと支援に関して、３．プロジェクトニーズと支援に関して、３．プロジェクトニーズと支援に関して、３．プロジェクトニーズと支援に関して、情報交換のための効果的情報交換のための効果的情報交換のための効果的情報交換のための効果的

な枠組みを作る。な枠組みを作る。な枠組みを作る。な枠組みを作る。

４．人々の自助努力を助けるプロジェクトを実行することの重要４．人々の自助努力を助けるプロジェクトを実行することの重要４．人々の自助努力を助けるプロジェクトを実行することの重要４．人々の自助努力を助けるプロジェクトを実行することの重要

性と同様に、性と同様に、性と同様に、性と同様に、国際的な発展と文化的な問題についてロータリ国際的な発展と文化的な問題についてロータリ国際的な発展と文化的な問題についてロータリ国際的な発展と文化的な問題についてロータリ

アンの認識を増加させるアンの認識を増加させるアンの認識を増加させるアンの認識を増加させる。。。。

５．５．５．５．国際ロータリーとロータリー財団に関係するプログラムの参加国際ロータリーとロータリー財団に関係するプログラムの参加国際ロータリーとロータリー財団に関係するプログラムの参加国際ロータリーとロータリー財団に関係するプログラムの参加

者を支援者を支援者を支援者を支援する。する。する。する。

６．財団や他のリソースを通じて、６．財団や他のリソースを通じて、６．財団や他のリソースを通じて、６．財団や他のリソースを通じて、利用できるプロジェクトに資金利用できるプロジェクトに資金利用できるプロジェクトに資金利用できるプロジェクトに資金

を提供する機会について、ロータリアンを教育するを提供する機会について、ロータリアンを教育するを提供する機会について、ロータリアンを教育するを提供する機会について、ロータリアンを教育する。。。。

７．他のロータリアンとプロジェクトの７．他のロータリアンとプロジェクトの７．他のロータリアンとプロジェクトの７．他のロータリアンとプロジェクトの成功経験を共有する成功経験を共有する成功経験を共有する成功経験を共有する。。。。

８．８．８．８．国際理解と親善と平和を促進させる。国際理解と親善と平和を促進させる。国際理解と親善と平和を促進させる。国際理解と親善と平和を促進させる。



プログラム推進の留意点 RI理事会

RI理事会は、クラブが2月の世界理解月間にプロ

グラムを推進するときに、国際奉仕に関して少なく

ともひとつのプロジェクトを構築することを推奨して

います。

プロジェクトは次の範疇を必ず守るものとする。

１．プロジェクトは実際に人道主義的である。

２．二カ国以上のロータリアンが関与している。

３．プロジェクトはこれらの国の一つに位置している



国際奉仕プロジェクトを進展させるために提案されたステップ国際奉仕プロジェクトを進展させるために提案されたステップ国際奉仕プロジェクトを進展させるために提案されたステップ国際奉仕プロジェクトを進展させるために提案されたステップ

１．ロータリー・ウェヴサイト（ロータリーショーケース）あるいは、

外国を訪問したことのある人からからアイディアを得る。

２．クラブ会員が興味を持ちそうな、重要なプロジェクトを選択す

る。

３．クラブの国際奉仕委員会にアイディアを提案する。そして、

その提案は委員会によって理事会に報告される。

４．もし、許可されたら、その対象国で一緒に協力しようと努め

てくれるロータリークラブや地区と接触を開始する。

５．パートナークラブや地区と協力してプロジェクトの費用の見

積もりを取る。

６．他の国への訪問が望ましい／必要かどうかを考慮する。も

しそうなら、財団補助金の可能性も含めて、旅行費用の調達

方法を議論する。



国際奉仕プロジェクトを進展させるために提案されたステッ国際奉仕プロジェクトを進展させるために提案されたステッ国際奉仕プロジェクトを進展させるために提案されたステッ国際奉仕プロジェクトを進展させるために提案されたステッププププ

７．パートナークラブや地区とプロジェクト予算を進展させる。ス

ポンサークラブ、地区からの寄付、パートナークラブ、財団補

助金、その他の支援などから資金の源泉について見積もる。

８．支援してもらえるすべての源泉について予算の許可を得て

、財団補助金の申請の準備を始める。

９．財団補助金の申請を処理し、プロジェクトを実行する。

１０．クラブにプロジェクトの進捗状況を報告する。地区内や外

部のメディアなどに対する広報のため写真を撮る等。

１１．プロジェクトを支援した人たちに感謝する。

１２．決められた補助金報告書を送付する。



RI理事会2010年11月 リソースモデルへの転換

• 戦略計画委員会は、人道的奉仕に焦点を当て

それを増大させるために、いくつかの戦略を検

討した。その中には、増加する持続可能な奉仕

活動、広がる戦略的パートナーシップと協調関

係、及び意義深い地域プロジェクトと国際プロジ

ェクトを創造することが含まれる。

• 戦略的な連繋を作り、プロジェクト遂行し、そして

最も効果的にパートナーを見つけるために、

より多くの 機会をロータリアンに与えるために、

RIのプログラムモデルを組織的管理されたプロ

グラムモデルからリソースモデルへと転換する



2010年10月理事会決定

• 国際ロータリプログラムを『リソースとサポート』

モデルへと転換させることを承認し、世界社会奉

仕とロータリーボランティアプログラムを廃止す

る。 （2011年6月30日まで有効）。

• 『ロータリーコネクション』リソースは、ロータリア

ンとロータリークラブを通じて、国際奉仕プロジェ

クトのパートナーシップ、連繋、友情を増大させ

る。



リソースとサポートモデルへの変換

ロータリー財団

６つの６つの６つの６つの

重点分野重点分野重点分野重点分野

世界理解平和

世界的な人道奉仕団体

ロータリーの

国際奉仕活動

ＯＯＯＯｎｅｎｅｎｅｎｅ ＲｏｔａｒｙＲｏｔａｒｙＲｏｔａｒｙＲｏｔａｒｙ

アイディア応援サイトアイディア応援サイトアイディア応援サイトアイディア応援サイト

資金的補助



WCSプログラムの歴史

世界社会奉仕 World Community Service は、１９６２

年アジアから最初のＲＩ会長に就任したニッティシ・

ラハリー（インド）によって提唱された、新しい形の

国際奉仕の実践活動であり、当初は文盲対策、スラ

ム街対策などが実施されました。日本におけるＷＣＳ

活動の第１号は、 ３６５地区によるインドの救癩事業

です。 １９６６年、ＲＩはＷＣＳ活動に対する例外的措

置として、１９２９年にダラス大会において決議された

財政的援助要請の制限条項決議 ２９-１２を撤廃して

金銭的援助を可能にしました。



＜決議＜決議＜決議＜決議 29-12＞＞＞＞

２ .如何なる事項に関しても、他のロータリークラブ

の協力を得んとする加盟クラブは、先ずそれぞ

れの地区ガバナーに対して、その目的と計画を

提出し、その承認を得なければならない。

３．如何なる加盟クラブも、先ず国際ロータリー理

事会の承認を受けるまでは、他のロータリークラ

ブ或は個々のロータリアンに財政的援助を求め

てはならない。

（１９２９年ダラス大会）



1966年ＲＩ理事会

金銭が含まれるか否かを問わず、地区やクラブ

から特定の世界社会奉仕活動に関して協力や

援助を要請する場合、一つまたは限られた数

の地区かクラブを対象とし、全クラブを対象とし

ないならば、財政援助懇請に課された制限条

項に制約されないと考えられている。



金銭的支援要請は両刃の剣

財政的援助要請の制限撤廃は、ロータリー運動に

対する［両刃の剣］として、大きな意味を持つ決定

と言えるでしょう。

技術供与やマンパワーの提供のみでは実効の上

がらないＷＣＳ活動に、全世界のロータリアンから

の財政的援助を加えることで、大規模なＷＣＳプロ

ジェクトを可能にした反面、金銭的奉仕がロータリ

ーの奉仕活動として認められる前例を作ったから

です。

•



ＷＣＳプロジェクトの発展と新たな進化

WCSプロジェクトとは、ある国のロータリークラブが

他の国のロータリークラブが実施している社会奉仕

活動に援助の手を差し伸べて、困っている人たちの

ために共同活動を実施することですが、 1967年から

正式に開始されました。

以来、世界中で何千ものWCSプロジェクトが完遂

され、それらを支援するための、ロータリークラブに

よって毎年、何百万ドルの資金と支給品が寄付され

ました。



ＷＣＳプロジェクトの発展と新たな進化

１９９７年からその適用が拡大されて、必ずしも要請

国にロータリーの介在がなくても実施可能となりまし

た。飢餓、貧困、疾病、文盲など発展途上国に共通の

問題について、地区やクラブやロータリアンがそれぞ

れのレベルで援助しようというもので、数多くのプロジ

ェクトが実行されました。

しかし、２０１０年１１月理事会において、 RIのプログ

ラムモデルが組織的管理モデルからリソースモデル

へと転換する事が決定されました。



ＷＣＳプロジェクトの発展と新たな進化

この「リソースとサポートのモデル」への転換によっ

て、クラブはより自由に戦略的な連繋を構築し、

プロジェクト遂行し、より効果的にパートナーを見

つける機会が与えられることになりました。

今後は、各クラブは更に自主性を発揮し、自らが

プロジェクトを探し出し、財団との連携を深めなが

ら、財団補助金を利用し、より大きな人道的奉仕活

動を推進することが求められるようになったと思わ

れます。



国際奉仕の新しい方向性



ロータリー章典・手続要覧の国際奉仕の記載削除

国際奉仕の方針や国際奉仕に関するロータリ

アンやクラブの責務は、今回２０１３年手続要覧

や章典から削除されている。

国際国際国際国際奉仕の基本方針奉仕の基本方針奉仕の基本方針奉仕の基本方針（（（（Policy of International Service））））

個々のロータリアンの責務個々のロータリアンの責務個々のロータリアンの責務個々のロータリアンの責務

ロータリークラブの責務ロータリークラブの責務ロータリークラブの責務ロータリークラブの責務



2013年年年年４４４４月月月月 規定審議会規定審議会規定審議会規定審議会 決議決議決議決議13－－－－166

ロータリー章典8.050.2.によれば、国際奉仕は４つ

の分野に分類されている：すなわち、

①２カ国以上のクラブ間での奉仕プロジェクト

②国際的な教育及び文化活動

③特別な国際的な式典や催し

④国際的な会議である。

決議案１３-１６６は理事会に国際奉仕の分野として、

５つ目の「平和と紛争解決の活動」を加えることを

要請。



2013年年年年6月月月月 理事会決定理事会決定理事会決定理事会決定219号号号号

ロータリー章典を簡素化しようとする昨今の方針や

またほとんどのクラブが章典のこのセクションを

参照しない可能性に鑑み、事務総長はこのセクシ

ョンを完全に削除することを推奨した。

理事会は、

・ 平和と紛争解決は重点分野の一つであり、また

国際奉仕の機会として、積極的にロータリークラ

ブや地区に奨励されることに言及する。

・ロータリー章典の8.050.国際奉仕の基本理念を

撤廃する。



ロータリー章典・手続要覧からの記載削除

国際国際国際国際奉仕の基本方針奉仕の基本方針奉仕の基本方針奉仕の基本方針

（（（（Policy of International Service））））

個々のロータリアンの責務個々のロータリアンの責務個々のロータリアンの責務個々のロータリアンの責務

ロータリークラブの責務ロータリークラブの責務ロータリークラブの責務ロータリークラブの責務

２０１３年手続要覧や章典から削除



2013年手続要覧に記載された新しい記述年手続要覧に記載された新しい記述年手続要覧に記載された新しい記述年手続要覧に記載された新しい記述

第第第第 １０１０１０１０章章章章 （重点分野（重点分野（重点分野（重点分野 Areas of Focus））））

ロータリークラブは世界中の地域社会のために奉

仕を行っており、それぞれの地域社会には固有の

課題やニーズがある。ロータリアンは幅広い奉仕

プロジェクトに取り組むことによって、これまで継続

的に、もろもろのニーズに対応する方法を取り入

れ、改善してきた。ロータリーの奉仕のうち、最も

成功し、持続可能な成果を収めてきたものは、

多くの場合、次の６つのいずれかの分野に該当す

る傾向がある。

•



2013年手続要覧に記載された新しい記述年手続要覧に記載された新しい記述年手続要覧に記載された新しい記述年手続要覧に記載された新しい記述

① 平和と紛争予防／紛争解決

② 疾病予防と治療

③ 水と衛生

④ 母子の健康

⑤ 基本的教育と識字率向上

⑥ 経済と地域社会の発展



2013年手続要覧に記載された新しい記述年手続要覧に記載された新しい記述年手続要覧に記載された新しい記述年手続要覧に記載された新しい記述

ロータリーは、以上の6分野を組織的に優先させ、

ロータリアンが地元や海外で数多くの方法により

これらのニーズに取り組むことができることを認識

している。活動のアイデアは、出版物「ロータリー

の重点分野ガイド」（965）を参照のこと。

重点分野の具体的な目標に絞って活動する場合重点分野の具体的な目標に絞って活動する場合重点分野の具体的な目標に絞って活動する場合重点分野の具体的な目標に絞って活動する場合、、、、

クラブと地区はロータリー財団グローバル補助金クラブと地区はロータリー財団グローバル補助金クラブと地区はロータリー財団グローバル補助金クラブと地区はロータリー財団グローバル補助金

を申請できる。を申請できる。を申請できる。を申請できる。



国際奉仕のプログラム



世界ネットワーク活動グループ世界ネットワーク活動グループ世界ネットワーク活動グループ世界ネットワーク活動グループ（（（（Global Networking Groups））））

• 世界ネットワーク活動グループは、共有する関

心事項に焦点を当てて国際的に組織されたロー

タリアンのグループである。世界ネットワーク活

動グループは、ロータリー親睦活動グループとロ

ータリアン行動グループから成る。

ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動

Rotary Fellowships

ロータリアン行動グループロータリアン行動グループロータリアン行動グループロータリアン行動グループ

Rotarian Action Groups



ロータリー親睦活動とは?



ロータリー親睦活動とはロータリー親睦活動とはロータリー親睦活動とはロータリー親睦活動とは?

共通の関心を持つロータリアン

、配偶者、ローターアクターの

グループ：

• レクリエーション活動

• 趣味

• スポーツ

• 職業

• ロータリーの歴史と

カルチャー

Rotarian Lawyers Fellowship

Doll Lovers Fellowship



親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例



ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動 Rotary Fellowships

友情と親睦を深めるために職業的またはレクリエーション

の活動を遂行するために結束したロータリアンのグループ

Amateur RadioAmateur RadioAmateur RadioAmateur Radio （アマチュア無線）（アマチュア無線）（アマチュア無線）（アマチュア無線）

Antique AutomobilesAntique AutomobilesAntique AutomobilesAntique Automobiles （アンティーク自動車）（アンティーク自動車）（アンティーク自動車）（アンティーク自動車）

Authors and WritersAuthors and WritersAuthors and WritersAuthors and Writers （作家と著者）（作家と著者）（作家と著者）（作家と著者）

Bird WatchingBird WatchingBird WatchingBird Watching （バードウォッチング）（バードウォッチング）（バードウォッチング）（バードウォッチング）

BridgeBridgeBridgeBridge （ブリッジ）（ブリッジ）（ブリッジ）（ブリッジ）

CanoeingCanoeingCanoeingCanoeing（カヌー）（カヌー）（カヌー）（カヌー）

CaravanningCaravanningCaravanningCaravanning （キャラバン式旅行）（キャラバン式旅行）（キャラバン式旅行）（キャラバン式旅行）

Carnival, Parades & FestivalsCarnival, Parades & FestivalsCarnival, Parades & FestivalsCarnival, Parades & Festivals （ｶｰﾆﾊﾞﾙ､ﾊﾟﾚｰﾄﾞ、祭典）（ｶｰﾆﾊﾞﾙ､ﾊﾟﾚｰﾄﾞ、祭典）（ｶｰﾆﾊﾞﾙ､ﾊﾟﾚｰﾄﾞ、祭典）（ｶｰﾆﾊﾞﾙ､ﾊﾟﾚｰﾄﾞ、祭典）

ChessChessChessChess（チェス）（チェス）（チェス）（チェス）

Computer UsersComputer UsersComputer UsersComputer Users （ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ･ﾕｰｻﾞｰ）（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ･ﾕｰｻﾞｰ）（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ･ﾕｰｻﾞｰ）（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ･ﾕｰｻﾞｰ）

Convention GoersConvention GoersConvention GoersConvention Goers （大会参加者）（大会参加者）（大会参加者）（大会参加者）

CricketCricketCricketCricket （クリケット愛好家）（クリケット愛好家）（クリケット愛好家）（クリケット愛好家）

CurlingCurlingCurlingCurling（カーリング）（カーリング）（カーリング）（カーリング）

CyclingCyclingCyclingCycling（サイクリング）（サイクリング）（サイクリング）（サイクリング）

DoctorsDoctorsDoctorsDoctors（医師）（医師）（医師）（医師）

Doll LoversDoll LoversDoll LoversDoll Lovers（人形愛好家）（人形愛好家）（人形愛好家）（人形愛好家）

Editors and PublishersEditors and PublishersEditors and PublishersEditors and Publishers（編集者・出版者）（編集者・出版者）（編集者・出版者）（編集者・出版者）



ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動 Rotary Fellowships

• EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironment（環境）（環境）（環境）（環境）

• EsperantoEsperantoEsperantoEsperanto（エスペラント語）（エスペラント語）（エスペラント語）（エスペラント語）

• Fine Arts and AntiquesFine Arts and AntiquesFine Arts and AntiquesFine Arts and Antiques （美術と骨董品）（美術と骨董品）（美術と骨董品）（美術と骨董品）

• FishingFishingFishingFishing（釣り）（釣り）（釣り）（釣り）

• FlyingFlyingFlyingFlying（飛行）（飛行）（飛行）（飛行）

• Go Go Go Go （囲碁）（囲碁）（囲碁）（囲碁）

• GolfGolfGolfGolf（ゴルフ）（ゴルフ）（ゴルフ）（ゴルフ）

• GourmetsGourmetsGourmetsGourmets（グルメ）（グルメ）（グルメ）（グルメ）

• Home ExchangeHome ExchangeHome ExchangeHome Exchange （住まい交換）（住まい交換）（住まい交換）（住まい交換）

• Horseback RidingHorseback RidingHorseback RidingHorseback Riding（乗馬）（乗馬）（乗馬）（乗馬）

• InternetInternetInternetInternet（インターネット）（インターネット）（インターネット）（インターネット）

• Italian CultureItalian CultureItalian CultureItalian Culture （イタリア文化）（イタリア文化）（イタリア文化）（イタリア文化）

• JazzJazzJazzJazz（ジャズ）（ジャズ）（ジャズ）（ジャズ）

• Latin CultureLatin CultureLatin CultureLatin Culture （ラテン文化）（ラテン文化）（ラテン文化）（ラテン文化）

• LawyersLawyersLawyersLawyers（弁護士）（弁護士）（弁護士）（弁護士）

• License Plate CollectingLicense Plate CollectingLicense Plate CollectingLicense Plate Collecting（（（（ナンバープレート収集）ナンバープレート収集）ナンバープレート収集）ナンバープレート収集）

• Literacy ProvidersLiteracy ProvidersLiteracy ProvidersLiteracy Providers （識字向上推進者）（識字向上推進者）（識字向上推進者）（識字向上推進者）



ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動 Rotary Fellowships

• Magicians (Magicians (Magicians (Magicians (手品師手品師手品師手品師) ) ) ) 

• Magna GraeciaMagna GraeciaMagna GraeciaMagna Graecia ((((マグナグラエシアマグナグラエシアマグナグラエシアマグナグラエシア) ) ) ) 

• Marathon RunningMarathon RunningMarathon RunningMarathon Running （マラソン・ランナー）（マラソン・ランナー）（マラソン・ランナー）（マラソン・ランナー）

• MotorcyclingMotorcyclingMotorcyclingMotorcycling （バイク愛好家）（バイク愛好家）（バイク愛好家）（バイク愛好家）

• MusicMusicMusicMusic（音楽）（音楽）（音楽）（音楽）

• Old and Rare BooksOld and Rare BooksOld and Rare BooksOld and Rare Books（希少古本）（希少古本）（希少古本）（希少古本）

• PhotographersPhotographersPhotographersPhotographers（写真）（写真）（写真）（写真）

• Police and Law EnforcementPolice and Law EnforcementPolice and Law EnforcementPolice and Law Enforcement （警察関係）（警察関係）（警察関係）（警察関係）

• PrePrePrePre----Columbian CivilizationsColumbian CivilizationsColumbian CivilizationsColumbian Civilizations （ｺﾛﾝﾌﾞｽ到来以前の明）（ｺﾛﾝﾌﾞｽ到来以前の明）（ｺﾛﾝﾌﾞｽ到来以前の明）（ｺﾛﾝﾌﾞｽ到来以前の明）

• Quilters and Fiber ArtistsQuilters and Fiber ArtistsQuilters and Fiber ArtistsQuilters and Fiber Artists（ｷﾙﾄおよび織物手芸家）（ｷﾙﾄおよび織物手芸家）（ｷﾙﾄおよび織物手芸家）（ｷﾙﾄおよび織物手芸家）

• RailroadsRailroadsRailroadsRailroads（鉄道）（鉄道）（鉄道）（鉄道）

• Recreational VehiclesRecreational VehiclesRecreational VehiclesRecreational Vehicles（キャンピング・カー）（キャンピング・カー）（キャンピング・カー）（キャンピング・カー）

• Rotary Global HistoryRotary Global HistoryRotary Global HistoryRotary Global History （ロータリー世界史）（ロータリー世界史）（ロータリー世界史）（ロータリー世界史）

• Rotary Heritage and HistoryRotary Heritage and HistoryRotary Heritage and HistoryRotary Heritage and History（ロータリー歴史と伝統の会）（ロータリー歴史と伝統の会）（ロータリー歴史と伝統の会）（ロータリー歴史と伝統の会）

• Rotary on StampsRotary on StampsRotary on StampsRotary on Stamps （ロータリーの切手収集）（ロータリーの切手収集）（ロータリーの切手収集）（ロータリーの切手収集）



ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動ロータリー親睦活動 Rotary Fellowships

• ScoutingScoutingScoutingScouting（スカウト）（スカウト）（スカウト）（スカウト）

• Scuba DivingScuba DivingScuba DivingScuba Diving（スキューバダイビング）（スキューバダイビング）（スキューバダイビング）（スキューバダイビング）

• Shooting SportsShooting SportsShooting SportsShooting Sports（射撃スポーツ）（射撃スポーツ）（射撃スポーツ）（射撃スポーツ）

• SinglesSinglesSinglesSingles（シングルス）（シングルス）（シングルス）（シングルス）

• SkiingSkiingSkiingSkiing（スキー）（スキー）（スキー）（スキー）

• Social Networking (Social Networking (Social Networking (Social Networking (ソーシャル・ネットワーキングソーシャル・ネットワーキングソーシャル・ネットワーキングソーシャル・ネットワーキング) ) ) ) 

• TennisTennisTennisTennis（テニス）（テニス）（テニス）（テニス）

• Total Quality ManagementTotal Quality ManagementTotal Quality ManagementTotal Quality Management（総合品質管理）（総合品質管理）（総合品質管理）（総合品質管理）

• Travel AgentsTravel AgentsTravel AgentsTravel Agents（旅行代理業）（旅行代理業）（旅行代理業）（旅行代理業）

• Travel and HostingTravel and HostingTravel and HostingTravel and Hosting（旅行と歓待）（旅行と歓待）（旅行と歓待）（旅行と歓待）

• Wellness and FitnessWellness and FitnessWellness and FitnessWellness and Fitness

• （健康とフィットネス）（健康とフィットネス）（健康とフィットネス）（健康とフィットネス）

• WineWineWineWine（ワイン）（ワイン）（ワイン）（ワイン）

• YachtingYachtingYachtingYachting（ヨット）（ヨット）（ヨット）（ヨット）



親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例

2013年10月末現在

66のロータリー親のロータリー親のロータリー親のロータリー親

睦活動グループ睦活動グループ睦活動グループ睦活動グループが、

国際ロータリーによ

り認定

Fellowship Cycling to Serve



親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例

スキー親睦活動

ヨット親睦活動

アンティーク自動車親睦活動



親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例

Fellowship of Rotarian Photographers

キルトおよび織物手芸家親睦活動

写真親睦活動

スキューバダインビング親睦活動

自家用機パイロット親睦活動



親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例

カーリング

キャンピングカー親睦活動

鉄道愛好家親睦活動



親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例

「ワインそのものや、

料理との組合せなど、

ワイン愛好家が関心

を持つさまざまな事柄

について学ぶ機会を、

ロータリアンに提供す

る」

ワイン愛好家親睦活動



親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例親睦活動グループの具体例

国際ゴルファー親睦活動（IGFR)は
世界中でトーナメントを主催

ゴルフ親睦活動

リトアニアから米国まで

世界13の支部

ゴルフ親睦活動



ロータリアン行動グループとは行動グループとは行動グループとは行動グループとは



ロータリアン行動グループロータリアン行動グループロータリアン行動グループロータリアン行動グループRotarian Action Groups

「ロータリアン行動グループ」は、

特定の奉仕分野に関する専門知識

と熱意を持ったロータリアンとその

家族、ローターアクターによって組織

されています。

各グループは、ロータリークラブと地区

が地域社会の発展や人道的奉仕の

プロジェクトを計画し、実施する上での

支援を提供しています。



ロータリアン行動グループロータリアン行動グループロータリアン行動グループロータリアン行動グループRotarian Action Groups

全ロータリアン行動グループのリストはRIのウェブ

サイト(www.rotary.org)に掲載されている。関心

のあるロータリアンは、奉仕プロジェクトを実施する

際に、これらのグループに連絡を取り、援助を求め

るよう奨励されている(ロータリー章典43.020.)



現在活動中のロータリアン行動グループ現在活動中のロータリアン行動グループ現在活動中のロータリアン行動グループ現在活動中のロータリアン行動グループ

• 2014年年年年9月月月月1日現在、以下の分野で、日現在、以下の分野で、日現在、以下の分野で、日現在、以下の分野で、19のののの

ロータリアン行動グループが活動しています。ロータリアン行動グループが活動しています。ロータリアン行動グループが活動しています。ロータリアン行動グループが活動しています。

• AIDS予防と家族の健康

• アルツハイマー／認知症アルツハイマー／認知症アルツハイマー／認知症アルツハイマー／認知症

• 失明予防

• 献血

• 児童労働虐待

• 歯科ボランティア

• 糖尿病

• 食物栽培の手法

• 保健教育と健康

• 聴力

• 飢餓と栄養失調

• 識字

• マラリア

• マイクロファイナンスとコミュニティ

開発

• 多発性硬化症

• 平和

• ポリオ元患者

• 人口および開発

• 水と衛生



ロータリアン行動グループの活動例



RFHAの活動：の活動：の活動：の活動：

• ロータリアンによるロータリアンによるロータリアンによるロータリアンによるHIV／エイズと／エイズと／エイズと／エイズと

家族の健康に取り組む奉仕家族の健康に取り組む奉仕家族の健康に取り組む奉仕家族の健康に取り組む奉仕

プロジェクトの支援プロジェクトの支援プロジェクトの支援プロジェクトの支援

過去のプロジェクト例：過去のプロジェクト例：過去のプロジェクト例：過去のプロジェクト例：

• ナイジェリア、ケニア、南アフリカナイジェリア、ケニア、南アフリカナイジェリア、ケニア、南アフリカナイジェリア、ケニア、南アフリカ

、ウガンダでの「、ウガンダでの「、ウガンダでの「、ウガンダでの「Rotary Family 

Health Days（ロータリー家族健康（ロータリー家族健康（ロータリー家族健康（ロータリー家族健康

デー）」デー）」デー）」デー）」

の実施の実施の実施の実施

• 「「「「WLA（（（（Women Leaders in Action））））

Kids（行動する女性リーダー）」（行動する女性リーダー）」（行動する女性リーダー）」（行動する女性リーダー）」

の実施（ケニア）の実施（ケニア）の実施（ケニア）の実施（ケニア）

• 孤児救済キットの提供（ケニア）孤児救済キットの提供（ケニア）孤児救済キットの提供（ケニア）孤児救済キットの提供（ケニア）

家族の健康とエイズ予防のための家族の健康とエイズ予防のための家族の健康とエイズ予防のための家族の健康とエイズ予防のための

ロータリアン行動グループ（ロータリアン行動グループ（ロータリアン行動グループ（ロータリアン行動グループ（RFHARFHARFHARFHA））））



RFPDの活動：の活動：の活動：の活動：

• ロータリー会員に人口と開ロータリー会員に人口と開ロータリー会員に人口と開ロータリー会員に人口と開

発問題に関する教育を提供発問題に関する教育を提供発問題に関する教育を提供発問題に関する教育を提供

• パートナーシップの構築とパートナーシップの構築とパートナーシップの構築とパートナーシップの構築と

関連するプロジェクト・資金関連するプロジェクト・資金関連するプロジェクト・資金関連するプロジェクト・資金

とロータリアンとの橋渡しとロータリアンとの橋渡しとロータリアンとの橋渡しとロータリアンとの橋渡し

• 医療サービス利用の向上と

母子の健康を専門とする医

療従事者への研修

人口と開発のための人口と開発のための人口と開発のための人口と開発のための

ロータリアン行動グループ（ロータリアン行動グループ（ロータリアン行動グループ（ロータリアン行動グループ（RFPDRFPDRFPDRFPD））））



マイクロマイクロマイクロマイクロファイナンスファイナンスファイナンスファイナンスとコミュニとコミュニとコミュニとコミュニ

ティ開発のためのロータリアンティ開発のためのロータリアンティ開発のためのロータリアンティ開発のためのロータリアン

行動グループの活動：行動グループの活動：行動グループの活動：行動グループの活動：

• 関心あるロータリアンのた

めの小口融資カンファレン

スの開催

• 小口融資と地域開発関連

のプロジェクトを通じた資金

援助プロセスの

支援

• ロータリアンと評価の高い

小口融資機関との橋渡し

マイクロファイナンスとコミュニティマイクロファイナンスとコミュニティマイクロファイナンスとコミュニティマイクロファイナンスとコミュニティ

開発のためのロータリアン行動開発のためのロータリアン行動開発のためのロータリアン行動開発のためのロータリアン行動

グループグループグループグループ



水と衛生のロータリアン行動グルー水と衛生のロータリアン行動グルー水と衛生のロータリアン行動グルー水と衛生のロータリアン行動グルー

プ（プ（プ（プ（WASRAGWASRAGWASRAGWASRAG））））

WASRAGの活動：の活動：の活動：の活動：

• 水と衛生に関係するロータ

リークラブのプロジェクトへ

の支援提供

• NGOやほかの資金源となる

機関への働きかけ

• 「ベストプラクティス」や「教

訓」の特定

• 実施国においてすでに活動

を実施しているクラブとの協

力

• プロジェクトに役立つ技術

の紹介



さまざまな分野で活動する行動グループ

識字識字識字識字

献血献血献血献血 平和平和平和平和

マラリアマラリアマラリアマラリア



ロータリアン行動グループに参加するメリット

グループの参加者は、クラブ、地区、国を超えて

同じ志を抱くロータリアンと協力しながら意義ある

奉仕活動に参加することができます。

ロータリークラブや地区は、行動グループとの協力

を通じて、奉仕プロジェクトの計画や実施に関する

専門的なサポートを得られます。



ロータリアン行動グループのしくみ

• グループ独自の規定、会費、管理体制を持ち、

国際ロータリーとは独立して運営されます。

• ロータリアンとその家族、ならびにローターアクタ

ーがメンバーとなっています。

• 国際ロータリーが定めた標準細則を採択し、ロー

タリーの方針に従って運営されなければなりま

せん。

• それぞれに専門の分野で、奉仕プロジェクトを行

うクラブや地区に協力します。

• クラブや地区の奉仕プロジェクトにおける資金や

リソースの確保を支援することができます。



その他の国際奉仕のプログラム

ロータリー友情交換ロータリー友情交換ロータリー友情交換ロータリー友情交換（（（（Rotary Friendship Exchange））））

国際共同委員会国際共同委員会国際共同委員会国際共同委員会（（（（Intercountry Committees））））

国際青少年交換国際青少年交換国際青少年交換国際青少年交換

このようにこのようにこのようにこのようにRIにはにはにはには様々な国際奉仕に関連するプロ様々な国際奉仕に関連するプロ様々な国際奉仕に関連するプロ様々な国際奉仕に関連するプロ

グラムがあります。グラムがあります。グラムがあります。グラムがあります。

ぜひ皆様も一度国際奉仕のプロジェクトに参加しぜひ皆様も一度国際奉仕のプロジェクトに参加しぜひ皆様も一度国際奉仕のプロジェクトに参加しぜひ皆様も一度国際奉仕のプロジェクトに参加し

てみては如何でしょうか。てみては如何でしょうか。てみては如何でしょうか。てみては如何でしょうか。



最後に



1985～86年度RI会長 エドワードF.カドマン

この地球の一部分であるロータリアンは、世界の反対側の命に影響を与えこの地球の一部分であるロータリアンは、世界の反対側の命に影響を与えこの地球の一部分であるロータリアンは、世界の反対側の命に影響を与えこの地球の一部分であるロータリアンは、世界の反対側の命に影響を与え

ることができます。私たちは助けが必要なところに援助の手を差し伸べたいることができます。私たちは助けが必要なところに援助の手を差し伸べたいることができます。私たちは助けが必要なところに援助の手を差し伸べたいることができます。私たちは助けが必要なところに援助の手を差し伸べたい

という願望とその能力を持ち合わせています。という願望とその能力を持ち合わせています。という願望とその能力を持ち合わせています。という願望とその能力を持ち合わせています。

お腹のすいた子供、涙を流している母親がいるところにお腹のすいた子供、涙を流している母親がいるところにお腹のすいた子供、涙を流している母親がいるところにお腹のすいた子供、涙を流している母親がいるところに

―――――――――――― そこにロータリーは出かけて行って、手を差し伸べることがきます。そこにロータリーは出かけて行って、手を差し伸べることがきます。そこにロータリーは出かけて行って、手を差し伸べることがきます。そこにロータリーは出かけて行って、手を差し伸べることがきます。

白内障に罹った目、曲がった脚の人たちがいるところ白内障に罹った目、曲がった脚の人たちがいるところ白内障に罹った目、曲がった脚の人たちがいるところ白内障に罹った目、曲がった脚の人たちがいるところ

――――――――そこにロータリーが出かけて行って、手を差し伸べることができます。そこにロータリーが出かけて行って、手を差し伸べることができます。そこにロータリーが出かけて行って、手を差し伸べることができます。そこにロータリーが出かけて行って、手を差し伸べることができます。

孤独なため息を漏らす人のところ、孤立した絶望の人のところに孤独なため息を漏らす人のところ、孤立した絶望の人のところに孤独なため息を漏らす人のところ、孤立した絶望の人のところに孤独なため息を漏らす人のところ、孤立した絶望の人のところに

―――――――――――― そこにロータリーが出かけて行って、手を差し伸べることができますそこにロータリーが出かけて行って、手を差し伸べることができますそこにロータリーが出かけて行って、手を差し伸べることができますそこにロータリーが出かけて行って、手を差し伸べることができます

ロータリーは神聖な友情であり、兄弟愛であり、温かい信頼であります。ロータリーは神聖な友情であり、兄弟愛であり、温かい信頼であります。ロータリーは神聖な友情であり、兄弟愛であり、温かい信頼であります。ロータリーは神聖な友情であり、兄弟愛であり、温かい信頼であります。

ロータリーは夢です。ロータリーは夢です。ロータリーは夢です。ロータリーは夢です。―――――――― いや、それはもうロータリアンの心にしみ込んでいや、それはもうロータリアンの心にしみ込んでいや、それはもうロータリアンの心にしみ込んでいや、それはもうロータリアンの心にしみ込んで

しまっています。しまっています。しまっています。しまっています。――――――――私たちは単にコンクリートの建物だけでなく、命や未来私たちは単にコンクリートの建物だけでなく、命や未来私たちは単にコンクリートの建物だけでなく、命や未来私たちは単にコンクリートの建物だけでなく、命や未来

をもをもをもをも築き上げています。築き上げています。築き上げています。築き上げています。

１９８５年国際大会アドレス１９８５年国際大会アドレス１９８５年国際大会アドレス１９８５年国際大会アドレス USAUSAUSAUSA ミズーリー州ミズーリー州ミズーリー州ミズーリー州 カンザスシティーカンザスシティーカンザスシティーカンザスシティー



ご清聴有難うございました


