
歴代国際ロータリー(ＲＩ)会長及びテーマ 

1905年2月(明治38年)～現在 
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1周年 

 

ʃ 

 

5周年 

 

1905年2月23日 

(明治38年) 

ｼｶｺﾞﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ誕生 

ʃ 

1910年6月(明治43年) 

最初の会合・4名 

・ﾎﾟｰﾙ P.ﾊﾘｽ   (弁護士) 

・ｼﾙﾍﾞｽﾀｰ･ｼｰﾙ  (石炭商) 

・ﾊｲﾗﾑ E.ｼｮｰﾚｰ  (洋反物商) 

・ｶﾞｽﾀｰﾊﾞｽ E.ﾛｰｱ(鉱山技師) 

   

6 1910年7月(明治43年)～ ポールＰ.ハリス 米国･シカゴＲＣ   

7 1911年7月(明治44年)～ ポールＰ.ハリス 米国･シカゴＲＣ   

8 1912年7月(大正元年)～ グレンＣ.ミード 米国･フィラデルフィアＲＣ   

9 1913年7月(大正2年)～ ラッセルＦ.グレイナー 米国･カンザスシティＲＣ   

10 1914年7月(大正3年)～ フランクＬ.マルホラン 米国･トレドＲＣ   

11 1915年7月(大正4年)～ アランＤ.アルバート 米国･ミネアポリスＲＣ   

12 1916年7月(大正5年)～ アーチＣ.クランフ 米国･クリーブランドＲＣ   

13 1917年7月(大正6年)～ Ｅ.レズリー･ピジョンＥ. カナダ･ウィニーピグＲＣ   

14 1918年7月(大正7年)～ ジョン・プール 米国･ワシントンＤ.Ｃ.ＲＣ   

15 1919年7月(大正8年)～ アルバートＳ.アダムス 米国･アトランタＲＣ   

16 1920年7月(大正9年)～ エステス・スネデコル 米国･ポートランドＲＣ 

 1921年4月1日 

日本最初・東京 

ＲＣ加盟承認 

17 1921年7月(大正10年)～ クロフォードＣ.マックロー カナダ･フォートウィリアムＲＣ   

18 1922年7月(大正11年)～ レイモンドＭ.ヘブンス 米国･カンザスシティＲＣ   

19 1923年7月(大正12年)～ ガイ･ガンディカー 米国･フィラデルフィアＲＣ   

20 1924年7月(大正13年)～ エベレットＷ.ヒル 米国･ショーニーＲＣ   

21 1925年7月(大正14年)～ ドナルドＡ.アダムス 米国･ニューヘイブンＲＣ   

22 1926年7月(昭和元年)～ ハリーＨ.ロジャース 米国･サンアントニオＲＣ   

23 1927年7月(昭和2年)～ アーサーＨ.サップ 米国･ハンティングトンＲＣ   

24 1928年7月(昭和3年)～ Ｉ.Ｂ.トム･サットン メキシコ･タンピコＲＣ   

25 1929年7月(昭和4年)～ Ｍ.ユージン･ニューサム 米国･ダーハムＲＣ   

26 1930年7月(昭和5年)～ アルモンＥ.ロス 米国･パロアルトＲＣ   

27 1931年7月(昭和6年)～ シドニーＷ.パスコー イングランド･ロンドンＲＣ   

28 1932年7月(昭和7年)～ クリントンＰ.アンダーソン 米国･アルバカークＲＣ   

29 1933年7月(昭和8年)～ ジョン･ネルソン カナダ･モントリオールＲＣ   

30 1934年7月(昭和9年)～ ロバートＥ.リー･ヒル 米国･コロンビアＲＣ   

31 1935年7月(昭和10年)～ エドＲ.ジョンソン 米国･ロアノークＲＣ   

32 1936年7月(昭和11年)～ ウィルＲ.メーニァ･ジュニア 米国･ナッシュビルＲＣ   

33 1937年7月(昭和12年)～ モーリス･ジュペレー フランス･パリＲＣ   

34 1938年7月(昭和13年)～ ジョージＣ.ヘイガー 米国･シカゴＲＣ   

35 1939年7月(昭和14年)～ ウォルターＤ.ヘッド 米国･モントクレアＲＣ   

36 1940年7月(昭和15年)～ アーマンド･デ･アルータ･ペレイラ ブラジル・サンパウロRC 
 日本･国際ﾛｰﾀﾘｰ

から脱退 

37 1941年7月(昭和16年)～ トムＪ.デービス 米国･ビュートＲＣ   

38 1942年7月(昭和17年)～ フェルナンド･カルバジャール ペルー・リマＲＣ   

39 1943年7月(昭和18年)～ チャールズＬ.ホイーラー 米国･サンフランシスコRC   

40 1944年7月(昭和19年)～ リチャードＨ.ウエルズ 米国･ポカテロＲＣ   

41 1945年7月(昭和20年)～ トーマスＡ.ウォレン ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｳﾙﾊﾞｰﾊﾝﾌﾟﾄﾝ RC   
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42 1946年7月(昭和21年)～ リチャードＣ.ヘドケ 米国･ポカテロＲＣ   

43 1947年7月(昭和22年)～ Ｓ.ｹﾝﾄﾞﾘｯｸ･ｶﾞｰﾝｼﾞｰ 米国･ジャクソンビルＲＣ   

44 1948年7月(昭和23年)～ アンガスＳ.ミッチェル 豪州･メルボルンＲＣ   

45 1949年7月(昭和24年)～ パーシー･ホジソン 米国･ポータケットＲＣ 
 日本･国際ﾛｰﾀ

ﾘｰに加盟復帰 

46 1950年7月(昭和25年)～ アーサー･レグー カナダ･ケベックＲＣ   

47 1951年7月(昭和26年)～ フランクＥ.スペイン 米国･バーミンガムＲＣ   

48 1952年7月(昭和27年)～ Ｈ.Ｊ.グルニエ 米国･サンフランシスコＲＣ   

49 1953年7月(昭和28年)～ ホアキン･セラトサ･シビルス ウルグアイ･モンテビデオＲＣ Rotary is Hope Action  

50 1954年7月(昭和29年)～ ハーバートＪ.テーラー 米国･シカゴＲＣ 

過去に学んで行動せよ 

他人と分かち合え 

ロータリーの四つのテストで

身を固めよ 

青少年に対する奉仕 

国際親善 

良きロータリアンは良き市民

である 

 

51 1955年7月(昭和30年)～ Ａ.Ｚ.ベーカー 米国･クリーブランドＲＣ 我等の資源を開発しよう  

52 1956年7月(昭和31年)～ ジャン･パオロ･ラング イタリア･リボルノＲＣ 

ロータリーは簡潔に 

ロータリアンは､もっとロータ

リーを 

お互いにもっと知り合おう 

 

53 1957年7月(昭和32年)～ チャールズＧ.テンネント 米国･アッシュビルＲＣ 動員-拡張-探求-奉仕  

54 1958年7月(昭和33年)～ クリフォードＡ.ランダル 米国･ミルウオーキーＲＣ 将来を造るに助力しましょう  

55 1959年7月(昭和34年)～ ハロルドＴ.トーマス ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ･ｵｰｸﾗﾝﾄﾞＲＣ 
生気を与えよ 身につけよ 

友愛の橋をかけよ 

 

56 1960年7月(昭和35年)～ Ｊ.エド･マックロウリン 米国･ラルズＲＣ 

あなたはﾛｰﾀﾘｰです それを表

現して下さい それを膨張さ

せましょう 

 

57 1961年7月(昭和36年)～ ジョセフＡ.エービー 米国･レディングＲＣ 

行動 行動に努めよ 

理解に途を求めよ 指導力を

高めよ 

 

58 1962年7月(昭和37年)～ ニッティシＣ.ラハリー インド･カルカッタＲＣ 内部に火を燃やせ  

59 1963年7月(昭和38年)～ カールＰ.ミラー 米国･ロサンゼルスＲＣ 
宇宙時代におけるﾛｰﾀﾘｰの進

路 

 

60 1964年7月(昭和39年)～ チャールズＷ.ペッテンギル 米国･グリニッチＲＣ ロータリーに生きよう  

61 1965年7月(昭和40年)～ Ｃ.Ｐ.Ｈ.ティーンストラ オランダ･ヒルバーシュムＲＣ 行動 強化 継続性  

62 1966年7月(昭和41年)～ リチャードＬ.エバンス 米国･ソルトレークシティＲＣ ロータリーでよりよき世界を  

63 1967年7月(昭和42年)～ ルーサーＨ.ホッジス 米国･チャペルヒムＲＣ 
ﾛｰﾀﾘｱﾝとしてあなたの資格を

効果的に 

 

64 1968年7月(昭和43年)～ 東ヶ崎 潔(ﾄｶﾞｻｷ ｷﾖｼ) 日本･東京ＲＣ 参加し敢行しよう！  

65 1969年7月(昭和44年)～ ジェームスＦ.コンウェイ 米国･ﾛｯｸﾋﾞﾙ･ｾﾝﾀｰＲＣ 検討し 更新しよう  

66 1970年7月(昭和45年)～ ウィリアムＥ.ウォークJr 米国･オンタリオＲＣ 隔たりを取り除こう  

67 1971年7月(昭和46年)～ アンストＧ.ブライトホルツ ｽｩｪｰﾃﾞﾝ･カルマーＲＣ 善意は 先ず あなたから  

68 1972年7月(昭和47年)～ ロイＤ.ヒックマン 米国･バーミンガムＲＣ もう一度 見直そう  

69 1973年7月(昭和48年)～ ウィリアムＣ.カーター 米国･バタシーＲＣ 今こそ行動のとき  

70 1974年7月(昭和49年)～ ウィリアムＲ.ロビンズ 米国･ﾌｫｰﾄ･ﾛｰﾀﾞｰﾃﾞﾙＲＣ ﾛｰﾀﾘｰの精神を振るい起こせ  

71 1975年7月(昭和50年)～ ｴﾙﾈｽﾄ･ｲﾝﾊﾞｯｻｲ･ﾃﾞ･ﾒﾛ ブラジル･ニテロイＲＣ 人間に威信を！  

72 1976年7月(昭和51年)～ ロバートＡ.マンチェスターⅡ 米国･ヤングスタウンＲＣ 
｢奉仕｣ロータリーを私は信奉

する 

 

73 1977年7月(昭和52年)～ Ｗ.ジャック デービス バミューダ･ハミルトンＲＣ 
全人類を結びつけるために奉

仕せよ 

 

74 1978年7月(昭和53年)～ クレム･レヌーフ 豪州･ナンバーＲＣ 手をさし伸べよう…  

75 1979年7月(昭和54年)～ ジェームスＬ.ボーマーJr 米国･シェルビービルＲＣ 奉仕の灯で道を照らそう  
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76 1980年7月(昭和55年)～ ロルフＪ.クラリット ヘルシンキ･ﾍﾙｼﾝﾌｫﾙｽＲＣ 時間を捧げよう 奉仕のために  

77 1981年7月(昭和56年)～ スタンレーＥ.マッキャフリー 米国･バークレーＲＣ 
ロータリーを通じて､世界理解

と平和を 

 

78 1982年7月(昭和57年)～ 向笠 廣次(ﾑｶｻ ﾋﾛｼﾞ) 日本･中津ＲＣ 
人類はひとつ世界中に 

   友情の橋をかけよう 

 

79 1983年7月(昭和58年)～ ウィリアムＥ.スケルトン 
米国･ｸﾘｽﾁｬﾝｽﾊﾞｰｸﾞ 

･ﾌﾞﾗｯｸｽﾊﾞｰｸﾞＲＣ 

みんなにロータリーを 

   みんなに奉仕を 

 

80 1984年7月(昭和59年)～ カルロス･カンセコ メキシコ･モンテレーＲＣ 見つけよう 奉仕の新生面  

81 1985年7月(昭和60年)～ エドワードＦ.カドマン 米国･ウェナチＲＣ あなたが鍵です  

82 1986年7月(昭和61年)～ Ｍ.Ａ.Ｔ.カパラス フィリピン･マニラＲＣ ロータリーは希望をもたらす  

83 1987年7月(昭和62年)～ チャールズＣ.ケラー 米国･カルフォルニアＲＣ 
ロータリアン－奉仕に結束 

   －平和に献身 

 

84 1988年7月(昭和63年)～ ロイス･アビー 豪州･エッセンドンＲＣ 
ロータリーに活力を 

  －あなたの活力を 

 

85 1989年7月(平成元年)～ ヒューＭ.アーチャー 米国･ディアボーンＲＣ ロータリーを楽しもう！  

86 1990年7月(平成2年)～ パウロＶ.Ｃ.コスタ ブラジル･サントスＲＣ 
ロータリーを高めよ 

  思いを尽くし熱意を尽くし 

 

87 1991年7月(平成3年)～ ラジェンドラＫ.サブー インド･チャンディガーＲＣ 自分を超えた眼を  

88 1992年7月(平成4年)～ クリフォードＬ.ダクターマン 米国･バークレーＲＣ まことの幸福は人助けから  

89 1993年7月(平成5年)～ ロバートＲ.バース スイス･アーラウＲＣ 行動に信念を－信念は行動に－  

90 1994年7月(平成6年)～ ビル･ハントレー 米国･ｱﾙﾌｫｰﾄﾞ＆ﾒｲﾌﾟﾙｿｰﾌﾟＲＣ 友達になろう  

91 1995年7月(平成7年)～ ハーバートＧ.ブラウン 米国･オパルーサスＲＣ 
真心の行動 慈愛の奉仕 平和

に挺身 

 

92 1996年7月(平成8年)～ ルイス･ビセンテ･ジアイ ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ･アレシヘスＲＣ 
築け未来を 行動力と先見の眼

で 

 

93 1997年7月(平成9年)～ グレンＷ.キンロス 豪州･ハミルトンＲＣ 

ロータリーの心を あなたの住

むところ 私たちの世界 そこ

に住むすべての人々に 

 

94 1998年7月(平成10年)～ ジェームスＬ.レイシー 米国･クックヴィルＲＣ ロータリーの夢を追い続けよう 
 

95 1999年7月(平成11年)～ カルロ･ラビッツア イタリア･ミラノ南西ＲＣ 
ロータリー2000：活動は 

  －堅実、信望、持続 

 

96 2000年7月(平成12年)～ フランクＪ.デブリン メキシコ･アナウアクＲＣ 意識し喚起し－進んで行動を 
 

97 2001年7月(平成13年)～ リチャードＤ.キング 米国･ナイルズＲＣ 人類が私たちの仕事  

98 2002年7月(平成14年)～ ビチャイ･ラタクル タイ･トンブリＲＣ 慈愛の種を播きましょう  

99 2003年7月(平成15年)～ ジョナサンＢ.マジィアベ ナイジェリア･カノＲＣ 手を貸そう  

100 2004年7月(平成16年)～ グレンＥ.エステスシニア 米国･シェイズバレーＲＣ ロータリーを祝おう  

101 2005年7月(平成17年)～ ｶｰﾙ･ｳﾞｨﾙﾍﾙﾑ･ｽﾃﾝﾊﾏｰ ｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ｲｴｰﾃﾎﾟﾘＲＣ 超我の奉仕  

102 2006年7月(平成18年)～ ウィリアムＢ.ボイド ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ･パクランガＲＣ 率先しよう  

103 2007年7月(平成19年)～ ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞＪ.ｳｨﾙｷﾝｿﾝ カナダ･トレントンＲＣ ロータリーは分かちあいの心  

104 2008年7月(平成20年)～ 李 東建(D.K.Lee)(ﾄﾞﾝ･ｹｲ･ﾘｰ) 韓国･ソウル漢江ＲＣ 夢をかたちに  

105 2009年7月(平成21年)～ ジョン･ケニー ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ･ｸﾞﾗﾝｼﾞﾏｳｽＲＣ 
ロータリーの未来は 

  あなたの手の中に 

 

106 2010年7月(平成22年)～ レイ･クリンギンスミス 米国･ﾐｽﾞﾘｰ州ｶｰｸｽﾋﾞﾙＲＣ 地域を育み、大陸をつなぐ  

107 2011年7月(平成23年)～ カルヤン・バネルジー インド・パピＲＣ 
こころの中を見つめよう 

博愛を広げるために 

 

108 2012年7月(平成24年)～ 田中 作次 日本・八潮ＲＣ 奉仕を通じて平和を 
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109 2013年7月(平成25年)～ ロンＤ・バートン 米国･オクラホマ州ﾉｰﾏﾝＲＣ 
ロータリーを実践しみんなに

豊かな人生を 

 

110 2014年7月(平成26年)～ ゲイリーC.K.ホァン 台湾・台北ＲＣ ロータリーに輝きを  

111 2015年7月(平成27年)～ K.R.ラビンドラン スリランカ・コロンボRC 世界へのプレゼントになろう  

112 2016年7月(平成28年)～ ジョンF.ジャーム 米国・チャタヌーガRC 人類に奉仕するロータリー  

113 2017年7月(平成29年)～ イラン・ライズリー 
オーストラリア・サンドリン

ガムＲＣ 
ロータリー：変化をもたらす 

 

114 2018年7月(平成30年)～ バリー・ラシン 
バハマ国・ 

イーストナッソーＲＣ 
インスピレーションになろう 

 

115 2019年7月(令和元年)～ マーク・ダニエル・マローニー 
米国・ 

ジケーターＲＣ 
ロータリーは世界をつなぐ 

 

116 2020年7月(令和2年)～ ホルガー・クナーク 
ドイツ・ヘルツォーク･ラウイ

ンブルク･メルンＲＣ 
ロータリーは機会の扉を開く 

 

117 2021年7月(令和3年)～ シェカール・メータ 
インド・カルカッタ･ 

マハナガルＲＣ 

奉仕しよう みんなの人生を 

豊かにするために 

 

118 2022年7月(令和4年)～ ジェニファーE・ジョーンズ 
カナダ・ 

ウインザーローズランドＲＣ 
イマジン ロータリー 

 

〔Internet・Rotary Japan・Rotary International 資料より〕 


