
ＲＣＣとは

ＲＣＣの生い立ち

地区ＲＣＣ委員会の役割

ＲＣＣプログラムを推進するには ･･･

ＲＣＣ （ロータリー地域社会共同隊） は、 ロータリークラブの提唱によって結成されるＲＩ認証奉仕プログラムです。

ロータリーの奉仕活動に賛同し、 その地域社会に居住、 就職、 就業中のロータリアン以外の少なくとも 10 名以上の成年

男女によって組織されます。 提唱ロータリークラブの指導の下、 毎年少なくとも一つ、 その地域社会のためになるプロジェ

クトを実施することになってます。

ＲＶＣは、 1985 年の国際大会でＲＩ会長エレクトのマット ・ カパラス氏の提案により、 ３年間のパイロットプログラムとして始

まりました。 カパラス氏は、 フィリピンの出身です。 当時のフィリピンは非常に政情が不安定で、 都市と農村の貧富の差も

激しい有様でした。 農村の人々は、本当に貧困にあえいでおり、この窮状から農民を何とか救いたいという思いから始まっ

たものが、 ＲＶＣです。

良い成果を得られたことから、 ３年後の 1989 年ＲＩの公式プログラムに採用されました。 また、 同時に先進国向けのプロ

グラムとして、 ＲＣＣの名称も承認されました。 その後、 ＲＶＣ、 ＲＣＣあるいはＲＣＳＣの名称が混在していましたが、 1999

年にＲＩの理事会でＲＣＣに名称が一本化されました。

地区内の各クラブで行われている様々な奉仕プログラムの中で、

ＲＣＣプログラムとなり得るものを抽出し、 各クラブに対して提唱を

すすめていくことが地区ＲＣＣ委員会の役割の一つです。

現在、 ＲＣＣは社会奉仕委員会の下部組織と位置づけられており

ますが、 ＲＣＣプログラムの内容は、 社会奉仕のみに限られるもの

ではなく、４大奉仕部門全般において提唱が可能です。 （右図参照）

自分たちの地域社会における有益なプログラムに対して、 ロータ

リーが専門知識を提供し、 励まし、 組織編成および物的援助を供

与するＲＣＣプログラムは、 ロータリアンが大きなニーズを抱える地

域のために奉仕する全く新しい手法となることを各クラブに説明し、

推奨していくことが重要です。

① 2013-2014 年度ＲＩテーマ 『ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を』　

　　強調事項 「ロータリー ・ ファミリーを通じたネットワークの強化」、 そして

　　　ガバナー方針 「磨いて　輝こう」 　の具現化をＲＣＣの提唱で実現しよう！

② ＲＩ認証プログラムへチャレンジしよう！

 　　認証状の伝達によって、 クラブの奉仕プログラムがＲＩの奉仕プログラムとなる。

③ 地域に埋もれている奉仕の宝物を発見し、 ロータリーで育てよう！

 　　ＲＣＣ事業プログラムは、 各クラブの奉仕プログラムはもとより、 地域社会で実践している事業プログラムを探し

 　　関係者の同意を得て提唱する。

④ ロータリーが標榜する奉仕を地域の人々に託そう！

 　　ＲＣＣ事業プログラムは、 事業に関し熱意と情熱を持ったロータリアン以外の地域社会の人々 (10 名以上 ) で構成

 　　し運営する。 ロータリークラブは、 提唱クラブとして、 組織の指導育成について、 物質的 ・ 精神的に支援する。

　　　（注）　ＲＣＣ （Ｒｏｔａｒｙ 　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　 Ｃｏｒｐｓ） ロータリー地域社会共同隊

　　　　　　  ＲＶＣ （Ｒｏｔａｒｙ　 Ｖｉｌｌａｇｅ 　Ｃｏｒｐｓ） ロータリー村落共同隊

　　　　　　  ＲＣＳＣ （Ｒｏｔａｒｙ　 Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　 Ｓｅｒｖｉｃｅ　 Ｃｏｒｐｓ） ロータリー社会奉仕共同隊
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ＲＣＣ奉仕プログラム事例

人間尊重

［１］　社会的弱者への支援　･･･　身体障害者、 精薄者、 高齢者、 親のいない子、 一人親の子、 外国からの子、

    　　　定住者 （識字率向上）、 異文化共生

［２］　保健、 衛生、 長寿で健康　･･･　薬物濫用防止、 ＨＩＶ ［エイズ］、 メタボリック症候群、 癌予防 （講演、 ポスター、

     チラシ）、 献血

［３］　子育て支援

　　　　幼稚園、 保育園、 学童保育　･･･　読み聞かせ、 遊び、 紙芝居、 偉人の話し

　　　　子ども会、 若い親たち、 不登校児　･･･　親子でハイキング、 運動会、 写生、 工作、 絵画展、 合唱、 スポーツ、

       農園、 いも掘り、 花づくり、 声かけ運動、 夜廻り隊

［４］　社会治安向上をめざす

　　　　犯罪防止　･･･　万引き、 窃盗、 強盗 （貼紙、 ポスター、 学校講話）

　　　　家庭内暴力　･･･　子供虐待、 ＤＶ （通報連絡先を周知）

　　　　街頭犯罪　･･･　暴力、不良行為 （子供見守り隊、警察の講話、有害図書・映像・ゲームの追放、啓発ポスター、

   　 チラシ）

［５］　才能ある人の発掘、 支援　･･･　数学、 科学、 作文、 美術、 音楽コンクール、 スポーツ表彰、 弁論大会

［６］　文化活動で心豊かな人を　･･･　美術展覧会、 音楽会開催、 モニュメント製作寄贈、 チャリティー、 街の花壇

     づくり、 各種スポーツ大会支援、 文化の継承、 保護

［７］　災害に備える　･･･　自身、 火災、 豪雨洪水 （講話、 研修、 訓練、 備品整備）、 防犯救護システム

地域発展

［１］　産業育成　･･･　人材確保と育成、 特産品奨励、 教育 （農林水産、 工業、 商業分野）、 学校誘致、　 職場訪問・

     体験 ・ 受入れ ・ 人材育成 ・ 高校生への職業 ・ 進路アドバイス講座

［２］　観光の街づくり　･･･　歴史学習、 案内板・マップ作製、 郷土の偉人銅像・記念碑建立、 ガイドの育成 （日本語・

             英語）

［３］　街並み整備　･･･　街路樹、 花壇づくり、 遊歩道の整備、 公衆トイレ ・ ゴミ箱の清潔保持

環境保全

［１］　森林育成　･･･　山 ・ 野の植樹、 特に広葉樹でＣＯ 2 を減少、 酸素を増やす

［２］　環境保護　･･･　河川の清掃、 魚や蛍の棲む清流に、 ウミガメ保護

［３］　街路の清掃　･･･　街路樹の手入れ、 散水で防塵防止、 騒音防止 （防音壁）

［４］　環境整備　･･･　歩行者天国、 自転車専用道

［５］　クリーンエネルギー　･･･　雨水タンク、 ソーラーシステム、 風力発電、 電気自動車 （エコカー）

協同奉仕

［１］　協同　･･･　インターアクト、 ローターアクト、 行政 ・ 地域諸団体

［２］　街頭キャンペーン　･･･　募金活動、 献血運動、 禁煙運動、 交通安全、 防火、 防災、 青少年指導、 警察補助

    員活動

［３］　国際交流　･･･　日本語教室、 外国語教室、 各国料理教室、 スポーツ大会、 弁論大会、 舞踊大会
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ＲＣＣの目的

当地区にＲＣＣが多いのは何故？

世界のＲＣＣ

日本のＲＣＣ

ＲＣＣの目標

地域社会の生活状態を改善し、 人生の喜びを高揚すること。

ＲＩ第２７１０地区の松本氏が、 ＲＩ理事であった１９９２年当時、 松本理事の指導のもと に２人のアシスタントコーディネー

ターが任命されました。 一人は岡山南 RC の中嶋パストガバナ ーで、もう一人が豊橋 RC の高沢パストガバナーでした。

高沢氏のご尽力により、 １９９３年に豊橋 ＲＣＣと半田ＲＣＣが結成されました。

2011-2012 年度　第１四半期 2011/10/4 公開　

RCC 隊数 7,209
提唱クラブ数 2,748
提唱地区数 198
提唱国数 81
RCC 隊員数 165,807
増加率 0.71％

2013/8/12 現在

日本の RCC 隊数 34 （100％）
日本の提唱クラブ数 32
2760 地区内の RCC 隊数　（※） 16 （47％）
2760 地区内の提唱クラブ数　（※） 14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 休止中の RCC　2 隊を含む

1. 個人が地域社会の改善のため責任をもって活動する。

2. あらゆる有用な仕事の尊さと真価を認識する。

3. 生活の質の向上を図るため自主自助の活動と協同活動を実施する。

4. 地元の文化や地域社会の状況下で、 人間の能力を最大限に発揮するよう奨励する。


