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地域社会の経済発展月間 リソースのご案内 
 

各資料名をクリックすると、電子ファイル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いたします。 

 

＜ 出版物 > 
 

➢ 経済と地域社会の発展 プロジェクト戦略（資料番号：619）[電子版のみ] 

経済と地域社会の発展をめざすプロジェクト戦略を組むに当たり、地域社会のニーズに応える必要な

調査のアイデアを事例と共に紹介します。ロータリー提供の参考資料/リソースを最大限に活用する方

法がまとまった一冊となっております。 

（2016 年 1 月版） 

 

➢ ロータリーの重点分野（資料番号：169）[印刷冊子：一冊 2.00 ドル] 

６つの重点分野の活動を総合的に紹介した冊子です。各分野における世界的な課題、ロータリーの取

り組みをプロジェクト例や関わった方々の声とともに紹介した、力強いビジュアルメインの冊子です。

経済と地域社会の発展における紹介は、20-23 ページをご参照ください。 

（2018 年１月版） 

 

➢ ロータリーの重点分野ガイド（資料番号：965）[電子版のみ] 

ロータリー「６つの重点分野」をプロジェクト例とともに簡潔に解説したパンフレットです。 

経済と地域社会の発展分野に関しては、13-14 ページをご参照ください。 

上記「169-JA ロータリーの重点分野」より、簡潔にまとまった資料です 

（2015 年 5 月版） 

 

※各資料に出てくる重点分野の名称は変更前のものになっております。 

 

➢ 地域社会の経済発展 ピン（商品番号：973）［100 個 1 組：＄80.00］ 

   地域社会の経済発展 大口寄付推進計画を支援することを目的に、この重点分野での認識を向上さ

せるためにご着用いただけるピン（シルバーと青のマグネット式ピン） 

 

＜ RI ページ > 

➢ 地域経済の発展（地域社会の経済発展） 

ロータリーは、地域の人びとの自立へ向けたスキル指導、家計を支えるための就職支援などを通し

て、地域社会の自立、経済の発展を目指します。ロータリー６つの重点分野の一つ、 

「地域経済の発達/経済と地域社会の発展」分野での RI 活動紹介ページです。 

その他のピンのお取り扱いもございます。詳細はこちら 

mailto:rijpnpi@rotary.org
mailto:rijpnpi@rotary.org
https://shop.rotary.org/?___store=japanese&___from_store=default
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/economic-and-community-development-project-strategies
https://1drv.ms/b/s!Am5vZ-rEzAfoiWB-I56IWj5FDTa4?e=vJGvYj
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/589
https://shop.rotary.org/community-and-economic-development-pins-bag-of-100
https://www.rotary.org/ja/our-causes/growing-local-economies
https://shop.rotary.org/search/?q=pin
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< ウェブ掲載記事 > 
 
➢ まちを元気にする若者をつなげ 新たなインスピレーションを与える！ 

有田ロータリークラブは創立 60 周年記念事業として、「まちづくりサミット」を開催しました。 

参加者は若者を中心とし、行政関係やロータリアン合わせて 200 名程集まり、会場は満員でした。 

まちづくりのアジェンダとしては若者の参加、地域社会への貢献者の表彰、グループリーダーのパネ

ルディスカッション、キーマンを生み出すなどの内容で実施されました。 

（2019 年 7 月、Rotary Voice より） 

 
➢ 地雷原をフルーツ畑に 

ハイディ・クーンさんは、「地雷原がフルーツ畑に変わりますように！」というアイデアを実現す

るために、非営利団体 Roots of Peace（平和の根）を創設。今日までに何十万もの地雷や危険な軍

事用品の撤去に取り組み、生まれ変わった大地を果樹園に変えて行きました。アフガニスタンのショ

マリ平原で大地を回復させ、ベトナムのクアンチ省で地雷を撤去し、黒胡椒の木とタロイモを植えま

した。さらに、農家が作物を市場に売り出す支援も行っています。 

（2019 年 4 月、Rotary ニュース・特集記事ページより） 

 
➢ タンザニアに「甲子園」球場が落成 

   2018 年 10 月中頃、大阪北ロータリークラブが支援した「タンザニア野球オリンピックチャレン

ジ支援プロジェクト」という 3 カ年プロジェクトの一環として、タンザニアに野球場が建設されま

した。まだ黎明期にあるタンザニア野球がオリンピックへのチャレンジという高い目標を掲げ、ま

た日本野球文化の普及を通して「正義、尊敬、規律」を学ぶことで、タンザニアの将来の成長を担

う青少年の育成に寄与できるという信念がこのプロジェクトには込められています。 

（2019 年 2 月、Rotary Voice より） 

 

➢ なたね油で福島再生の可能性にかける 

   福島県の浜通り地区は、今も風評被害で農業経営が立ち行かない農業者も多く、離農・耕作放棄が

進んでいます。郡山北ロータリークラブは福島大学と連携し、離農・耕作放棄が顕在化した福島被災

地で、菜の花の栽培と搾油により安全・安心な食用油を生産することで、農業者の営農再開を後押し

し、農地の保全・活用を図るプロジェクトに乗り出しました。 

（2018 年 10 月、Rotary Voice 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 

mailto:rijpnpi@rotary.org
https://rotaryblogja.wordpress.com/2019/07/09/%e3%81%be%e3%81%a1%e3%82%92%e5%85%83%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e8%8b%a5%e8%80%85%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%92%e3%80%80%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%94/#more-4114
https://rotaryblogja.wordpress.com/2019/07/09/%e3%81%be%e3%81%a1%e3%82%92%e5%85%83%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e8%8b%a5%e8%80%85%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%92%e3%80%80%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%94/#more-4114
https://www.rotary.org/ja/profile-rotary-member-forms-roots-peace-remove-land-mines
https://www.rotary.org/ja/profile-rotary-member-forms-roots-peace-remove-land-mines
https://rootsofpeace.org/
https://rotaryblogja.wordpress.com/2019/02/05/%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%81%ab%e3%80%8c%e7%94%b2%e5%ad%90%e5%9c%92%e3%80%8d%e7%90%83%e5%a0%b4%e3%81%8c%e8%90%bd%e6%88%90/#more-3781
https://rotaryblogja.wordpress.com/2019/02/05/%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%81%ab%e3%80%8c%e7%94%b2%e5%ad%90%e5%9c%92%e3%80%8d%e7%90%83%e5%a0%b4%e3%81%8c%e8%90%bd%e6%88%90/#more-3781
http://www.osaka-north-rc.org/?page_id=15700
http://www.osaka-north-rc.org/?page_id=15700
https://rotaryblogja.wordpress.com/2018/10/25/%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ad%e6%b2%b9%e3%81%a7%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%86%8d%e7%94%9f%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%91%e3%82%8b/#more-3571
https://rotaryblogja.wordpress.com/2018/10/25/%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ad%e6%b2%b9%e3%81%a7%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e5%86%8d%e7%94%9f%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%91%e3%82%8b/#more-3571
https://www.rotary.org/ja/news-features
https://rotaryblogja.wordpress.com/
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< 映像資料 > 
 

➢ ホンジュラスでよいことをしよう 

アデランテ財団はホンジュラスで女性の経済的自立の支援に取り組んでいます。彼らと協力し 

ロータリーはグローバル補助金を利用し、現地の女性への小口融資とビジネス研修を支援しました。 

（2015 年）[日本語、2 分 43 秒] 

 

➢ 世界でよいことをしよう：地域経済の発展 

元ロータリー親善奨学生は、インド・マシュワールで地元の女性の経済的自立を支援する非営利団

体を立ち上げました。最終的な目標は、女性を 1000 人支援し、結果児童労働と地域の慢性的な貧困

の連鎖を断つことに繋げることです。 

（2012 年）[日本語、2 分 52 秒] 

 

➢ Rodeo Academy  

オーストラリアのある地域では、就労の機会が少ないため道を外れてしまう子どもが問題になって 

いました。そこで民族の長老とニューファームロータリークラブは、彼らに変化をもたらす機会とし

て「ロデオ」を教えるプログラムを始めました。 

(2014 年) [日本語、4 分 03 秒] 

 

➢ Sowing Hope 

韓国のロータリアンによる「モンゴルに緑を」と名付けられたプロジェクトは、2005 年以降モン

ゴルの各所に 25 万本もの木を植えました。防風林を植えることで、砂塵を減らし土地を守ることが 

最初の目的でしたが、地域の人々が自力で収入を得るためへの教育の提供へと拡大していきました。 

(2011 年) [日本語、14 分 26 秒] 

 

➢ Make No Small Plans 

1998 年インド・カルカッタの４つの村は大洪水に襲われました。人びとは家を追われ飢え死につ

ながる状態でした。そこで、現地のロータリアンは４つの村を総合的に開発するために動き始めまし

た。「低コスト、広範囲、多くの人びとに影響のある」、グローバル補助金を利用した大規模プロジェ

クトの成功事例です。 

(2011 年) [日本語、12 分 46 秒] 

 

 

■ Vimeo RI ページ（日本語）は≫こちら 

mailto:rijpnpi@rotary.org
https://vimeo.com/123774984
https://vimeo.com/35636937
https://vimeo.com/35636937
https://vimeo.com/35636937
https://vimeo.com/35636937
https://vimeo.com/109962413
https://vimeo.com/109962413
https://vimeo.com/21203938
https://vimeo.com/21203938
https://vimeo.com/18014211
https://vimeo.com/18014211
https://vimeo.com/channels/99836
https://vimeo.com/channels/99836

