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ロータリーの重点分野

100年以上にわたり、さまざまな国、文化、職業のロー
タリアンが協力し合い、世界中の地域社会で活動してい
ます。ロータリアンは、長期的な変化をもたらすために
さまざまなかたちで地域社会の発展に尽くしながら、若
者に力を与え、保健の向上を支援し、平和を推進してい
ます。

ロータリーは、特に以下の６つの分野に重点を置いて活
動しています。

●	平和と紛争予防／紛争解決
●	疾病予防と治療
●	水と衛生設備
●	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

多くの地域社会に見られる切迫したニーズを反映したこ
れらのニーズに取り組む方法は、従来のプロジェクトか
ら画期的なプロジェクトまで、実にさまざまです。新しい
プロジェクトを立案する際には、これらの分野を意識す
るよう奨励されています。本資料は、各分野の基本情報
をまとめ、地元や海外でニーズに取り組むためのアイデ
アや方法を紹介しています。



ロータリーの重点分野

グローバル補助金と重点分野
すべてのクラブと地区は、グローバル補助金を申請し
て、6つの重点分野のいずれか一つ以上に該当する、
持続可能かつ大規模な活動（人道的プロジェクト、奨
学金、職業研修チーム）を支援することができます。活
動のモニタリングと評価を行うことが義務づけられて
おり、各重点分野について財団が定めた測定基準を使
用した計画を申請時に立てる必要があります。グロー
バル補助金を活用するための各分野の基準について
は、本資料に記載されている目標を参照するか、www.
rotary.org/ja/grantsをご覧ください。

ロータリー・ショーケース
ロータリーの奉仕プロジェクトの情報を閲覧したり、
シェアしたり、紹介したりすることのできるオンライン
のツール、「ロータリー・ショーケース」（www.rotary.
org/ja/showcase）は、重点分野においてほかのクラ
ブがどのような活動を実施しているかを知るのに最適
な方法です。ほかのクラブの成功例からヒントを得た
り、独自のプロジェクトを世界に紹介するためにぜひご
利用ください。



平和と紛争予防／紛争解決

武力紛争や迫害によって

4,200万人が	
難民生活を強いられています

毎年、20,000人の人 が々地雷によって手足をなくし、	
命を奪われています	

活動を成功させるためのヒント
女性、社会から疎外された人 （々例：少数民族や異宗教の信者）、紛争
の両サイドの人々など、関係する地域社会のすべての人々に奉仕プロ
ジェクトに参加してもらい、協力を促す。

奉仕する地域社会の法律や慣習を理解し、尊重する。2
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紛争への対応

武力紛争で命を落とした犠牲者の90％が一般市民で、
そのうち少なくとも半数が子どもです

あなたにできること

社会から疎外され、	
暴力や迫害の 

危険にさらされた 
人々を支援する

あなたにできること

争いのきっかけや 
悪化の原因を突き止め、
それに取り組むための	
活動を開始する	 

あなたにできること

紛争地帯を逃れた	
難民や 

国内避難民を 
救済する	

グローバル補助金への申請の際は
右のいずれかの目標に焦点を当てよう

¨ 紛争予防と仲裁に関する研修を地元のリーダー（大人や青少年のリーダー）に提供する   
¨ 紛争地域での長期的な平和構築を支援する   

あなたにできること

紛争が原因で	
親をなくしたり、	
負傷したり、	
心に傷を負った	

子供たちを助ける



活動を成功させるためのヒント
ロールプレイやスポーツを通じて、争いへの平和的な対処法を子どもや
青少年に教える。

奉仕プロジェクトの一環として、地域のリーダーを対象に、紛争の予防や
仲裁の方法（地域社会での対話を促進する、論争解決の新たな方法を考
案する、など）に関する研修を提供する。

ロータリー平和フェローや、紛争予防の専門家・専門団体と協力する。
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あなたにできること

ロータリー 
平和フェローシップの 

候補者を募集する	
毎年、世界中の大学にある	
ロータリー平和センターに	
留学するためのフェローシップ	
（奨学金）が最高100名に	

提供される
あなたにできること

紛争の根源的な 
要因に取り組む 

プロジェクトを計画する	
（貧困、不平等、民族間の緊張、
教育機会の欠如、リソースの	
不平等な分配など）

世界中で30万人の少年兵 
（18歳未満の少年少女）が	
紛争に巻き込まれているといわれています

あなたにできること

理解と平和を	
推進するため、	

海外のロータリー・クラブとの
友好を築き、 

奉仕活動で協力する

あなたにできること

現地学校、孤児院、職場、	
コミュニティーセンターなどと	

協力して	
紛争解決や仲裁の 
要素を取り入れた 

プロジェクトを行う

紛争解決／平和構築

¨ 平和と紛争解決に関連する研究を支援する 



毎年、10億人が	
デング熱やハンセン病などの
「顧みられない熱帯病」に	
苦しんでいます

活動を成功させるためのヒント
医療や公衆衛生の専門知識を持つロータリアン
に相談する。

地元や近隣地域の病院、診療所、大学、保健局
に連絡し、活動の重複を避けるとともに、これら
地元団体のリソースを活用する。

予防接種活動で、地域の医療関係者や保健関
係者にボランティアとして協力してもらう。

実証されているデータと正確な医療知識に基づ
いて、適切な年齢層を対象とするプログラムを
立案し、活動の効果をできるだけ高める。
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疾病予防

あなたにできること

伝染病の 
予防接種を	
行う

あなたにできること

伝染病の	
感染経路を説明する	

保健教育プログラムを
支援したり、	

感染のリスクを抑える方法を
多くの人々に伝える

疾病予防と治療

¨ 地元の保健の専門家の能力を高める   
¨ 地域社会の医療施設を改善する   
¨ 疾病または負傷によって引き起こされる身体障害を予防する  

グローバル補助金への申請の際は
右のいずれかの目標に焦点を当てよう



活動を成功させるためのヒント
地元の医療機関と協力して、さまざまな専門技能を
持つ医療従事者を対象とした研修プログラムを開発
する。技能のある人材の不足は、医療機関の職員の
負担となるだけでなく、提供できる医療の範囲を狭
めることになる。

活動を成功させるためのヒント
地元の医療機関に長期的な支援を提供する。

医療機器や設備、最新医療をより多くの人々が利用できるようにするため、	
世界的な医療関連企業と提携する。

医療機関が広範囲の患者に対応できるよう、携帯無線機器を用いた最新
テクノロジー（「mHealth」など）を取り入れる。
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保健

世界人口の６人に１人が、
医療費を払うことができません

医療費の負担によって、毎年１億人が	
貧困生活に追い込まれています

あなたにできること
奨学金や給付金の提供、	
啓蒙活動などを通じて、	

保健従事者の	
継続的な教育と 
研修を支援する全世界でさらに240万人の医師、看護師、	

助産師、熟練介護者が必要とされています

57の国で	
保健従事者の数が	
人口１万人あたり23人しか	
いません

あなたにできること

医療が	
行き届いていない地域で	
低費用または無料の

医療を提供する

医療従事者の住む地域で研修を行い、途中
でやめてしまう参加者が出ないようにする。2

¨ 伝染病の蔓延や、非伝染性疾病による合併症を予防する 
¨ 主要な疾病の蔓延を防止するために、地域社会への啓蒙運動を行う 
¨ 疾病の予防と治療に関連する研究を支援する



水と衛生設備

衛生

あなたにできること

あなたにできること

教育を通じて正しい	
衛生習慣を推進する。	
せっけんを使って	

正しく手を洗うことで、	
下痢を最高50パーセント	
減らすことができる

下水やタンクに	
汚水が流れる	
水洗式トイレを	

設置することにより、	
衛生設備を改善する

適切な衛生設備が	
利用できない人が	

25億人います

毎日、衛生設備や安全な水の欠如が原因で、	

3,000人の子どもが	
下痢性疾患で亡くなっています

活動を成功させるためのヒント
解決策を一方的に指示するのではなく、地
域社会の人々と協力して最も適切な解決方
法を決める。

衛生の大切さを忘れない。渇きで亡くなる人
は少ないが、水を介する感染病で亡くなる人
が何百万といる。

2
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¨ 安全な水と改善された衛生設備を地域社会の人々が均等に使えるようにする    
¨ 安全な水と衛生について地域社会の人々を教育する  

グローバル補助金への申請の際は
右のいずれかの目標に焦点を当てよう



活動を成功させるためのヒント
水システムの管理とメンテナンスを継続的に行っていく
ため、地域社会の人 と々協力して水管理委員会を立ち上
げ、小額の水使用料を設定する。

新しい井戸を掘る前に、地下水の安全性や、井戸の長期
的な維持の可能性を入念に計画する。

スペア部品の調達や修理がすぐに行えるよう、現地政府
が承認している技術や設備を使う。
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アフリカの僻地に住む女性たちの中には、

毎日６時間を費やして遠くから水を
運ばなければならない人々がいます

あなたにできること

水質を改善するために	
低コストの解決策を 
提供する（塩素錠剤や	
日光耐久性のある	

ペットボトルの利用など）

あなたにできること

飲み水や帯水層への	
還元のために雨水を集め、	

貯水するための	
雨水利用システムを 

導入する

水利用の改善・安全な飲用水

あなたにできること

帯水層から地下水を	
汲み上げるために	
井戸を設置する

あなたにできること

安全な飲み水を得るために、
浄水フィルター、	

太陽熱消毒、凝集剤など、	
家庭での水処理の 
手段を提供する

きれいな飲み水が利用できない人が	

７億8,300万人います

¨ 持続可能な水設備と衛生設備を開発すると同時に、その維持にかかる費用を賄い、管理していくための地域社会の能力を高める 
¨ 水と衛生に関連する研究を支援する



リプロダクティブ・ヘルス

栄養失調、医療の不備、	
適切な衛生の欠如などが原因で、毎年、	

５歳未満の子ども700万人が	
亡くなっています

母子の健康

子どもの健康

あなたにできること

抗レトロウイルス薬や	
粉ミルクでの	

育児を奨励することで、
母から子への 
HIV感染を 
予防する

あなたにできること

母乳の奨励（適切な場合）など、	
適切な栄養摂取の 

大切さを呼びかける。	
母乳で育った子どもは、	
そうでない子どもと比べて	
丈夫であり、病気にかかる	

可能性も低い

あなたにできること

予防ワクチンや 
抗生物質を提供する。	
はしか、マラリア、肺炎、	
エイズ、下痢性疾患は、	
5歳未満の子どもの	
主な死亡要因と	
なっている

�̈ 母子の健康に関連する研究を支援する   
¨ 妊婦の死亡率を減らす   

グローバル補助金への申請の際は
右のいずれかの目標に焦点を当てよう



	

出産を遅らせたり、避けたいと望む	

女性２億1,500万人が	
安全で効果的な避妊法を	
利用することができません

活動を成功させるための
ヒント
避妊に対する地域の人々の考え
方など、文化的な要素に十分配
慮する。これにより、地域の人々
との信頼関係が築かれ、より効
果的にニーズに対応できる。

リプロダクティブ・ヘルス

サハラ以南のアフリカでは	

39人に1人の女性が
妊娠中または出産による合併症で
亡くなっています

あなたにできること

医療従事者に	
出産に関する 
情報資料を 

提供する

あなたにできること

妊婦医療プロジェクトで	
避妊方法についての 

教育や避妊具を提供する。	
このような避妊のニーズを	

満たすだけで、	
妊婦の死亡率を３分の１近く
減らすことができます	

活動を成功させるためのヒント
医療研修プログラムを地元の人
々が引き継いでいけるよう、人々
に力を与え（エンパワーメント）、	
プロジェクトの継続性を図る。

妊婦や新生児の保健に関する専
門知識を持っているロータリアン	
（助産師、婦人科医、産科医など）	
に相談する。

母子の健康に関する知識と経験
が豊かな他団体と協力する。
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妊娠と出産

リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）の	
医療および医療従事者への研修を充実させることにより、

妊産婦死亡を80パーセント	
防ぐことができます

あなたにできること

医療従事者を対象とした	
公認研修 

プログラムを 
支援する

¨ ５歳未満の子供たちの死亡率を減らす   
¨ より多くの母子が、適切な研修を受けた医療スタッフによる基本的な医療サービスを受けられるようにする     



基本的教育と識字率向上

活動を成功させるためのヒント
教師が継続的に最新の研修や資料を受けられるよう、教師との長期的な
関係を築く。

教師養成研修プログラムとカリキュラムのデザインについて地元の教育委
員会や教育局役員に相談する。2

1

あなたにできること

農村部で	
カリキュラム作成のための

研修を提供する	
職業研修チーム

（VTT）を派遣する

あなたにできること

教師養成研修や	
授業教材を	
提供する

教師の養成

¨ 教育における性別格差を縮める  
¨ 成人の識字率を高める   

全世界の子どもが	
初等教育を受けられるようにするには、
世界にさらに	

170万人の教師が	
必要とされています

グローバル補助金への申請の際は
右のいずれかの目標に焦点を当てよう



活動を成功させるためのヒント
文化的規範、安全面での懸念、家事や家計を支える人手としての少
女の必要性など、少女の教育機会を妨げている障害を取り除く。

生徒、親、教師、学校職員にも活動に参加してもらう。

CLEプログラムの企画においてアドバイスやリソースを提供できる
地元団体と協力する。
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全世界で	

6,700万人の子どもが	
学校に通っていません

16歳以上の人口のうち、７億7,500万人 
（そのうち64％が女性）は読み書きができません	

あなたにできること

学校給食や、学校での	
安全な飲み水・衛生設備の	
利用を促進することで、	
病気による欠席を予防し、	
入学・通学しやすい 

環境を整える

生徒への支援
あなたにできること

授業や課外活動の 
ボランティアを	

する

あなたにできること

成人向けの	
識字プログラムを

開発する

あなたにできること

地元の生徒たちの	
生活指導 

ボランティアをする

あなたにできること

集中言語能力助長 
（CLE）プログラムを支援する。	
教科書や活動を用いた	
低コストのこの教授法は、	
子どもだけでなく成人の	
識字能力向上に	
効果がある

¨ 基本的教育と識字率向上を支えていく地域社会の能力を高める 
¨ 基本的教育と識字率向上に関連する研究を支援する  



１億9,000万人の人々が	
マイクロクレジット（小口融資）の資金を利用しています

活動を成功させるためのヒント
発展途上の地域社会における奉仕プロジェクトを支援する場合に
は、現地の経済を活性化し、無駄な発送費用を避けるため、現地
で物資を調達する。

地域の発展に取り組むロータリー地域社会共同隊（RCC）を設立
し、メンバーの能力を高める支援をする。地元の事情に詳しいRCC
のメンバーは、地元経済の発展を妨げている要因を突き止め、それ
に対して持続可能な解決策を見つけることができる。
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あなたにできること

あなたにできること

小口融資機関と提携し、	
モバイル・バンキング 

（携帯電話を利用した 
銀行業務）の開発を推進する。	

携帯電話を利用して	
預金や送金ができれば、	
発展途上の地域社会における	

銀行利用者を	
増やすことができる

地域単位で	
融資が提供され、	

金融インフラが整うよう、	
地元の小口融資機関と 

提携する

収入源と預金

経済と地域社会の発展

�̈ 生産性の高い仕事に就く機会を創出する 
¨ 支援が行き届いていない地域の貧困率を減らす 

グローバル補助金への申請の際は
右のいずれかの目標に焦点を当てよう



活動を成功させるためのヒント
発展途上国の起業家や小ビジネスを支
援する。現地のビジネスリーダーの成
功を通じて、地域社会で雇用機会を創
り出すことができる。

世界で14億人が	
（その半数近くは職を持っているにもかかわらず）	
１日１ドル25セント以下の生活費で暮らしています

あなたにできること

あなたにできること

あなたにできること

組合員に対して研修、	
合弁事業、	

資産の所有権を提供している
協同組合と提携する

地元の非営利団体における	
職業研修の機会を 

充実させる	
（職業斡旋プログラムなども	

併せて提供する）

地元経済の生産性と	
販売力を高めるため、	

協同組合に	
機材や物資を 

提供する

雇用機会の創出と起業の支援 

あなたにできること

発展途上の地域社会の	
ビジネスのリーダーに、	
ビジネスプランの作り方や	
正確な会計を維持する	
方法を教える	

職業研修チームを 
派遣する

¨ 経済と地域社会の発展に関連する研究を支援する   
¨ 地域社会の起業家、リーダー、組織、ネットワークの能力を高める
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「活動する地域社会：効果的なプロジェクトのための手引き」（605）には、地域社
会の調査、他団体との協力、プロジェクトの計画、持続可能性を高める方法、活動の
評価方法などが説明されています。ロータリーのウェブサイト（www.rotary.org）
からダウンロードできるほか、オンラインショップ（shop.rotary.org）からもご注
文いただけます。


