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最新ビデオ (英語版）

今月号の内容:
キワニス・ストーリー

キワニスの奉仕は続く

エリミネイト・プロジェクト

母の日フェローシップで特別な女性を称えよう

ワン・デー

ビルダーズ・クラブがサポートする母の日カード

クラブ・コーディネーターまたは会計係になってみま
せんか？
クラブの影響力を増大させる

キワニス・マガジン

キワニスの女性たち
次号予告

アラン・ペン会長から
の6月のメッセージ

購読を始める

国際キワニス財団

寄付者の名誉名簿

年次総会最新情報

ニューオリンズで行われる選挙の候補者を発表！
業務連絡

ゲスト参加者について

ニューオリンズにクマを連れて行こう

エリミネイト・プロジェク
ト
(日本語)

バンクーバー大会への申し込みはニューオリンズで受
付開始
メンバー・ツール
女性リーダー求む

キワニスにおける女性参加を祝す
55のクラブ・ウェブサイトを称賛
クラブ通信向けのコンテンツ作成

クラブ・マネジメント・システムが必要なわけ
今後の予定

このニュースレターについて
購読申し込み
購読中止

オンラインで読む
ダウンロード
友達に転送

キワニス・ストーリー

キワニスの奉仕は続く
毎日地域に貢献するキワニス・
ファミリー・クラブ。国際キワ
ニスに寄せられた、最近の報告
からいくつかご紹介します。

オーストラリア

カナダ

メールでクラブ活動の
最新情報を共有:

shareyourstory@kiwanis.org
オーストラリア: レード周辺か
ら数百名のボランディアが参
加。当日は素晴らしい天候に恵まれました。アデレード・キワニスク
ラブのメンバーも参加しました。クラブのニュースレターによると、
拾ったごみの中に交じっていた、小型飛行機のものと思われる大きな
金属パネルに好奇心をかき立てられたといいます。「私達が担当した
一帯は、飛行経路に近かったんです。夕方のテレビ・ニュースに、キ
ワニスグッズを身につけたメンバーのジャニーヌ・ドンがその金属板
を持っている様子が映っていたの
で、クラブの良い宣伝になりました。」
カナダ: 例パンケーキ・ブランチにあわせて更なる資金集めの機会を
提供しようと、「ハッピー･イースター」のメッセージとウサギのイ
ラストで装飾した毛布を製作販売しました。販売用の毛布はフルサイ
ズで二重になっており、イースター・ギフトにとメンバー自ら縫い合
わせたもの。子供や孫への贈り物に最適ですが、「寒い冬には年老い
て不機嫌な旦那様を暖めるのにもお勧めです」とのこと。結果報
告：300カナダドル.
マルティニク: フォート･ド･フランス・キワニスクラブは、このたび
シャトーブーフの学校でキー・クラブを組織しました。設立式では、
新キー・クラブの会長より、暴力反対デーと障害者の子供達と過ごす
日などのクラブ計画が発表されました。

マルティニク

アメリカ: 新らしい遊び場の建設費として、25,000米ドル以上を一年
足らずで集めました。どうやって？ 個人の約束寄付、カンザス保健財
団の助成金、月例コミュニティー・ディナー、小学校で実施した「公
園にペニーを」運動による収益によるものです。

アメリカ

エリミネイト・プロジェクト

母の日・国際女性デーフェローシップで特別な女性
を称えよう
6月15日まで: 母の愛を変化の推進力に。「エリミネイト・プロジェ
クト：妊産婦・新生児破傷風を撲滅します」に寄付をして、母の日
ツェラー・フェローになりましょう。お母様やインスピレーシヨンの
源である女性のお名前で寄付をすることができます。
ツェラー・フェローシップ・プログラムを通してエリミネイト・プロ
ジェクトへ1,250米ドルの寄付をすると、妊産婦・新生児破傷風か

ら690名以上の命を救い守ることができます。母の日ツェラー・フェ
ローシップをご利用いただくと、あなたの人生で大切な女性を称えな
がら母親と子供達を破傷風から守ることができます。

エリミネイト・プロジェクト

ビルダーズ・クラブがサポートする母の日カード
ビルダーズ・クラブの国際委員会は本年、母の日とエリミネイト・プ
ロジェクトのために特別資金調達イベントを開始すると決定しまし
た。3月20日から4月17日の間、キワニス・ファミリー・ストアでは
母の日カードやビルダーズ･クラブの作品を販売。サービス・リー
ダーシップ・プログラムに参加するクラブが購入することができまし
た。
1,000枚以上のカードを販売し、現在ではSLPおよびエリミネイト・
プロジェクトを支援するイベントや募金キャンペーンで活用されてい
ます。この特製カードを受け取ったら、妊産婦・新生児破傷風から母
親とその生まれてくる赤ちゃんを守っているのだと、是非思い出して
ください。そしてエリミネイト・プロジェクトの和を広げてきましょ
う！

エリミネイト・プロジェクト

クラブ・コーディネーターまたは会計係になってみ
ませんか？
エリミネイト・プロジェクトのボランティア･チーム 、ほぼ定員に到
達！5月の終わりに、1240人以上のキワニアンがクラブ・コーディ
ネーターに志願し、所属クラブが行う「命を救う活動」の指導者とな
りました。クラブ・コーディネーターは、クラブ会長や役員会と連携
し、エリミネイト・プロジェクトの刺激的な新プロジェクトを企画し
ます。そのうえで仲間のキワニアンや地域住民に、この重要な活動へ
の参加を呼びかけます。
お問い合わせは、エリミネイト・プロジェクトのキャンペーン事務局
までEメール（campaign@TheEliminateProject.org）またはお電
話（+1-317-217-6213）でご連絡ください。

エリミネイト・プロジェクト

クラブの影響力を増大させる
世界中から100以上のクラブが、エリミネイト・プロジェクトのキャ
ンペーン期間中に、メンバー1人あたり平均750米ドルの約束寄付を
行うと誓い、モデル・クラブに昇格しています。しかし、中にはより
高い目標を設定したクラブもあります。
オハイオ州シンシナティー・クラブでは、42人の会員が10万米ドル
の約束寄付を調達して、100K クラブになるよう目標を設定しまし
た。同クラブでは、2016年にクラブ創立100周年記念を迎えるにあ
たり、記念日までに10万人の子供に奉仕すること、そして会員数
を100名に増員することを目標にしています。彼らの寛大な奉仕の精
神のお陰で、55,000人の母親とその生まれてくる赤ちゃんを救い守
ることができると同時に、奉仕活動に刺激をもたらし、クラブの成長
につながります。
皆さんのクラブでもこれからの5年間でどのようにエリミネイト・プ

ロジェクトに関われるのか、様々な方法を考えてみてはいかがでしょ
うか。モデルクラブ、もしくはさらに上の目標を設定したとしても、
思った以上に簡単に手が届くことに驚かれるはずです。

キワニス・マガジン

キワニスの女性たち
1921年5月6日、リア・スロー
ターは、ノースカロライナ州の
ゴールズバラ・キワニスクラブ
の名誉会員になりました。同ク
ラブでは、スローターが「音楽
や交流プログラムを非常に首尾
よく運営してくれた」という理
由から、名誉会員に推挙したと
伝えています。

次号予告
ハイチ、日本、ニュージーラン
ド、アラバマ。... リストは絶え
ることがありません。キワニス
が存在する地域では毎年、地
震、津波、竜巻などによる災害
の影響を受けています。8月
号のキワニスマガジンでは、お
住まいの地域や近所、そして地
球の裏側で起こった災害に対す
るクラブの対応を特集します。

『ゴールズバラ・ニュースアー
ティスト』によると、スロー
ターは「ゴールズバラで唯一の
女性キワニアン」としてその地
位を確固たるものにしたとあります。

キワニスが公式に女性会員を認めるようになったのは、25年前のこと
です。6月号のキワニスマガジンでは、リア・スローターの物語をは
じめとするキワニスにおける女性達の歴史について取り上げ、女性参
加を認めた決断を祝います。この記事は、こちらからお読みにな
るかダウンロードしてお楽しみください。

キワニス・マガジン

購読を始める

お住まいの地域に関わらず、キワニスマガジンをお求めいただけま
す。
キワニスクラブは、子供達の生活を向上し地域の改善のために世界中
で素晴らしい活動を展開しています。そしてその活動は、キワニスの
公式出版物に全て収められています。
2012－2013年より、キワニスマガジン（英語版）は1年に8回発行
される予定です。購読料は会員お一人様につき8米ドルです。ご購読
いただくには、購読申込用紙 （英語） にご記入の上: Kiwanis
Magazine, 3636 Woodview Trace, Indianapolis, IN 46268,
USAまで郵送していただくか、またはpdfの様式をEメールで
magazine@kiwanis.org宛てに送付してください。
アメリカ合衆国在住のキワニス会員、およびカナダ英語圏の会員の皆
様につきましては、所属クラブにお支払いいただく年会費と会費にす
でに購読料が含まれています。

国際キワニス財団

寄付者の名誉名簿

国際キワニス財団は、キワニスファミリーの活動を支えてくださる皆
様の寛大さに感謝いたします。そして我々は、支えてくださる皆様を
称えて表彰いたします。
寄付者リスト をご覧いただき、キワニス2010-11年度に当財団へご
寄付下さった皆様のお名前をご確認ください。

年次総会最新情報

ニューオリンズで行われる選挙の候補者を発表！
当選者の決定は、ニューオリンズにおいて6月28日から7月1日の日程
で開催される第97回国際年次総会で行われます。2012-13年のキワニ
ス国際役員会への候補者は以下のとおりです。
会長 （1名選出）：トマス・E・“トム”・デジュリオ、 ニューヨーク
次期会長（1名選出）：ギュンター ・ ガッサー 、オーストリア
副会長 （1名選出）：
ジョン・R・ボタン、カナダ東部カリブ海

ジェロー・E・ピューラー Jr. 、キャピタル
スチュアート・ロス、ミネソタ-ダコタ

アメリカ合衆国とカナダ太平洋地区の理事 （3年任期、3人選出）:
ケビン・ディーン、ウェストヴァージニア

デニス・M・オリバー、ルイジアナ-ミシシッピー-西テネシー
トム・ラミッキオ、フロリダ

ジェームス・M・ロックフォード、イリノイ-東部アイオワ
ロナルド・E・スミス、南西部

エリザベス･ M・ テッザ、カロライナ
国際キワニス役員会には、もう一つ、1年任期の第4の空席がありま
す。これは、2012年4月1日にお亡くなりになった国際キワニス理事
のオスカー・ナイト3世の補欠選挙です。
カナダおよびカリブ地域の理事 （3年任期1名は、2011年の西部カナ
ダ年次総会で決定されました）: コリン・レイチェル、西部カナダ。
2012ヨーロッパ地域の理事 （3年任期1名、6月8-9日に開催され
る2012年度国際キワニス－ヨーロッパフェデレーション年次総会で決
定される予定）: オスカー・ギヨンソン、アイスランド－フェロー諸
国
2012-13事業年度のアジア太平洋地域の理事および拡大理事の空席は
ありません。
候補者とその経歴を含めた最新情報については、年次総会のウェブサ
イトは、コンベンションのウェブサイトの「ビジネス」セクション
（英語）をご覧ください。

年次総会最新情報

業務連絡

第97回国際キワニス年次総会には、組織の将来的な方向性を議論する
ために世界中のキワニスクラブから代表者が参加します。ニューオリ
ンズでは、来る6月28日から7月1日にかけて行われる代議員会議にお
いて、国際キワニスの役員と理事（上記の記事を参照）の選出を行う
とともに、以下の17の修正案について話し合いがもたれます。
年会費を現行の42米ドルから57米ドルに変更。

年会費の修正案に関する詳しい情報
は、www.KiwanisOne.org/dues （英語）からご覧
ください。
入会時の会員の年齢制限について再考。

クラブ会員の権利そして特権を受けるには、継続して良好な会
員であることを条件とする。
クラブ例会の開催数を月に一度でよいとする。

クラブで使用できる会員クラス制度を拡大する。

地区の役割や目的について、明確な規定を設ける。

地区の運営および財政報告に関する最低限の基準を設ける。

フェデレーションにおける、運営および財政報告に関する最低
限の基準を設ける。
国際キワニスへの財政報告の義務を一律に定める。

国際キワニス役員会執行委員会に国際キワニス副会長を加え
る。

キワニス・ファミリーの会員として不相応な行ないが認められ
た場合は、クラブが調査し、処罰の決定を行うと規定する。
国際キワニス役員の規律について明確にする。
段階別の年会費率の凍結を延長する。
キワニスの目的を新たに追加する。

国際キワニス常任委員会に、元国際キワニス理事の常任委員会
を新たに設置する。
新クラブの設立に必要な最小人数を定める。

国際キワニス役員会の例会と特別会合の召集について別々に規
定する。
その他12の修正案については、去る1月に行われたキワニス国際評議
会において採択されています。
詳しくは、www.kiwanisone.org/amendments （英語）をご覧く
ださい。

年次総会最新情報

ゲスト参加者について
ニューオリンズにおいて6月28日から7月1日の日程で開催される
第97回国際キワニス年次総会には、スペシャル・ゲストの来訪が予定
されています。
トゥーイ夫妻

トゥーイ夫妻。サンドラ・ブロック主演のオスカー受賞作
「The Blind Side（邦題：『しあわせの隠れ場所』）」のモ

デルとなったショーン・トゥーイ、レイ・トゥーイ夫妻。
トゥーイ家がが主宰する財団「 Making It Happen（メイキ
ング・イット・ハプン）（英語）」では、社会の見えないひず
みの只中で必死に生き残ろうとする子供達の生活水準と生活環
境を改善する活動を実施しています。
リチャード・シモンズ （英語）。ニューオリンズ生まれの
フィットネス界のカリスマとして知られるシモンズさんは、何
百万人もの太りすぎの人々をサポートし、これまでに総
計300万ポンド（約1,360トン）の減量を実現しています。彼
は子供の肥満に警笛を鳴らすキャンペーンも展開しており、運
動と健康的な生活習慣を呼びかけています。
ローレン・ポッター

アマンダ・ショウ （英語）。ルイジアナで活躍する新進気鋭
の音楽家の中でもパイオニア的存在のショウさんは、クラシッ
クの教育を受けたバイオリン奏者で、ジャズやクレオール、ブ
ルース、ザイデコといったニューオリンズの多様な音楽の影響
から独自のスタイルを確立しています。
ローレン・ポッター。ロサンジェルス・ダウン症連合会メン
バーのポッターさんは、アメリカの人気テレビ番組「グリー」
に出演する女優で、ダウン症のチアリーダーを演じています。
キワニアンの皆さんを対象にした土曜日のリーダーシップの昼
食会で、彼女の講演会を実施します。

ジェームス・カーヴィル・
ジュニアとメリー・マタラ
ン

ジェームス・カーヴィル・ジュニアとメリー・マタラン。リベ
ラル派と保守派、正反対の立場にあるアメリカ政治コンサルタ
ント夫婦が、揃って閉会式の舞台に登場します。テーマはハリ
ケーン・カトリーナ後の奉仕とニューオリンズの再建につい
て、そして子育てについてです。

年次総会最新情報

ニューオリンズにクマを連れていこう
ニューオリンズで開催される 第97回国際キワニス年次総会 （英語）
では、テディベアの再会の集いが催される予定です。
ここ数年の間に、キワニアンの皆様から世界中の名所で撮ったキワニ
ス・ベアの写真を数多くお寄せいただきました。 その模様はこちらか
らご覧ください！ （英語版）

エクアドルのチュキラグア
－キト所属のキワニアン、
マリア・ギロンは、キトの
史跡として有名なグアプロ
聖堂のツアーにキワニス・
ベアをつれて参加しまし
た。

国際キワニス財団のアラン・ペン会長とファースト・レイディーの
ジェリ・ペン会長夫人中心となって、全キワニス・ベアをニューオリ
ンズに結集しようと呼びかけています。キワニス・ベアをお持ちの皆
様は、キワニアンの皆さんとクマが一緒に写った写真を持って、クマ
と一緒にニューオリンズまで来ていただき、6月27日5時からファミ
リーラウンジで開始される歓迎レセプションにご参加いただきたいと
思っております。

モンタナ州グレート・フォールズ・
キワニスクラブ会員のコニー・ワイ
デルさんが所有する、キワニス・ベ
アの「ミス・カドル」は、ボーズマ
ンで開催されたモンタナ地区の年度
中間総会会場で、アラン・ペン会長
に会いに行きました。

キワニスのテディベアは、
ニュージーランドのタカプ
ナのキワニアン、パッ
ツィー・ヒルに連れられ
て、ゴードントンのキャン
ディーランド・スイーツ工
場へ出かけました。

年次総会最新情報

バンクーバー大会の登録はニューオリンズで受付開
始
カナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバーで開催が決まって
いる2013年度国際キワニス年次総会に参加予定の皆様、早めに申し
込みを済ませて早速準備に取り掛かりましょう。登録はニューオリン
ズで開催される2012年度年次総会で開始されます。
2012年の年次総会でニューオリンズにいらっしゃる間に、バンクー
バー大会のブースまでお越しください。その場でEメール配信の最新
情報にご登録いただくと、くじ引きによる抽選で、レストランでのお
食事券や観光ツアーをプレゼントいたします。
登録は、www.KiwanisOne.org/convention/registrationでも可能
です。

メンバー・ツール

女性リーダー求む！
今から約25年前、キワニスは女性にも門戸を開きました。以来、キワ
ニスクラブ会長から国際キワニス財団の会長に至るまで、組織のいた
るところで女性がリーダーシップを発揮してきました。
クラブ、ディビジョン、地区または国際レベルでリーダーシップを発
揮したいとお考えの女性を対象に、女性のための諮問委員会があるの
をご存知でしたでしょうか。委員会には、様々な形でリーダーシップ
を発揮し、キワニスに貢献してきたメンバーもいます。
キワニスでリーダーシップを発揮したいとお考えの方は、Facebook
グループに参加して、委員会まで今すぐご連絡ください。
なお、第97回国際キワニス年次総会（英語）においても、キワニスに
おける女性参加を祝した展示会やフォーラム、特別閉会式を開催いた
しますので、6月28日から7月1日にかけてはニューオリンズにぜひお

越しください。

メンバー・ツール

キワニスにおける女性参加を祝す
「キ ワニスにおける女性」コレクションでは、キワニスにおける女性参
加25周年を祝います。6月にニューオリンズで開催される国際キワニス
年次総会で、ユニー クTシャツや、アクセサリー、その他関連グッズを
初公開！年次総会展示会場に出店しているキワニス・ストアまで、ぜひ
お越しください。オンラインのキワニ ス・ストアでもご注文いただけま
す。（7月1日以降は、www.Kiwanis.org/store のホームページにある
「キワニスにおける女性（Women in Kiwanis）」のコーナーを探して
みてください。）
白のプリントが入ったピ
タッ
フィットする女性用
フィットピンクTシャツ

メンバー・ツール

55のクラブ・ウェブサイトを称賛
ますます多くのキワニスクラブ
所属クラブのウェブサイトが
が、クラブウェブサイトの製作
注目を浴びるかも？
やメンテナンスにクラブ・マネ
ジメント・システムを使用し
ヘルプに関しては
て、オンラインでの第一印象の
www.KiwanisOne.org/
向上に努めています。ポータル
idealsiteからご覧ください。こ
バズ（Portalbuzz、旧クラブ リ
の実況例は、皆さんのクラブの
ソース株式会社）は、このほど
サイト同様、毎月（またはより
キワニスクラブ・ウェブサイト
頻繁に）更新されます。理想的
の最たる例として、50以上のサ なホームページとはどんなもの
イトを厳選しました。実例集は
か、参考になさってください。
www.KiwanisOne.org/
レイアウトやコンテンツ製作の
clubgallery （英語版）からご覧
ヒントが得られるはずです。こ
のサイトに掲載されているもの
いただけます。皆さんの所属ク
は、自由に利用可能ですから、
ラブが見本サイトに選ばれる
どんどんまねて、アイテムを
と、キワニスマガジンや当最新
使ってみましょう。
情報、またはクラブ・リソー
ス・ニュースレターおよ
びFacebook等の通信方法で紹介されることがあります。素晴らしい
クラブ・ウェブサイトのメンテナンス方法について、仲間と共有して
ほしいとアドバイスを求められることもあるかもしれませんね。

メンバー・ツール

クラブ通信向けのコンテンツ作成
印刷版のニュースレターやウェブサイトに掲載するニュースや写真、広告をお探しの方
は、www.KiwanisOne.org/readytorun（英語）を訪問してみましょう。

ニュースの短信や、雑誌広告、ウェブサイトのコピー、ウェブ広告、写真およびビデオ等が満載で
す。このページは定期的に更新されいてますので、折を見て新しいコンテンツを探しにきてくださ
い。もしくは、オレンジのRSSアイコンをクリックして、最新ファイルの更新状況を自動的にお知
らせするシステムに登録するのもよいでしょう。

メンバー・ツール

クラブ・マネジメント・システムが必要なわけ

まずは、ギグ・ハーバー・
キワニスに、クラブ・マネ
ジメント・システムの有効
性に
ついて尋ねてみてくださ
い。

所属クラブでクラブ・マネジメント・システムの完全版をまだご使用
でない場合は、このインストラクションビデオをご覧ください （英
語）。ビデオ（7分）は、あまり手間をかけずに事務に要する時間を
軽減したい、会員に有益なシステムがほしい、オンラインの第一印象
を良くしたい、という方には是非ご覧いただきたい内容となっており
ます。その後で、お申し込み等について
は、support@clubresource.com までお問い合わせください。
8月1日以前にご登録される際には、6月号の国際キワニス最新情報を
見たとお伝えいただくと、初年度の登録料が50％オフになります。こ
のキャンペーンは2012年7月31日まで有効です。

メンバー・ツール

今後の予定

6月8日～10日： 国際キワニス－ヨーロッパ・フェデレー
ション年次総会（英語）、於：ノルウェー、ベルゲン
6月28日～7月1日： 第97回国際キワニス年次総会、於：ア
メリカ合衆国ルイジアナ州ニューオリンズ
10月1日： キワニス新年度開始

