
第１地域 RRFC 便り 11 月号 

【ロータリー財団月間に当たり】 

(中谷研一第１地域 E/MGA。第２５５０地区 PDG) 

恒久基金について 

第１地域 E/MGA PDG 中谷研一（第 2550 地区足利東 RC） 

E/MGA は、Endowment/Major Gifts Adviser の略語で、正式名称は「恒

久基金/大口寄付アドバイザー」です。E/MGA は地域リーダーチーム 4

役の一員で、財団担当職員と協力し皆さんの寄付推進を支援します。 

E/MGA の役割は、⑴寄付者見込者の特定と個人プランの作成、⑵レベ

ルアップの方策、⑶大口寄付機会の紹介、⑷10,000 ドル以上の大口寄



付、そして 25,000 ドル以上の冠名基金を含む恒久基金への寄付を募る

等です。 

 

今回は恒久基金について簡単にお話します。1917 年アーチ・クランフ会

長は “世界でよいことをする” 目的でロータリー基金を設立、1928 年に

はロータリー財団（TRF）と名称変更されました。その後、1981 年 TRF は

“恒久基金”を設立しました。恒久基金は元金が支出されず、その利用可

能な収益の一部が TRF プログラムを恒久的に支えることで“ロータリーの

未来を支える”、またその投資益で“地域社会の明日をささえる”ことにな

り、非常に有益なプログラムの一つです。恒久基金はすべて運用され、

その“利用可能な収益のみ”が国内外で実施される皆様の奉仕活動に利

用されます。個人の基金のはかに、地区の DDF から 25,000 ドルで地区

の冠名基金を設立することも可能です。冠名基金 25,000 ドル以上のご寄

付は、①重点分野、②国際財団活動資金（WF）、③シェア、④ロータリー

平和センター等を寄付先に選択することができます。 

TRF は皆様のロータリー活動を支援し、皆様と共に“世界でよいことをす

る”ため活動しています。今後も皆さんのご理解とご支援をよろしくお願い

致します。（中谷研一記） 



【補助金に関するお知らせ】  

・国際財団活動資金(WF)の授与額に下限がなくなったことなどを含め地

区 補助金とグローバル補助金 授与と受諾の条件が更新されましたの

でご確認ください。  

・グローバル補助金を受領する銀行口座情報の提出方法が変わりました。 

申請書の審査段階で銀行口座の情報の提出することになりましたので、

提唱クラブまたは地区にて、補助金を受領し資金管理を行う場合は、「補

助金 センター」から銀行口座情報と指定された口座署名人の氏名をご

提出ください。こちらは承認されたグローバル補助金の支払を迅速に行う

ための手続きで、銀行口座情報の提出は、補助金の承認を保証するも

のではありません。 提唱者がクラブの場合はクラブの、地区の場合は地

区の補助金専用口座を利用します。合わせて資金管理を担当する署名

人２名をご入力ください。署名人は、口座を所有する提唱者の会員でな

ければなりません。  

【補助金による旅行についてー１】  

奨学生、ロータリー平和フェローを含め、ロータリーの費用によるすべて

の旅行は、ケースバイケースで承認されます。ロータリーの費用による旅

行に関するご質問は、該当するプリグラムの担当職員までお問い合わせ



ください。 （財団 NEWS１０月号から転載） 

【補助金による旅行についてー２】 

地区補助金またはグローバル補助金で旅行する人は、国内旅行・海外

旅行の交通費を補助金で賄うことができます。旅行をともなう補助金の申

請書は、手続きにかかる時間を考慮し、旅行開始日の 90 日前までに提

出してください。 

補助金が承認され次第、航空券の予約手続きを始めることができます。

補助金が承認される前に発生した経費に補助金を使うことはできません

のでご注意ください。また、ロータリー財団地区補助金・グローバル補助

金の授与と受諾の条件で定められた旅行方針を読み、それに従うことが

期待されています。 

航空券の予約手続き 

ロータリーの補助金で旅行する人は、各自で航空券を予約する必要があ

ります。航空券の予約には、国際ロータリー・トラベルサービス（RITS）を

利用することもできます。 

「Travel Ban List（旅行禁止国・地域のリスト）」で、目的地への旅行が許

可されているかどうかをご確認ください。（My Rotaryから転載） 

 



【ポリオ根絶のために自転車をこぎつづける】 

（ジュン•ヒューコ

事務総長） 

コロナ禍により、この 1 年間に本当に多くのことが変わりました。毎年恒

例の El Tour de Tucson自転車レースでの Miles to End Polio（自転車を

こいでポリオを根絶）が延期されたのも、その一つです。2013 年以来、私

は毎年、世界中のロータリー会員や国際ロータリー事務局の熱心なスタ

ッフたちとともに、El Tour de Tucson レースに参戦してポリオ根絶を支援

してきました。これまでに、「ポリオのない世界」の実現のために Miles to 

End Polio を通じてみんなで集めた資金は、5800 万ドル以上に上ります

（ビル＆メリンダ・ゲイツ財団からの上乗せを含む）。 

今年のイベントは延期となりましたが、ポリオ根絶への募金に対する私の



コミットメントに変わりはありません。そこで今年は、10 月 24 日の世界ポ

リオデーに、募金を目的として単独で 42 マイル（約 67.6 キロメートル）を

自転車で走破することにしました。この旅は、コロナ禍にも負けずにポリ

オ根絶を支援してくださっている世界中のロータリー会員への感謝と称賛

の意味もあります。 

イリノイ州北部での私の自転車での旅を、フェイスブックとツイッターでご

覧ください。 

今回は、仲間同士で募金ができるロータリーの新しいサイト Raise for 

Rotary を通じて募金をします。皆さんも、このサイトでオリジナルの募金

ページをつくり、ソーシャルメディアでシェアしたり、ポリオ根絶などロータ

リー財団への寄付を募ることができます。スマートフォンやタブレット端末

でも簡単に使えます。Raise for Rotaryは現在英語のみで、ご寄付も米ド

ルのみですが、2021 年にはほかの言語や通貨でもご利用いただけるよ

うになる予定です。 

皆さんもロータリー独自のこの募金ツールを活用して、世界ポリオデーに

ポリオ根絶への募金を行っていただければ幸いです。可能な方は、早速、

Raise for Rotary でオリジナルの募金ページをつくり、ご家族やご友人と

シェアしてください。 



Raise for Rotaryの私の募金ページや EndPolio.org/ja/donate から、世界

ポリオデーを応援していただくことができます（会員がこれらの方法で寄

付した場合、認証の対象となりますので、My ROTARY アカウント用の E

メールを必ずご使用ください）。世界ポリオデーの推進方法を知りたい方、

または地元でのイベント情報をお寄せくださる方は、EndPolio.org/ja から

お願いします。（ロータリーボイスより転載） 

【第３４９０地区島内のポリオサイクリングが無事成功】 

（私と同期の洪清暉 PDG・E/MGA） 



ポリオを根絶するサイクリングイニシアチブの成功を参加者と喜ぶ洪

PDG。洪 PDG はいつも素晴らしい活動をされるロータリアンです。 

２０１４年の１月国際協議会で偶然取り合わせたのがご縁でした。私は娘

のさやかと参加していました。「洪（オルソーPDG）と娘が英語で話をして

いて、お父さんと友達になると話をしているので、お父さんは耳が悪くて

話が聞こえないと言うとそのお隣のヤン奥様が私は日本語が話せる

よ！」」とそれから大切なお友達になりました。 

Brian Chenガバナーと奥様も一緒に、このレースに参加されました。 

ブライアンガバナーは昨年の我が地区の地区大会にもご夫妻で参加下

 

さいました。オルソーPDG ご夫妻共々、私が台湾にお邪魔する度にご一

緒下さり、貴重な時間を共有しています。素晴らしいリーダーシップを発



揮され、このサイクリングイニシアチブの成功に尽力されました。

（左側の方は友人の洪さんです） 

RID3490「2020 年島内のポリオサイクリングを根絶するイニシアチブ」が

成功に終了しました。 『今回の主催者、ニューノースサイクリングソサエ

ティと裏側のチーム、ブライアンガバナー夫妻がフル参戦し、２０６名の参

加者全員がゴールして目標を達成しました』と報告が入りました。写真左

側は私の友人でスミさんです。 

スミさんからの情報によりますと、２０６名が参加され（ロータリアン、ご夫

人、ご家族）と伺いました。２６日にはご苦労様会が開催され、席上１００

万元（日本円で約３００万円）が募金され、ポリオ根絶の使徒指定寄付に

送られると話されていました。 

この記事の初めにご紹介した、ジュン・ヒューコ事務総長が毎年参加して

いるポリオ根絶のサイクリングイニシアチブは世界中に広がりを見せてい



ます。日本では余り耳にしない活動ですが・・・どこかで実施されているな

らお知らせいただけたら幸甚に存じます。（日本の道路事情が悪いため

かもしれないと・・思ったりはしています）これによってロータリーの認知度

は爆発的に向上されていると考えています。日本は昔から陰徳が美徳と

されていた時代が長く続いていました。この事（サイクリングイニシアチブ）

を通じてもう少しロータリーの広報について一考すべきではと感じました。 

（羽部） 

 

【２０２０-２１年度第１地域 RRFC の目標と確認】 

1. ポリオ根絶活動、補助金、平和センターといった財団活動を５つ推

進することで、 ロータリーのインパクトに対する認知を高める。  

2. ポリオ根絶ゾーンコーディネーター (EPNC)との協力の下、ポリオ

プラスへの寄付を５%増加させる。  

3. 担当地域における年次基金への寄付総額を５%増加させる。  

4. グローバル補助金への参加を各地区につき３クラブ増加させるよう

地区リーダーに奨励する。  

5. 地区財団活動資金(DDF)の使用を５%増やすよう地区リーダーに奨

励する。  



１〜５の各項目について第１地域の RRFC としての目標です。第１地域の

地区リーダーと共にこの情報を共有してロータリー財団への一層のご理

解とご協力を「世界で良いことをしよう」推進するための機会となることを

心から期待するところです。また 11月は「ロータリー財団月間」です。 

各クラブが掲げているロータリー財団への目標について、地区ガバナー、

地区財団委員長（地区財団小委員長を含めて）、地区ガバナー・エレクト、

ガバナー補佐と話し合い、目標達成に向けての取り組みを推進戴けます

様お願い申し上げます。（羽部） 

 

 

 

 【ロータリー財団２０２０年 10 月の世界報告分析】 

地域のニーズに応えるためにロータリー財団の補助金プログラムにご参

加いただき、管理委員会に代わって心より感謝申し上げます。 

2020 年 10 月に実施された世界報告分析に関する最新情報をお伝えい

たします。この報告は、補助金プログラムの報告要件について各地区の

順守状況を調べるために、年 4 回の四半期報告を通じて行われます。 

 報告の提出が遅れている補助金について報告義務があることを、皆さま



より地区内クラブにお伝えいただけますようお願い申し上げます。前回の

支払い期日、または報告期日より 18 カ月以上が過ぎている全補助金に

ついて、報告を再度お願いする書簡を、数日以内に配布する予定です。

貴地区の補助金に関わる書簡を送る際には、その都度、同様のものを

地区ガバナー宛てにお送りいたします。 

第２５００地区、第２５１０地区、第２５２０地区、第２５３０地区、 

第２５４０地区、第２５５０地区、第２５６０地区、第２５７０地区、 

第２７９０地区、第２８００地区、第２８２０地区、第２８３０地区 

第２８４０地区からは１００%の補助金の報告提出をいただいております。 

ここにご協力に感謝を申し上げます。 

尚、第２７７０地区は５件中１件の報告が未提出の連絡がありました。 

第２７７０地区の１件については、相手国側の問題で遅れている報告が

ありました。近いうちに完了する情報を得ております。 

これで私の担当する全ての地区が４半期の報告を済ませていることにな

ります。各地区のご尽力に対して心からの感謝を申し上げます。 

今後の補助金の報告に付きましても宜しくお願い申し上げます。 

（羽部） 

 



【第２５１０地区ポリオ根絶チャリティーコンサート開催】 

１０月２２日午後６時からプレミ

アホテル TSUBAKI 札幌で開

会、福井敬悟地区ガバナーの

挨拶、伊藤俊道地区ポリオプ

ラス委員長から「ポリオと現況

について」の話しを聞き、第１

地域羽部大仁RRFCの乾杯で

食事に移りました。食事中ポリ

オ根絶のための「募金箱」が

食卓に回り、会費に含まれた

チャリティを含め 10 万円がロータリー財団にポリオ使徒指定寄付として

送金することになりました。皆様のご好意に深甚なる感謝とお礼を申し上

げます。午後７時からはコンサートの開演です。バイオリン杉田知子、ピ

アノ矢崎有佳による素晴らしい楽曲が約１時間演奏され、お二人の奏で

る音響にいつしか酔いしれて時間の経過を忘れするほどでした。 



 

最後に参加者一同で「集合写真」ポリオ根絶まであと少し！ 

 

今回のチャリティーコンサートの主催は地区ポリオプラス委員会でしたが、

ポリオ根絶のチャリティーコンサートを切望した福井敬悟地区ガバナーの

願いによるところでした。 

福井ガバナーご夫妻と演奏者の杉田さんと矢崎さん出村地区財団副委

員長と私です。一番端の太って写る私は前に出過ぎですね！ 

（羽部） 

 



【子規の句に柿の絵を描きました】 

（子規の句と柿） 

昨年は２０１４−１５年度に描いた柿を転載して使いましたが、今年は２０２

０年版として描くことにして、今月も正岡子規の句を載せました。柿の句と

言えば「柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺」です。日本を代表する俳句は、

芭蕉の「古池や 蛙飛び込む 水の音」と子規の「柿食えば 鐘が鳴るな

り 法隆寺」だと言われています。よほどの柿好きだったようです。 

晩年は脊髄カリエスのために動くことも大変だったようで、食欲もなくなり

食べたい柿も食べられなくなっていたとものの本で読んだことを思いまし

ます。一度に５個も食べるほどだと・・・今回の「三千の 俳句を閲し 柿二

つ」これは三千もの選句をして、それを全部読み終えて、柿でも食べよう

か？と昔なら５個食べたいが、今夜は２個だ。普段は蒲団の上が動ける



範囲で、外界の様子は見舞客や家族、それに手紙や印刷物で知ることし

かができなかったと想像されます。「初なりの 柿を仏に そなえけり」と

柿を仏前に供えて後生を願ったと思われます。渋柿の句も詠んでいます。 

「渋柿は 渋にとられて 秋寒し」この句も晩年のものと思われます。子規

は面白い人間だと以前から感じている。少しオーバーなところもあって面

白い。この句は、渋柿でも、もしかしたら少しは甘いかもとかじって見ると、

残念！渋い。自分は悲しいと詠ったと思います。渋柿で思い出すのは昔、 

お寺に来ていた布教使先生が「渋柿の 渋そのままの 甘さかな」と何度

も話すので今でも憶えています。これは、渋柿の渋が、やがて渋そのま

まに甘さに変化すると言うのです。これは煩悩具足のわれらは、いくら素

晴らしい法（のり）を聞いても直ぐに元の自分に戻ってしまう。しかし、お話

を聞いているうちに、毒蛇悪竜のような心が転ぜられて徳となるのだ。と

話しているのです。「無碍光の利益より 威徳広大の信を得て 必ず煩悩

の氷溶けすなわち菩提の水となる」親鸞聖人のご制作された高僧和讃

「曇鸞章」に謳われた心です。無碍光（阿弥陀様の光）という利益（働き）

によると、威徳（素晴らしい威力）が広大の信心が得られ、必ず煩悩（氷

に喩え）の氷が溶けて、真実の水となるのです、悪を転じて徳となるので

す。（羽部） 


