
 

歴代 RI 会長とそのテーマ  
 

年 度 RI 会 長   出 身 国 大 会 開 催 地 

1910 ポール·ハリス (Paul Harris) アメリカ  シカゴ 

1911 ポール·ハリス (Paul Harris) アメリカ  ポートランド 

1912 グレン·ミード (Glenn Mead) アメリカ  ドゥルース 

1913 ラッセル·グレイナー (Russel Greiner) アメリカ  バッファロー 

1914 フランク·マルフォランド (Frank Mulholland) アメリカ  ヒューストン 

1915 アレン·アルバート (Allen Albert) アメリカ  サンフランシスコ 

1916 アーチ·クランフ (Arch Klumph) アメリカ  シンシナチ·アトランタ 

1917 レズリー·ピジョン (Leslie Pidgeon) カナダ  カンサスシティ 

1918 ジョン·プール (John Poole) アメリカ  ソルトレーク 

1919 アルバート·アダムズ (Albert Adams) アメリカ  アトランティクシティ 

1920 エスタス·スネデコル (Estes Snedecor) アメリカ  エジンバラ 

1921 クロフォード·マックロー(Crawford Mc Cullough) カナダ  ロスアンゼルス 

1922 レーモンド·ヘブンス (Raymond Havens) アメリカ  セントルイス 

1923 ガイ·ガンディカー (Guy Gundaker) アメリカ  カナダ·トロント 

1924 エベレット·ヒル (Everett Hill) アメリカ  クリーブランド 

1925 ドナルド·アダムス (Donald Adams) アメリカ  デンバー 

1926 ハリー·ロジャース (Harry Rogers) アメリカ  オステンド 

1927 アーサー·サップ (Arther Sapp) アメリカ  ミネアポリス 

1928 トム·サットン (I.B.Tom Sutton) メキシコ  ダラス 

1929 ユージン·ニューサム (Eugene Newsom) アメリカ  シカゴ 

1930 アルモン·ロス (Almon Roth) アメリカ  ウィーン 

1931 シドニー·パスコール (Sydney Pascall) イギリス  シアトル 

1932 クリントン·アンダーソン (Clinton Anserson) アメリカ  ボストン 

1933 ジョン·ネルソン (John Nelson) カナダ  デトロイト 

1934 ロバート·リー·ヒル (Robert Lee Hill) アメリカ  メキシコシティ 

1935 エド·ジョンソン (Ed.Johnson) アメリカ  アトランティクシティ 

1936 ウィル·メーニァ (Will Manier) アメリカ  フランス·ニース 

1937 モーリス·ジュペレー (Maurice Duperrey) フランス  サンフランシスコ 

1938 ジョージ·ヘイガー (George Hager) アメリカ  クリーブランド 

 



  

1939 ウォルター·ヘッド (Walter Head) アメリカ  ハバナ 

1940 アーマンド·デ·アルーダ (Armando de Arruda) ブラジル  デンバー 

1941 トム·デービス (Tom Davis) アメリカ  カナダ·トロント 

1942 フェルナンド·カルバジャール (F.Carbajal) ペルー セントルイス 

1943 チャーレス·ホィーラー (Charles Wheeler) アメリカ  シカゴ 

1944 リチャード·ウエルズ (Richard Wells) アメリカ  シカゴ 

1945 T·A·ワレン (T.A.Warren) イギリス  アトランティクシティ 

1946 リチャード·ヘドケ (Richard Hedke) アメリカ  サンフランシスコ 

1947 ケンドリック·ガーンジー(Kendrick Guernsey) アメリカ  リオデジャネイロ 

1948 アンガス·ミッチェル (Angus Mitchell) オーストラリア  ニューヨーク 

1949 パーシー·ホジソン (Percy Hodgson) アメリカ  デトロイト  

①Each new member admitted into a Rotary club to be adequately informed about his duties and 

obligations before his induction--- properly introduced to the club--- and effectively 

assimilated into the work of the club during the first year. 

②A better understanding and application of the principles of Vocational Service as set 

forth in SERVICE IS MY BUSINESS 

③A contribution to world understanding and peace through an intensification of our 

international service program. 

④An outstanding district conference in every district. 

1950 アーサー·レグー (Arthur Legueux) カナダ  アトランティクシティ  

①In club service we must beget our heirs. 

②In vocational service honesty is still the best policy 

③In community service we can plan for the future. 

④In international service we must reexamine our world. 

⑤And finally we can extend the influence of Rotary. 

1951 フランク·スペイン (Frank Spain) アメリカ  メキシコシティ 

1952 H·J·ブルニエー (H.J.Brunnier) アメリカ  パリ 

1953 ホアキン·セラトサ·シビルス(Joaquin Cibils) ウルグァイ  シアトル 

The more clubs we have, the more friends we have; and more friends, the greater our 

opportunities for 

service 

クラブが増えれば友人が増す。友人が増えれば奉仕の機会が増す。 
1954 ハーバート·テーラー (Herbert J.Taylor) アメリカ  シカゴ  

①Glean from the past and act. ②Share with others. ③Build with the four-way test. ④ Serving 

youth. ⑤International good will. ⑥Good Rotarians are good citizens. 

 



  

①過去に学んで行動せよ ②他人と分かち合え③四つのテストで身を固めよ④青少年に対する奉仕

⑤国際親善 ⑥良きロータリアンは良き市民である 

  

1955 A.Z.ベーカー (A.Z.Baker) アメリカ  フィラデルティア 
  

Develop our resources. われらの資源を開発しよう 
  

1956 ジャン·パオロ·ラング (Gian Paolo Lang) イタリア  ルサーン  
  

①Keep Rotary simple. ②More Rotary in Rotarians. ③Learn more about each other. 

①ロータリーは簡潔に ②ロータリアンはもっとロータリーを ③お互いにもっと知り合おう 

  

1957 チャーレス·テンネント(Charles G.Tennent) アメリカ  ダラス 
  

ENLIST,EXTEND,EXPLORE,SERVE 動員、拡張、探究、奉仕 
  

1958 クリフォード·ランドール (Clifford A.Randall) アメリカ  ニューヨーク  
  

①Dare to face the present.②Share the object of Rotary. ③Find your personal path to peace. 

④Strengthen our heritage. 

①現在に直面するに大胆であれ ②ロータリーの綱領を分けあえ ③平和に貴下の個人的進路を見出せ  

我々の世襲財産を強化せよ  ④ 

1959 ハロルド·トーマス (Harold T.Thomas) ニュージーランド  マイアミビーチ 
  

Vitalize. Personalize. Build Bridges of Friendship. 生気を与えよ 身につけよ

 友愛の橋をかけよ 

  

1960 エド·マックロウリン (J.Edd McLaughlin) アメリカ  東京 
  

You are Rotary. あなたはロータリーです 
  

1961 ジョセフ·アビー (Joseph A.Abey) アメリカ  ロスアンゼルス 
  

Act. 行動せよ 
  

1962 ニッティシ·ラハリー (Nitish C.Laharry) インド  セントルイス  
  

①Kindle the spark within. ②Discover yourself .③Develop your power. ④Demonstrate your 

propose. 

①内部に火を燃やせ ②自身を発見せよ ③力を伸ばせ ④目的を表示せよ 

  

1963 カール·ミラー (Carl P.Miller) アメリカ  トロント 
  

Guidelines for Rotary in the space age.Person to person, club to club, district 

to district. 宇宙時代におけるロータリーの進路 個人対個人·クラブ対クラブ·地区対地

区 

  

1964 チャールズ·ペッテンギル (Charles Pettengill) アメリカ  アトランティクシティ 
  

Live Rotary. ロータリーに生きよう 
  

1965 C.P.H.ティーンストラ (C.P.H.Teenstra) オランダ  デンバー 
  

Action, consolidation and continuity. 行動、強化、継続制 
  

1966 リチャード·エバンス (Richard L.Evans) アメリカ  ニース 
  

A better world through Rotary ロータリーでよりよい世界を 
  

 



  

1967 ルーサー·ホッジス (Luther H.Hodges) アメリカ  メキシコシティ 

Make your Rotary membership effective. ロータリアンとしてあなたの資格を効果的に 

1968 東ケ崎 潔 (Kiyoshi Togasaki) 日本  ホノルル 

Participate. 参加し敢行しよう 

1969 ジェームス·コンウエイ (James F.Conway) アメリカ  アトランタ 

Review and renew. 再検討し刷新しよう 

1970 ウイリアム·ウオーク (William E.Walk Jr.) アメリカ  シドニー 

Bridge the gaps····· between people, between nations, between man and his 

environment. 隔りを取り除こう 人と人との間の、諸国間の、人とその生活環境の 

1971 アンスト·ブライトホルツ (Ernst G.Breitholtz) スエーデン  ヒューストン 

Good will begins with you 善意はまずあなたから 

1972 ローイ·ヒックマン (Roy D.Hickman) アメリカ  ローザンヌ 

Let's take a new look and act. もう一度見直そう 

1973 ウイリアム·カーター (William C.Carter) イギリス  セントポール 

A time for action. 今こそ行動のとき 

1974 ウイリアム·ロビンス (William R.Robbins) アメリカ  モントリオール 

Renew the spirit of Rotary ロータリーの精神を振い起こせ 

1975 エルネスト·デ·メロ (Ernesto I.de Mello) ブラジル  ニューオーリンズ 

To dignify the human being. 人間に威信を 

1976 ロバート·マンチェスター(Robert A.Manchester) アメリカ  サンフランシスコ 

I Believe in Rotary. 私はロータリーを信奉する 

1977 ジャック·デービス (W.Jack Davis) バーミューダ  東京 

Serve to unite mankind 全人類を結びつけるために奉仕せよ 

1978 クレム·レヌフ (Clem Renouf) オーストラリア  ローマ 

Reach out. 手をさし伸べよう 

1979 ジェームス·ボーマー (James L.Bomer) アメリカ  シカゴ 

Let service light the way. 奉仕の灯で道を照らそう 

1980 ロルフ·クラリッヒ (Rolf J.V.Klarich) フィンランド  サンパウロ 

Take time to serve. 時間を捧げよう奉仕のために 

1981 スタンレー·マッキャフリー(Stanley McCaffrey) アメリカ  ダラス 

World understanding and peace through Rotary. ロータリーを通じて、世界理解と平和を 

 



  

1982 向笠 広次 (Koji Mukasa) 日本  トロント 

Mankind is one, build bridges of friendship throughout the world  

人類はひとつ、世界中に友情の橋をかけよう 

1983 ウイリアム·スケルトン (William E.Skelton) アメリカ  バーミンガム 

Share Rotary, serve people. みんなにロータリーをみんなに奉仕を 

1984 カルロス·カンセコ (Carlos Canseco) メキシコ  カンザスシティ 

Discover a new world of service. 見つけよう奉仕の新生面 

1985 エドワード·カドマン (Ed F.Cadman) アメリカ  ラスベガス 

You are the key. あなたが鍵です 

1986 マット·カパラス (M.A.T.Caparas) フィリピン  ミュンヘン 

Rotary brings hope. ロータリーは希望をもたらす 

1987 チャールズ·ケラー (Charles C.Keller) アメリカ  フィラデルフィア 

Rotarian - united in service - dedicated to peace. ロータリアン·奉仕に結束·平和に献身 

1988 ロイス·アビー (Royce Abbey) オーストラリア  ソウル 

Put life into Rotary your life. ロータリーに活力をあなたの活力を 

1989 ヒュー·アーチャー (Hugh M.Archer) アメリカ  ポートランド 

Enjoy Rotary. ロータリーを楽しもう 

1990 パウロ·コスタ (Paulo V.C.Costa) ブラジル  メキシコシティ 

Honor Rotary --- with faith and enthusiasm. ロータリーを高めよ··思いを尽くし熱意を尽くし 

1991 ラジェンドラ·サブー (Rajendra K.Saboo) インド  オーランド 

Look beyond yourself. 自分を超えた眼を 

1992 クリフォード·ダクターマン(Cliford Dochterman) アメリカ  メルボルン 

Real happiness is helping others まことの幸福は人助けから 

1993 ロバート·バース (Robert Barth) スイス  台北 

Believe in what you do. Do what you believe in. 行動に信念を、信念は行動に 

1994 ビル·ハントレー(Bill Huntley) イギリス 
 ニース 

Be a friend 友達になろう 

1995 ハーバート·ブラウン(Herbert Brown) アメリカ  カルガリー 

Act with integrity. Serve with love. Work for peace. 真心の行動 慈愛の奉仕 平和に挺身 

1996 ルイス·ジアイ (Luis V.Giay) アルゼンチン  グラスゴー 

Build the future with action and vision. 築け未来を 行動力と先見の眼で 

 



  

1997 グレン·キンロス (Glen Kinross) オーストラリア  インディアナポリス 

Show Rotary cares ロータリーの心を 

1998 ジェームス·レーシー (James Lacy) アメリカ  シンガポール 

Follow your Rotary dream ロータリーの夢を追い続けよう 

1999 カルロ·ラビッツア (Carlo Ravizza) イタリア  ブエノスアイレス 

Rotary 2000: act with Consistency Credibility Countinuity ロータリー2000: 活動は 堅実、信望、持  

続 

2000 フランク·デブリン (Frank Devlyn) メキシコ  サンアントニオ 

Create awareness take action 意識を喚起し、進んで行動を 

2001 リチャード·キング (Richard King) アメリカ  バルセロナ 

Mankind ie our business 人類が私たちの仕事 

2002 ビチャイ·ラタクル (Bhichai Rattakul) タイ  ブリスベン 

Sow the Seeds of Love 慈愛の種を播きましょう 

2003 ジョナサン·マジアベ (Jonathan Majiagbe) ナイジェリア  大阪 

Lend a Hand 手を貸そう 

2004 グレン·エステス(Glen Estes) アメリカ  シカゴ 

Celebrated Rotary ロータリーを祝おう 

2005 ヴィルヘルム·ステンハマー(Wilhelm Stenhammar) スウェーデン  コペンハーゲン、マルメ 

Service above self 超我の奉仕 

2006 ウイリアム·ボイド (William Boyd) アメリカ  ソルトレーク 

Lead the way 率先しよう 

2007 ウイルフリッド·ウイルキンソン (Wilfrid 

Wilkinson) 
カナダ  ロスアンゼルス 

Rotary shares ロータリーは分かちあいの心 

2008 李 東建 D.K. Lee 韓国  バーミンガム 

Make dreams real 夢をかたちに 

2009 ジョン·ケニー John kenny スコットランド  モントリオール 

The future of Rotary is your hands ロータリーの未来はあなたの手の中に 

2010 レイ·クリンギンスミス Ray klinginsmith アメリカ  ニューオーリンズ 

Building communities, bridging continents 地域を育み、大陸をつなぐ 

2011 カルヤン·バネルジー Kalyan Banerjee インド  バンコック 

Reach within to embrace humanity こころの中をみつめよう 博愛を広げるために 
 



2012 田中 作次 Sakuji Tanaka 日本 リスボン 

Peace through service  奉仕を通じて平和を 

2013 ロン・バートン Ron D.Burton アメリカ シドニー 

Engage Rotary, Change Lives ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

2014 黄 其光 Gary C.K.Huang 台湾 サン・パウロ 

Right Up Rotary  ロータリーに輝きを 

2015 K.R.ラビンドラン K.R.Ravindran  スリランカ ソウル 

Be a Gift to the World   世界へのプレゼントになろう 

2016  ジョン・ジャーム John F.Germ   アメリカ   アトランタ 

  Rotary Serving Humanity  人類に奉仕するロータリー 

  2017  イアン・ライズリー Ian Riseley   オーストラリア   トロント 

 Rotary : Making a Differrence ロータリー :  変化をもたらす 

2018 サミュエル・オオリ Samuel Owori  ウガンダ   ハンブルグ 

 

2019    ホノルル 

  

2020   台北 

 

2021    ヒューストン 

 

 

 


