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青少年奉仕月間 リソースのご案内 

（Youth Service Month） 

 

< 出版物 > 
 

各商品名をクリックすると、電子版をご覧いただけます。印刷冊子をご入用の際は、 

オンラインショップ/Rotary Shop または出版物注文用紙よりご注文をお願い申し上げます。 

 

➢ インターアクト 

インターアクト提唱ロータリークラブとアドバイザー向けのガイド（資料番号：654）[電子版のみ] 

インターアクト推進用カード（資料番号：600） [印刷版：10 枚１組 ＄1.50] 

その他のリソースはこちら 

 

➢ ローターアクト 

ローターアクトハンドブック （資料番号：562）[電子版のみ] 

ローターアクト推進用カード（資料番号：663） [印刷版：10 枚１組 ＄1.50] 

その他のリソースはこちら 

 

➢ RYLA ロータリー青少年指導者養成プログラム 

RYLA の手引き（資料番号：694）[電子版のみ] 

RYLA 推進用カード （資料番号：636）[印刷版：10 枚１組 ＄1.50] 

その他のリソースはこちら 

 

➢ ロータリー青少年交換 

青少年交換要覧 （資料番号：746）[電子版のみ] 

長期青少年交換推進用カード (資料番号：755) [印刷版：10 枚１組 ＄1.50] 

短期青少年交換推進用カード (資料番号：756) [印刷版：10 枚１組 ＄1.50] 

その他のリソースはこちら 

 

➢ 新世代交換 

新世代交換推進用カード (資料番号：760)  [印刷版：10 枚１組 ＄1.50] 
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< ウェブ特集記事 > 

 

➢ ローターアクト：変化をもたらしてきた 50 年 

奉仕と友情の輪を広げる青少年のための場として初のローターアクトクラブが結成されてから 50 年。各

年代のローターアクターが、ローターアクトの経験や人生への影響について話してくれました。 

（2018 年２月、RI ページより） 

 

➢ 大学でローターアクトクラブをつくるための６つのヒント 

テイラー・ヒューイさんがデューク大学で学生生活を始めようとした時、学内にローターアクトクラブが

ないことを知って驚きました。彼女の幼い頃、高校時代の活動の経験もあり、ローターアクトクラブの設立

は必然でした。ここでは大学でローターアクトクラブを設立し、メンバーを募集するためのヒントを紹介し

ています。 

（2018 年 11 月、RI ページより） 

 

➢ インターアクトから青少年交換を経てアーチ・クランフ・ソサエティへ 

40 年前からロータリーと関わるインド・ムンバイのクレイシ氏。ローザット夫人とともに最近アーチ・ク

ランフ・ソサエティに迎え入れられました。クレイシ氏は、インターアクトクラブの会長を務め、ロータリ

ー青少年交換を通して米国に留学した経験もあります。  

(2017 年 5 月、RI ページより) 

 

➢ スリランカでのプロジェクトがローターアクトプロジェクト賞を受賞 

2016-17 年度、「卓越したローターアクトプロジェクト賞」は Moratuwa 大学ローターアクトクラブが受

賞しました。スリランカの農村部での人びとの暮らしを良くするために 3 年越しのプロジェクトを立ち上

げ、持続可能な教育と経済開発イニシアチブを実施しました。 

(2017 年 4 月、RI ページより)  

 

■ Rotary ニュース・特集記事ページは≫こちら 

■ Rotary Voice ページ（日本語）は≫こちら 

 

➢ Rotary Voice ページ（日本語）より ローターアクト関連記事 

 

➢ Rotary Voice ページ（日本語）より 青少年関連記事 
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< 映像資料 > 

 

➢ インターアクト 

インターアクトへの参加を呼びかける簡単な紹介動画です。インターアクトの魅力を簡潔にご理解いただける

内容となっています。  

(2015 年 5 月)  [日本語、1 分 15 秒] 

 

➢ ピスコへの旅 

米国・エバンストンのローターアクターが、大地震の被害を受けたペルーのピスコを訪れ町の再建に取り組

みます。現地の様々なプロジェクトに協力することで、現地の人びとやボランティアなど、人びととのつなが

りが深まりました。 

（2010 年 10 月） [日本語、13 分 6 秒] 

 

➢ RYLA：明日のリーダーたち 

米国シカゴのロータリークラブが運営する RYLA プログラムの紹介です。参加者がアクティビティを通し

て自分のことを知り、他人とどう協力していくかを学んでいくことがプログラムの目的です。未来のリーダ

ーを育てる RYLA のプログラム内容やの目的を語ります。  

(2010 年 9 月)  [日本語、11 分 34 秒] 

 

➢ Turn New Generations into the Next Generation of Rotarians  

ロータリーの五番目の奉仕部門である青少年奉仕について、一緒にプロジェクトを行うことの大切さや意

義、経験談および、各プログラムの概要を紹介しています。 

(2011 年 9 月)  [日本語、4 分 23 秒]  

 

 

■ Vimeo RI ページ（日本語）は≫こちら     ～ RI コンテンツのご利用にあたり ～ 

■ 国際ロータリーのウェブサイトの利用規約は≫こちら 
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