
写真のスライド
タイのGGの写真を載せる
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RID-2510 ロータリー財団委員会

副委員長 出村 知佳子

「地域に大きな変化を与える」

財団プログラム



環境の保全が新しい重点分野として加わります
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「環境の保全」
カンボジアココン県 事業実施前



地区補助金の「環境支援」事業 現在の動画

4



5

ロータリーの重点分野は７つになります



資金モデルの変更
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2510地区グローバル補助金事業（実施中）

水と衛生 (Thailand ) 1
基本的教育と識字率（Ｖｉｅｔｎａｍ） 1
グローバル奨学金 5(今年度３）

計 7
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GG1987147

グローバル補助金事業紹介

『ベトナムオンライン教育事業』
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GG1871923

WASH

『水と衛生事業』

10グローバル補助金



GG1524894

グローバル補助金

「ＶＴＴ・職業訓練事業」
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Hヘアカットの代金
が

未来の事業資金に

SUSTAINABLE!

持続可能

グローバル補助金は持続可能な社会作りを続けています



現在は４名のGG奨学生を輩出中

グローバル奨学金

「水と衛生」２名

「疾病予防と治療」２名
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PETS

国際ロータリー第２５１０地区

2021年-2022年財団補助金委員会

委員長 大川武志
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各専門委員会のプレゼンデーション



①皆様からの寄付金が補助金になります。

②補助金の種類
地区補助金・・・・・各クラブの活動またはプロジェクトに対しての補助金です。
グローバル補助金
災害救援補助金

③地区補助金の配分基準について（2021年-2022年）
・１クラブ１プログラムとします。（活動またはプロジェクトの種類は４ページ参照）
・３年前の年次寄付金の２５％を上限額とします。
・最高額は５０万円とします。

・１９人以下の小規模クラブで年次寄付金の２５％が１０万円を下回る場合は、
補助金額を１０万円とします。

＊ただし、申請内容により配分が変動する事もあります。
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活動またはプロジェクトの種類 活動またはプロジェクトの種類

地域社会の発展

一般 ロータリー交換活動

災害復興

保健

一般

建物の修復 疾病

ボランティア奉仕 ボランティア奉仕

地域調査 平和 一般

教育

一般 ボランティア奉仕

識字率の向上 プロジェクトフェア

奨学金 青少年プログラム
青少年交換、RYLA、ローター
アクト、インターアクト

ボランティア奉仕 奨学金/VTT オリエンテーション

食糧/農業/水産
一般

水

衛生

ボランティア奉仕 供給/確保

補助金管理セミナー ボランティア奉仕

活動またはプロジェクトの種類
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＜２０２０年-２０２１年の補助金承認状況＞

クラブ申請 ３７件
承認プログラム ３７件 承認金額 ６００万円
委員会申請 ５件
承認プログラム ５件 承認金額 ２７０万円
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市内の遊休地を借り、深川RCと、就農支援事業所ディスプレイ「ふれあいの家」
の子供たち、深川サッカー少年団「深川JFC」の三団体で農園の運営 管理を行い
収穫した野菜を使って収穫感謝祭を行う。

深川ロータリークラブ

＜参考 ２０１９年－２０２０年各クラブのプロジェクト報告＞
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COVID－１９の影響で活動が困難な場合は医療機関・介護事業所などへ
フェイスシールド等の寄付に補助金を利用していただく事も可能です。

各クラブの積極的な補助金事業実施を宜しくお願い致します。



ポリオプラス委員会

2021-2022年度地区チーム研修セミナー

令和3年2月27日

長沢祐純



ポリオに関する事実

１ ポリオに最も感染しやすいのは５歳未満の子ども

２ 治療法はないが、ワクチンで予防が可能

３ 野生型ポリオウイルスの常在国はわずか２カ国

４ 1988年以来、発症数は99.9％減少

５ ポリオを永久になくさない限り、感染リスクは全世界の子

どもに





世界での野生型ポリオ発生件数

2021年1月1日
～

2月16日

2020年 2019年 2018年 2017年

常在国 パキスタン 0 84 147 12 8

アフガニスタン 1 56 29 21 14

合計 1 140 176 33 22



WHOの方針

•WHO理事の会合は特にCOVID－１９がポリ
オ撲滅活動に与える影響を考慮して、加盟
国にポリオとの闘いへの取り組みを強化す
るよう促しました。新型コロナウィルスの
パンデミックの中でポリオは依然として優
先事項です



ポリオウィルスについて

ポリオウイルスは口から侵入し、腸内で増殖します。

感染した個人は、ポリオウイルスを数週間周囲に放出します。

特に衛生状態の悪い地域で、コミュニティ全体に急速に広がる可能性があります。

野生ポリオウイルスには1型、2型、3型があり、タイプ2、３野生ポリオウイルスは根絶され、
現在、「タイプ1野生ポリオウイルスのみ」が残っています。

「ポリオは、ワクチン接種の積み重ねで野生株の根絶まであと一歩です 」

VPD（ワクチンで防げる感染症）はワクチンで予防することができます

ポリオとの闘いに対してロータリアンが強いコミットメント
を保ち、
今年度のファンドレイジング目標である5000万ドルを集め、
これまでの成果を水の泡としないことが何よりも重要です。



ポリオ指定寄付

RI日本事務局財団室より
ポリオプラスヘ、1,500ドル以上の寄付をしたクラブ、DDFの20%以
上を寄付した地区は、次年度に感謝状が贈られる。

地区ポリオプラス委員会より
会員1人あたり３０ドル以上を寄付したクラブへは記念のバナーをお
送りします。

更なるご理解とご協力をお願いいたします



国際ロータリー第2510地区
財団セミナー

2021・3・20

財団資金推進委員長
米谷 龍三
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寄付者の認証

「財団の友」会員
年次基金に毎年100ドル以上のご寄付をした方。

ベネファクター
遺言またはそのほかの遺産計画にロータリー
財団恒久基金を1,000ドル以上の受取人として
指定した方、または恒久基金に1,000ドル以上
を現金で寄付された方。ベネファクターには、
認証状と記念の襟ピンが贈られます。
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ポール・ハリス・フェロー
年次基金、ポリオプラス、承認された財団補助金
のいずれかに1,000ドル以上を寄付した方。寄付
者は、ご本人以外の方のお名前で1,000ドル以上
を寄付することで、ポール・ハリス・フェローの
称号をほかの人に贈ることもできます。

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
年次基金、ポリオプラス基金、または財団が承
認した補助金プロジェクトに追加で1,000ドル
以上をご寄付いただくごとに、「マルチプル・
ポール・ハリス・フェロー」として認証されます。
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ポール・ハリス・ソサエティ・メンバー
毎年合計1,000ドル以上を、年次基金、ポリオプラス

基金、またはロータリー財団が承認した補助金プロ

ジェクトに寄付する方。
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遺贈友の会
ロータリー財団に1万ドル以上の寄付を誓約した
方を対象としています。

・10,000ドル：遺贈友の会襟ピンと額に入れることができる芸術品
・25,000ドル：Rotary's Promiseのクリスタル、冠名基金、上記すべて
・50,000ドル：2つの重点分野または地区を指定した別途の冠名基金

ならびに上記すべて
・100,000ドル：カスタマイズされたRotary‘s Promiseのクリスタルな

らびに上記すべて
・250,000ドル：逝去後のアーチ・クランフ・ソサエティへの入会なら

びに上記すべて
・500,000ドル：ロータリー国際大会での特別席や登録に関する特典な

らびに上記すべて
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メジャードナー
累積寄付の合計が10,000ドルに達した方。クリス
タル製認証品とメジャードナーの襟ピン（または
ペンダント）を受け取ることをお選びいただけま
す。認証の品は、以下の寄付レベルに基づいてい
ます。

・レベル4: 100,000～249,999ドル

・レベル3: 50,000～99,999ドル

・レベル2: 25,000～49,999ドル

・レベル1: 10,000～24,999ドル
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アーチ・クランフ・ソサエティ
累積寄付の合計が250,000ドルに達した方。ソサエティ
入会者は、米国イリノイ州エバンストンの国際ロータ
リー本部にある「アーチ・クランフ・ソサエティ・ギャ
ラリー」に肖像写真と略歴が掲載されます。
以下の各レベルに応じて、アーチ・クランフ・ソサエ
ティのピンと認証品が贈られます。

・管理委員会サークル：250,000～499,999ドル
・管理委員長サークル：500,000～999,999ドル
・財団サークル：1,000,000～2,499,999ドル
・管理委員会プラチナサークル：2,500,000～4,999,999ドル
・管理委員長プラチナサークル：5,000,000～9,999,999ドル
・財団プラチナサークル：10,000,000ドル以上
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寄付の増進をすすめるために

1. 出るを知る
どのように使われているかを知る。

2. 皆で活動
クラブ全員で意識し、取り組む。

3. ロータリーを学ぶ
ロータリアンであることの意義を知る。
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財団奨学金・平和フェロー

国際ロータリー第2510地区
財団奨学金・平和フェロー委員長 松原 重俊 34



ロータリー財団の奨学金

ロータリーが授与する奨学金の年間総額

平均750万ドル以上

ロータリーから奨学金を受けた人の数

35万人以上
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2510地区 財団奨学金スケジュール

11月 ：応募書類締切
12月 ：書類選考と面接を行い候補者決定

☆ ロータリー財団へ事前申請→結果受理
☆ 現地ホストRCを探す
☆ ロータリー財団へ本申請

～6月：ロータリー財団から申請承認受ける
：奨学生壮行会

7月～：奨学生出発
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財団ハンドブック P14を
ご覧ください

ロータリー平和フェローについて

3
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これらのSTORYは
すべてが皆様の御寄付から生まれています
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皆様自身も大変な中
「利他のこころ」を届けて頂き
ありがとうございます



2０２1－２０２2年度 第2510地区のシェア

$428,623 2018-19 年次寄付合計

ＷＦ(50%)
$214,311
世界中の支援資金へ

ＤＤＦ(50 %)
$214,311 ＋（恒久基金運用益上乗）

地区の活動資金

地区補助金へ（５０％）

各クラブ・委員会の活動資金へ

$107,155

DDFをプログラムに活用（５０％）
グローバル補助金、グローバル奨学金
ポリオプラス、平和フェロー指定寄付等へ

$107,155
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Thank you for your heart…




