２０１８年決議審議会 審議結果一覧
第2680地区規定審議委員会
決議案はＲＩ理事会への要望を内容とする立法案で、採択後直ちに効力が発生するものではありません。
決議案の趣旨や効果など、提案者の意図・目的の詳細がWEBサイト“My Rotary”に掲載されています。
こちらのアドレス（https://my.rotary.org/ja/cor/vote）から、ご参照ください。
番号

採否

決議案タイトル

18R-01

採択

〇：286 X：213 ロータリーの目的における奉仕の重要性を再確認することを検討
第2580地区（日本）
支持率57% するようRI理事会に要請する件

18R-02

採択

〇：275 X：224 中核的価値観の順序や解説を採択当初の表現に戻すことを検討
第2840地区（日本）
支持率55% するようRI理事会に要請する件

票数・支持率

提案者

18R-03 不採択

〇：206 X：285 ロータリーの基本原則の研究と教育の活動状況を開示することを 前橋ＲＣ（日本、第
2840地区）
支持率42% 検討するようRI理事会に要請する件

18R-04

〇：287 X：208
柄に関する手引きを提供することを検討するようRI理事会に要請
支持率58%

大阪ＲＣ（日本、第
2660地区）

第2580地区（日本）

クラブが順守しなければならない事柄とクラブ裁量に委ねられる事

採択

する件

18R-05

採択

〇：274 X：222 クラブによる「四つのテスト」の掲示を推奨するようRI理事会に要
支持率55% 請する件

18R-06

採択

RosarioＲＣ（アルゼ
〇：278 X：219 ロータリークラブ・セントラルへのクラブデータの正しい入力方法を説明す
ンチンとウルグア
る手引きの発行を検討するよう国際ロータリー理事会に要請する件
支持率56%
イ、第4945地区）

18R-07 不採択

RosarioＲＣ（アルゼ
〇：217 X：278 ロータリークラブ・セントラルにおける必須データ項目の指定を検討するよ
ンチンとウルグア
支持率44% う国際ロータリー理事会に要請する件
イ、第4945地区）

18R-08

Central Blue
〇：270 X：224 ボランティアの総時間数を報告することをクラブに認めることを検討するよ MountainsＲＣ（オー
ストラリア、第9685
支持率55% うRI理事会に要請する件
地区）

採択

18R-09 不採択

〇：114 X：384 クラブが地元で取り組む分野を推奨することを検討するようRI理事 大阪ＲＣ（日本、第
2660地区）
支持率23% 会に要請する件

18R-10

Villa NuevaＲＣ（ア
〇：340 X：158 クラブの加盟終結前にクラブの義務遂行状況に関する報告の要請を検討
ルゼンチン、第4815
支持率68% するよう国際ロータリー理事会に要請する件
地区）

採択

18R-11 不採択

〇：169 X：328 新クラブの設立に必要な最低会員数を削除することを検討するようRI理
支持率34% 事会に要請する件

18R-12 不採択

〇：191 X：306 新しいクラブのスポンサーとなるのに必要な最低会員数を減らすことを検 第1650地区（フラン
ス）
支持率38% 討するようRI理事会に要請する件

18R-13 不採択

Fort Myers-Sunrise
〇：132 X：369 一つの性別に限定したクラブを廃止する規定を、将来の規定審議会に対
ＲＣ（米国、第6960
支持率26% して提案することを検討するようRI理事会に要請する件
地区）

18R-14 不採択

〇：235 X：257 ロータリー章典における地区委員会委員長の選考基準の修正を検討す
支持率48% るようRI理事会に要請する件
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第9630地区（オース
トラリア）

Changhwa Central
ＲＣ（台湾、第3462
地区）

18R-15

採択

第1980地区（スイ
ス）、第1990地区（ス
〇：319 X：177 地区のインターネットコミュニケーションオフィサーの役職を正式に認める イス）、リヴィンター
支持率64% ことを検討するよう国際ロータリー理事会に要請する件
トゥール・ＲＣ（ヒテン
シュタインおよびス
イス、第2000地区）

18R-16

採択

〇：328 X：170 地区幹事の役割および責任の承認を検討するようRI理事会に要請する
支持率66% 件

RasipuramＲＣ（イン
ド、第2982地区）

18R-17

採択

〇：278 X：218 ロータリアンの事業と職業において職業奉仕を強調することを検
支持率56% 討するようRI理事会に要請する件

第2580地区（日本）

18R-18 不採択

〇：228 X：265 地区職業奉仕委員会を設置することを検討するようRI理事会に要
第2580地区（日本）
支持率46% 請する件

18R-19 不採択

〇：157 X：332 職業奉仕セミナーの開催を地区に義務づけることを検討するよう
支持率32% RI理事会に要請する件

第2680地区（日本）

18R-20 不採択

〇：151 X：342 ロータリー章典における地区委員会の記載順序の変更を検討す
支持率31% るようRI理事会に要請する件

第2580地区（日本）

18R-21 不採択

〇：242 X：254
積極的平和の定義の採用を検討するようRI理事会に要請する件
支持率49%

WinnipegCharleswoodＲＣ（カ
ナダ、第5550地区）

18R-22 不採択

〇：100 X：391 平和公園を国際ロータリーの正式なプログラムとすることを検討するよう
支持率20% RI理事会に要請する件

NelsonＲＣ（カナダ
および米国、第
5080地区）

18R-23 不採択

〇：192 X：301
EarlyActクラブの承認を検討するようRI理事会に要請する件
支持率39%

Lincoln-Woodstock
ＲＣ（米国、第7850
地区）

18R-24 不採択 〇：182 X：312 「ロータリーキッズ」の正式承認を検討するようRI理事会に要請する件
支持率37%

第4420地区（ブラジ
ル）

18R-25 不採択

Curitiba-Cidade
〇：196 X：299 ローテックスをRIの常設プログラムとして正式に承認するよう検討すること
EcologicaＲＣ（ブラ
支持率40% をRI理事会に要請する件
ジル、第4730地区）

18R-26 不採択

〇：228 X：266 地区レベルでのROTEXの会合開催の価値を認めることを検討するよう国 第1650地区（フラン
ス）
支持率46% 際ロータリー理事会に要請する件

18R-27

採択

ローターアクト、インターアクト、およびインナーホイールクラブが
〇：274 X：220
rotary.org上でウェブページを維持できるようにすることを検討するよう国
支持率55%
際ロータリー理事会に要請する件

18R-28

採択

〇：287 X：210
前橋ＲＣ（日本、第
動を掲載することを義務づけることを検討するようRI理事会に要請 2840地区）
支持率58%

RosarioＲＣ（アルゼ
ンチンとウルグア
イ、第4945地区）

該当地域（ゾーン）のロータリー雑誌に各理事が理事会関連の活
する件

18R-29 不採択

〇：124 X：372 次期RI会長の方針とテーマを10月に発表することを検討するよう
支持率25% RI理事会に要請する件

京都八幡ＲＣ（日
本、第2650地区）

18R-30

〇：322 X：176
ロータリーでの女性会員の促進を検討するようRI理事会に要請する件
支持率65%

第5440地区（米国）

採択
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18R-31

採択

女性、若いリーダーおよびさまざまな人種や民族の人びとが地区、ゾーン
〇：304 X：192
BloomingtonＲＣ（米
およびRIで指導的役割を果たす機会を増やすことを検討するようRI理事
国、第6580地区）
支持率61%
会に要請する件

18R-32

採択

〇：335 X：162 性的虐待およびハラスメントに関連する国際ロータリーの規定の拡大を
支持率67% 検討するようRI理事会に要請する件

第2380地区（ス
ウェーデン）

18R-33 不採択

〇：217 X：282 RI戦略計画の改定にロータリアンが直接参加できるようにすること 敦賀ＲＣ（日本、第
2650地区）
支持率43% を要請するようRI理事会に要請する件

18R-34 不採択

〇：145 X：350 地域単位の意思決定機関の設立を検討するようRI理事会に要請 敦賀ＲＣ（日本、第
2650地区）
支持率29% する件

18R-35 不採択

〇：132 X：353 ロータリー代表ネットワークの任務に変更を加えることを検討するよう国
支持率27% 際ロータリー理事会に要請する件

WinnipegCharleswoodＲＣ（カ
ナダ、第5550地区）

18R-36 不採択

〇：150 X：349 旧デザインのロータリー徽章を復活させることを検討するよう国際ロータ
支持率30% リー理事会に要請する件

Blacktown CityＲＣ
（オーストラリア、第
9675地区）

18R-37

採択

〇：274 X：224 各理事会後に公式言語にてロータリー章典を発行し、改定版に編
第2680地区（日本）
支持率55% 集上の印を追加することを検討するようRI理事会に要請する件

18R-38

採択

〇：316 X：179 ロータリー財団管理委員会の構成の見直しを検討するよう国際ロータリー 第1980地区（スイ
ス）
支持率64% 理事会に要請する件

18R-39 不採択

〇：131 X：365 ポリオ撲滅活動に続く世界的プログラムとして、アルツハイマー病／認知
第7720地区（米国）
支持率26% 症の研究を採択することを検討するようRI理事会に要請する件

18R-40 不採択

〇：147 X：352 国連の持続可能な開発目標を支援するため、重点分野を見直す 有田ＲＣ（日本、第
2640地区）
支持率29% ことを検討するよう管理委員会に要請する件

18R-41 採択〇

〇：280 X：219 重点分野に環境保護を追加することを検討するよう管理委員会に要請す AlmoradíＲＣ（スペイ
ン、第2203地区）
支持率56% る件

18R-42 不採択

ManninghamＲＣ
〇：192 X：304 環境が疾病に与える影響について評価することを検討するようロータリー
（オーストラリア、第
支持率39% 財団管理委員会に要請する件
9810地区）

18R-43 不採択

〇：200 X：296 ロータリアンの子、孫、およびその配偶者が財団の奨学金／補助金を受 第5370地区（カナ
ダ）
支持率40% ける資格が得られるよう検討するよう財団管理委員会に要請する件

18R-44 不採択

〇：156 X：341 芸術と文化のグローバル補助金を承認することを検討するよう管
第2680地区（日本）
支持率31% 理委員会に要請する件

18R-45

採択

平和と紛争予防／紛争解決の分野においてローターアクターへの資金提
〇：257 X：239
Santa RosaＲＣ（米
供が可能となるようグローバル補助金の方針を改訂することを検討する
国、第5130地区）
支持率52%
よう財団管理委員会に要請する件

18R-46

採択

〇：256 X：237 地区補助金とグローバル補助金への地区財団活動資金の配分の変更を 第1810地区（ドイ
ツ）
支持率52% 検討するよう管理委員会に要請する件
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18R-47

採択

〇：312 X：186 地区補助金に使用可能な地区財団活動資金（DDF）の増額を検討するよ 第4420地区（ブラジ
ル）
支持率63% う管理委員会に要請する件

18R-48

採択

〇：304 X：195 地区補助金をより柔軟に使用するため補助金モデルの変更を検討するよ 第1800地区（ドイ
ツ）
支持率61% う管理委員会に要請する件

18R-49 不採択

〇：160 X：335 マイクロファイナンスおよび地域社会の発展に取り組む機関への投資を
支持率32% 検討するようRI理事会および管理委員会に要請する件

18R-50

〇：367 X：133
合、その根拠となるデータを提供することを検討するようRI理事会 第2840地区（日本）
支持率73%

TillsonburgＲＣ（カナ
ダ、第7080地区）

人頭分担金の増額に関する立法案を規定審議会に提出する場

採択

に要請する件

18R-51

採択

〇：314 X：181 規定審議会をオンラインで開催しないことを検討するようRI理事会
第2680地区（日本）
支持率63% に要請する件

18R-52 不採択

〇：190 X：301 規定審議会をビデオ収録することを検討するようRI理事会に要請
第2680地区（日本）
支持率39% する件

18R-53

採択

2019年度の規定審議会に向けて国際ロータリー定款第10条第6 神戸西神ＲＣ,高砂
〇：281 X：212
節（「採択された決議」）の規定の復活を提案することを検討するよ 青松ＲＣ（第2680地
支持率57%
区）
うRI理事会に要請する件

18R-54

採択

〇：285 X：214 RI組織規定の改訂文書の変更箇所に削除線・下線を追加するこ
支持率57% とを検討するようRI理事会に要請する件

18R-55

採択

第2680地区（日
〇：337 X：158 ロータリーの方針と手続きの簡潔な概要を「手続要覧」に再び盛り
本）、 大阪ＲＣ（第
支持率68% 込むことを検討するようRI理事会に要請する件
2660地区）
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第2840地区（日本）

