
 

第１地域 RRFC便り４月号 

【クナーク RI 会長・ラビンドラン TRF 管理委員長からの

メッセージ】https://vimeo.com/525109467/79bbdd9e66 

 

クラブ会長の皆さまへ 

平素より大変お世話になっております。    

困難な時を迎えておりますが、コロナウイルス流行に地域社会で懸

命に対応しているロータリー会員の活動について報告を受けるたび

に、勇気づけられる思いがしております。 

現在、繰り返し耳にする質問があります。それは「私たちはコロナウ

イルスの予防接種にかかわるのか」という質問です。 

その答えは、「イエス」です。 

https://vimeo.com/525109467/79bbdd9e66


これは、私たちがポリオ根絶という目標から逸脱することを意味す

るものではありません。ポリオ根絶は、引き続きロータリーの最優先

活動であり、唯一の組織的プログラムです。ポリオの予防接種活動

を、今後も弱めることなく続けていかなくてはなりません。また、ポ

リオ根絶のために年に 5000 万ドルを集める努力も継続しなければ

なりません。 

現在、新型コロナワクチンが世界中で利用可能となりつつあり、ロー

タリー会員は重要な役割を果たすことができます。 

このため、クラブに以下のことを奨励していただけますよう、皆さま

にお願いいたします： 

• ポリオ根絶活動での体験を基に、ワクチンの安全性と有効性に

関するロータリーの知識を生かして、地域社会での予防接種を

支援する。 

• 皆さまの国でワクチン接種が開始される際には、地方自治体等

と協力し、必要に応じてクラブが支援できることを伝える。 

• 最近高まっているワクチンへの抵抗や誤解を解く活動を支援

する。 地域社会で啓発を行うことが極めて重要です。命を救う

ワクチンの力について、メッセージを広げる必要があります。 



• 予防接種の有無にかかわらず、マスク着用、人との距離、適切

な衛生習慣を推進する活動や、防護具を寄贈する活動に引き続

き参加し、新型コロナウイルスの拡大を阻止する。 

上のビデオメッセージをご覧いただき、クラブ会員やお知り合いと

共有していただければ幸いです。地元での予防接種または新型コロ

ナウイルス予防にかかわるクラブの取り組みをご紹介いただける場

合は、ロータリーショーケース（My ROTARY へのログインが必要）

に掲載してください。 

新型コロナ流行の終息をめざすクラブの活動についてお聞かせいた

だけるのを楽しみにしております。何とぞよろしくお願いいたしま

す。https://vimeo.com/525109467/79bbdd9e66 

国際ロータリー会長                      ロータリー財団管理委員長 

ホルガー・クナーク                                      K.R. ラビンドラン 

 

http://msgfocus.rotary.org/c/1tQBbXXzneIHVhoSDesqRS6ja0O8
http://msgfocus.rotary.org/c/1tQBcd9EwUAclhcOh65VH6syWQsv
https://vimeo.com/525109467/79bbdd9e66


【よくある質問に補助金担当スタッフがお答えします】 

グローバル補助金申請

書の承認のチャンスを高めるために 

ロータリー財団は、ロータリーの重点分野のいずれかに該当する大

規模で持続可能な活動を支えるために、2013-14 年度にグローバル

補助金を導入しました。以来、この補助金は大きく成長し、補助金の

授与数は50パーセント以上増加しています。2019-20年には1,350

件のグローバル補助金が授与され、その総額は 1 億ドルを超えてい

ます。 

ロータリー勤続歴 25 年の財団補助金担当ディレクター、アビー・マ

クニア（エバンストン・ロータリークラブに所属）が、グローバル補

https://www.rotary.org/ja/about-rotary/rotary-foundation
https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/global-grants
https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/global-grants
https://portal.clubrunner.ca/2372/


助金申請書の承認のチャンスを高めるためのヒントをご紹介します。 

※この記事は、『Rotary』誌 2020 年 11 月号に掲載された記事を翻

訳・編集し、日本の読者向けに【日本向けのアドバイス】を追加した

ものです。 

1. 理想的なグローバル補助金申請書とはどのようなものでしょう

か？ 

受益社会（プロジェクト実施地）の人たちが地域社会の調査に十分に

参加したことがわかる申請書であることが重要です。受益社会の人

たちとの対話を通じて、地域の住民が何を望んでいるのかをより深

く理解できます。そうすることで、住民のスキル、創造力、知識を生

かし、プロジェクトのインパクトを最大限にできます。理想は、受益

社会の人たちと協力してロータリアンがプロジェクトを立案するこ

とです。地域社会に既に存在する強みを生かすことで、プロジェクト

の成果がさらに大きくなります。 

【日本向けのアドバイス】 

ロータリアンが、特に援助国側の目線で最善と思われる方法や高い

目標を押し付けてしまっていないかどうか、細心の注意を払いまし

ょう。支援を受ける人たちがもつ技術や知識を生かせる方法を、一緒



に模索すべきです。受益社会の人たちが十分な計画を立てられてい

ないと思った場合にも、彼らの知識や技術を高め、ともに考え、十分

に理解を得てから計画を修正するようにします。 

 

受益社会の人たちの手の届かないところにプロジェクトを取り上げ

て、上から修正してしまえば、その人たちにとって「自分たちのプロ

ジェクトである」という意識が薄くなり、協力意欲をそいでしまうこ

とになります。援助国側の都合で焦ってプロジェクトを実行するの

ではなく、時間がかかっても、実施地の人たちのペースに歩みを合わ

せるべきです。 

2. 補助金申請書によく見られる間違いは何ですか？ 

正しい目標に焦点を当てていないことです。プロジェクトがロータ

リー財団のいずれかの重点分野の目標に一致していることを確認し

てください。これらの目標は、「重点分野の基本方針」に記載されて

おり、いずれも大きな目標です。一方、申請者は、例えば「コミュニ

ティセンターに調度品を備えつける」など、小さな目標を考えている

ことが少なくありません。そのようなプロジェクトには、地区補助金

が適しています。グローバル補助金申請書が承認される可能性を高

https://my.rotary.org/ja/document/areas-focus-policy-statements


めるには、財団の目標のいずれかにプロジェクトが一致しているこ

とを確認した上で、その達成方法を入念に考える必要があります。 

【日本向けのアドバイス】 

グローバル補助金では、「取り組むプロジェクトの成果を持続してい

くための知識、技術、考え方、意欲／モチベーション」を提供し、受

益社会の人たちの「心に変化をもたらす」ことを重視しましょう。「も

の」の寄贈はその手段の一つとなりますが、寄贈だけでは持続的な変

化をもたらすことは困難です。 

3. 補助金が使えない費用には、どのようなものがありますか。 

地域社会でよい活動をしている他団体を支援したいと考えるクラブ

が多くあります。しかし、他団体が必要なものだけを申請書に挙げた

のでは、承認が難しくなります。例えば、学校がかかわるグローバル

補助金プロジェクトの場合、器具の提供を含むことはできますが、プ

ロジェクトの焦点は教員の能力やスキルの向上であるべきです。器

具の提供が主要な要素である学校プロジェクトは、グローバル補助

金の受領資格がありません。プロジェクトの長期的な持続可能性を

確実にする方法のひとつは、受益社会の人たちにかかわってもらう

ことです。 



【日本向けのアドバイス】 

プロジェクトの立案に参加してもらう「受益社会の人たち」とは、支

援先の組織の代表者や協力団体のスタッフではなく、最終的な受益

者または受益者と直接接する人たちを意味します。例えば、支援先が

学校や病院である場合、生徒や患者の意見を聞くことは難しいかも

しれませんが、教師や保護者、医師や看護師などにプロジェクト立案

に参加してもらうことができます。 

4. ロータリアンから最もよく受ける質問はどのようなものです

か？ 

「プロジェクトのパートナーをどう見つければよいか」という質問

です。そのような質問があった場合、協同提唱者を募っているグロー

バル補助金プロジェクトを「ロータリーショーケース」で探すことを

お勧めしています。実施地、地区、クラブで検索もできます。また、

協力できるプロジェクトを見つけるために「プロジェクトフェア」に

参加するのもよいでしょう。今年は、プロジェクトフェアの多くがバ

ーチャルで実施されました。さらに、協力できるプロジェクトやクラ

ブがあるかどうかを、ロータリー行動グループに連絡して尋ねてみ

ることもできます。 



【日本向けのアドバイス】 

言葉の問題が壁になっている場合は、海外経験の豊富な会員や学友

などに協力してもらうとよいでしょう。財団や米山学友、ロータリー

平和フェローやグローバル補助金奨学生がプロジェクトの橋渡しを

するケースも増えてきました。姉妹クラブや親睦グループあるいは

海外取引先など、会員の持つネットワークがないかどうか情報を交

換しましょう。 

ショーケースでプロジェクトを探す場合は、事前にクラブ全体で、取

り組むプロジェクトの規模や活動内容について合意しておくことも

重要です。実施地だけでなく、活動の種類や分野、資金規模、労力、

期間を想定して、自分たちに合った計画の枠組をイメージして絞り

込みます。会員の専門性を生かせそうな重点分野でプロジェクトを

探すのもいいかもしれません。また、立案から実施、完了までに何年

もかかる場合があることを考慮して、役割分担を決めておくことも

必要です。 

5. 申請において援助が必要な場合、誰に相談できますか？ 

まずは、ご自分の地区に連絡してみましょう。通常、地区の委員会が

設けられており、あなたの関心分野に詳しいロータリアンを紹介し



てくれます。また、ロータリー財団に直接連絡することもできます。

自地区を担当する補助金担当職員（リストと連絡先はこちら）は、プ

ロジェクトのアイデアを確認した上で、該当する重点分野に詳しい

ロータリー財団専門家グループのメンバーをご紹介したり、プロジ

ェクトの立案のお手伝いや、受領資格についてのアドバイスなどを

することができます。日本の地区を担当する補助金担当職員には、日

本語で連絡できます。また、各重点分野の担当職員も、それぞれの分

野で最大限の成果を上げるためのアドバイスを提供できます。 

【日本向けのアドバイス】 

クラブや地区の会員の「リソースを収集」をする、つまり、会員がど

のような知識、経験、つながりを持っているかを調べるのもよいでし

ょう。それによって、プロジェクトに必要な知識や経験、あるいは海

外とのネットワークを持つ会員、語学力やインターネットの知識が

あるローターアクターや学友が見つかり、彼らの参加や協力が得ら

れるかもしれません。 

グローバル補助金ガイドと地域調査の方法もダウンロードしてご利

用ください。（ロータリーボイスから転載しています） 

 

https://my-cms.rotary.org/ja/document/rotary-grants-staff-contact-sheet
https://my.rotary.org/ja/document/guide-global-grants
https://my.rotary.org/ja/document/community-assessment-tools


【財団資金モデルの変更】 

第１地域内の共通認識と変更部分の共有に関する要点について、３

月９日に地域リーダーが ZOOM でのミーティングを行いました。そ

の時に資料として使用したものを第１地域の地区リーダーの皆様に

ご案内いたします。 

第１の変更点 

ポリオプラスへの地区財団活動資金（DDF）の寄贈に対しては、国際

財団活動資金（WF）から、100％ではなく、50％が上乗せされる。

その後でビル＆メリンダ・ゲイツ財団からの上乗せが行われる。ロー

タリーがポリオ根絶のために集める資金に対し、今後もゲイツ財団

から 2 倍額が上乗せされます（上乗せの対象となるロータリーから

の金額は毎年 5000 万ドルまで）。 

第２の変更点 

グローバル補助金のための DDF に対する WF からの上乗せが、

100％から 80％に引き下げられる。2020-21 年度には、WF が枯渇

しない限り、5 月 31 日までに提出され、6 月 30 日までに承認され

た申請書に対し、引き続き DDF に 100％が上乗せされます。今年度

に承認されなかった申請書は、調達資金に調整を加えた上で再提出



する必要があります。 

第３の変更点 

年次基金（シェア）寄付の 5％が、運営費として WF と DDF から均

等に差し引かれる。現在、年次基金（シェア）への 100 ドルの寄付

は、50 ドルが DDF、45 ドルが WF、5 ドルが運営費となります。

2021 年 7 月 1 日より、100 ドルの寄付は、47.50 ドルずつが DDF

と WF、5 ドルが運営費となります。複数の慈善団体格付け機関によ

る評価が示すように、財団は寄付の資金管理という点で非常に優れ

ており、最高の格付け評価を誇り、かつ最も影響力のある非営利組織

の一つとなっています。チャリティーナビゲーターからは、13 年間

連続で四つ星（最高評価）を受けています。 

第４の変更点 

未使用 DDF を繰越しできるのは 5 年間のみとなる。地区は、財団の

プログラムを通じてインパクトをもたらすために、DDF を全額活用

することが奨励されています。しかし、2020 年 7 月 1 日には、4880

万ドルもの DDF が未使用のまま現年度に繰り越されました。2026

年 7 月 1 日より、各年度末に 5 年を超えて未使用である DDF は、

地区の裁量で、ポリオプラス、重点分野のための恒久基金、ロータリ



ー平和センター、恒久基金、災害救援基金、WF のいずれかに充てら

れます。https://my.rotary.org/ja/rotary-foundation-approves-

changes-funding-model-set-take-effect-1-july-2021 

（地区内のロータリー財団委員長には、この４点の変更点について

共通認識を戴き、確認できますようご留意を願います。） 

【第１地域地区財団委員長との懇談会へのご案内】 

来たる４月 12 日（月）午後６時から７時 30 分頃まで ZOOM によ

る第１地域地区財団委員長様との懇談会を開催いたします。既にお

返事を頂戴しております地区に関しましては、心から感謝を申し上

げます。また未回答の地区におかれましては、下記の要領での開催に

なります。コロナ禍で対面する会合の出来なかった部分を共有戴き

地区内での問題点や課題など身近なロータリー財団に関する諸問題

を話し合う場所としてお話を聞かせて貰えましたら幸甚に存じます。 

羽部大仁さんがあなたを予約された Zoom ミーティングに招待して

います。 

トピック: Zoom meeting invitation - 第１地域財団チームの

Zoom ミーティング 

時間: 2021 年 4 月 12 日 06:00 PM 大阪、札幌、東京 

https://my.rotary.org/ja/rotary-foundation-approves-changes-funding-model-set-take-effect-1-july-2021
https://my.rotary.org/ja/rotary-foundation-approves-changes-funding-model-set-take-effect-1-july-2021


Zoom ミーティングに参加する 

https://us02web.zoom.us/j/85495643549?pwd=a0VmejlMV

2JwRG1kRUV2N3Nkc21UQT09 

ミーティング ID: 854 9564 3549 

パスコード: iGiX3D 

 

【子規の句にさくらの花】 

『桜花 夢の浮世の さかり哉 明治 25 年』 

子規の句に桜を添えて 

今回は子規の句『桜花 夢の浮き世の さかり哉』を紹介します。毎

回桜の花を倹約して描いていると、ある友人が桜は沢山の花びらを

見上げるような感じだよ！と、しかし描いてみると矢張り見窄らし



い桜になったかも知れません。今回は浅草の本願寺に立派な桜の木

があり、素晴らしい花を咲かせています。毎朝晨朝の時に回廊を歩く

と本堂正面に回る角から素晴らしい桜花が迎えてくれます。写真に

も写して、参考にしましたが一部分だけしか描けませんでした。この

句は、人生は夢のまた夢だと教えられているではないか。それを知ら

ずに唯、夢生陶酔の今を盛りに生きている。 

子規は皆様もご存知のように多くの句を残して逝きました。中には

『観音の 大悲の桜 咲にけり』皆様もご承知のように、観音菩薩と

勢至菩薩は阿弥陀様の脇侍で、阿弥陀様の衆生済度のお手伝いをな

さる働きがあると申します。 

自己流で申しますと『阿弥陀仏 大悲の桜 咲にけり』と頷いていま

す。子規に叱られるかも知れません。 

私は昨年 11 月から浅草に 10 日以上居りますので、朝勤のあと散歩

に出掛けます。雷門を横切って隅田川に出て、河川敷を歩いて言問橋

から浅草の街中を、浅草寺の二天門から本殿にお参りして本願寺に

戻ります。今は何処も桜が満開で楽しい散歩に時間が掛かっていま

す。子規の句に『しんとして 露をこぼすや 朝桜』があります。 

朝早くには、このような風情が子規の眼に映ったに違いありません。 



来週にでも早朝に出掛けてみたいと考えています。コロナ禍で財団

も大変ですが、ご支援を宜しくお願いいたします。（羽部記） 


