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ピョンチャンでの冬季オリンピックが終わりました。メダルはこ
れまでは11個でしたが、今回は過去最高の13個を獲得し、金
4、銀5、銅4でした。羽生選手の素晴らしいスケーティングやカー
リングなどに興奮しました。カーリングチームの出身地の北見市
ではふるさと納税が 10 倍以上になったそうです。選手の努力
や葛藤などの姿も報道され、オリンピックが終わってもまだ感
動と夢を与えてくれています。

飯舘村に今年からできる小中一貫校への T シャツ寄贈につきま
して、進捗状況をご報告します。計画では飯舘中学校に T シャ
ツを寄贈する予定でしたが、今年から小学校との一貫校となる
ことから、学校の要望により小学生に贈呈することとなりました。
福島しんたつRCとの合同支援となります。

聴覚支援学校児童生徒後援会より、支援に対する礼状と会報が
届きました。

会長挨拶 佐藤 功一 会長

総　　　員　36名

出　席　率　38.89％

前回修正率　50％

出席報告 小林悦子 副委員長

    蔭山寿一　    橋本弘幸　    津野順子

　 佐藤　功一▶松川義行さんの卓話を楽しみにしています。
　 渡邊万里子▶3月7日のひなまつり会はエルマールさんで行い
　　　　　　　ますのでぜひご参加ください。お着物でのご参加
　　　　　　　大歓迎です。
　 岩山　慎一▶もうすぐ春ですね！
　 大山三起雄▶松川さん、いい話を期待しています！
　 増子ふみえ▶松川さん、卓話楽しみです。

スマイルＢＯＸ報告 佐藤洋子 委員長

▶開会点鐘　▶ロータリーソング「我らの生業」　▶四つのテスト唱和　向山良作さん

プログラム／会員卓話

ロータリー財団をよくご存じの白岩
前委員長に適宜補足をいただきな
がら、地区ロータリー財団研修の
資料等に基づいてご説明したいと
思います。
ロータリー財団は、寄付を受け取り、

各クラブや地区の人道的及び教育的活動で、ロータリー財団が
承認したものに補助金を提供する公益財団法人と定義されてい
ます。6 人目の RI 会長アーチ C. クランフ氏の提案により設立さ
れました。国際ロータリーから独立した別機関となっています。
普通寄付の年次基金と、元金は使わずに運用利益のみを使う恒
久基金、使途を指定した寄付のポリオ基金があります。
年次基金の認証制度では、累計額が1000ドルになるとポール・
ハリス・フェローとして認定されます。複数回になるとマルチプ
ル・ポール・ハリス・フェロー、1 万ドルを達成するとメジャー
ドナー（大口寄付者）となります。また毎年 1000ドルの寄付を
約束するとポール・ハリス・ソサエティとなります。この認証を
受けている方は全ロータリアンの 3％ですが、寄付全体の 35％
を占めるそうです。さらに25万ドルを達成するとアーチ・クラン
フ・ソサエティとなりますが、日本では数名だそうです。恒久基
金の認証制度では、1000 ドルを達成するとベネファクターとな
ります。ロータリーのクレジットカードに加入すると、利用額の
一部が自動的に財団に寄付されます。
寄付は 3 年間運用した後に地区で使える仕組みになっています。
3 年前の寄付金の 2 分の 1 が地区に戻され、かつ 3 年間の運
用益の 2分の 1も地区に戻されます。これが地区財団活動資金
とされ、地区の補助金等に活用される DDF となります。個人か
らの寄付が地区を通して日本の財団に集まり、RI の財団に送金
されて運用されます。残りの2分の1はWFとして、RIの財団で
グローバル補助金の RI の負担部分や、財団が直接行う事業等
に使われます。
RI から地区に戻された 2分の 1の金額は 2つに分けられ、ひと

松川義行 ロータリー財団委員長
「ロータリー財団について」

幹事報告 鈴木かおる 幹事

飯舘支援経過報告 小林悦子 青少年奉仕委員長

出席
14名欠席

22名
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粋成浩児さん

▶閉会点鐘

ロータリー財団寄付者

■佐藤功一　■鈴木尚子　■橋本弘幸　■松川義行

ポリオ寄付者

■蔭山寿一　■橋本弘幸

米山記念奨学会寄付者

■津野順子　■増子ふみえ　■橋本弘幸　■白岩邦俊
■蔭山寿一　■大山三起雄　■鈴木尚子　■佐藤功一

つは地区補助金（DG）となります。これは自由度が高く、各ク
ラブが利用していろいろな事業を行っています。もうひとつは、
我々もこれまで 2 回申請したグローバル補助金の地区の負担部
分に充てられます。地区研修では、使わなければ貯まるだけで
すので、社会のためになる事業を展開してどんどん使いましょう
と言われました。
グローバル補助金は「未来の夢計画」に沿った使い方で、財団
の承認が必要とされています。国際的な事業に使われますので、
RI の審査も厳密に行われ、承認されるまでいろいろな書類を提
出する必要があります。日本は援助国であり、海外の貧困等の
問題のある国や地域で実施され、実施国は RI にニーズの調査、
事業の効果の測定などの資料提出を求められることになります。
「未来の夢計画」については白岩先生に教えていただきたいと
思います。
2530 地区の本年度の DDF の総額は 139,312ドルです。3 年前
の年次基金とその運用益の額です。この 2 分の 1 の 69,656ド
ルが地区補助金に分配されます。本年度の地区補助金は、奨
学生 2 名に対して 2 万ドル、31 クラブから申請された事業に
47,144 ドルが使用される予定で、毎年入ってくるためにまだ余
裕があるそうです。
残りの半分はグローバル補助金として財団本部が預かっており、
残高は 265,844 ドルだそうです。ポリオ基金にまず 2 万ドルが
行き、世界フェローシップとして国際平和に貢献できる特定の分
野について、海外で修士以上の課程で学びたい学生等に
25,000ドルが使われるそうです。
グローバル補助金は、全体の予算 3 万ドル以上の比較的大規
模で、6 つの重点分野のいずれかに該当しなければなりません。
また 2 つの国のクラブが一緒に行わなければなりませんので、
海外に姉妹クラブがないと実施が難しく、言葉の壁もあります。
そのために申請が少ないようで、今年は当クラブの簡易水道シ
ステム改善計画と、福島北 RC のフィリピンマニラ南部の助産施
設立ち上げ計画です。当クラブの申請は、6 つの重点分野の水
と衛生に関するもの、福島北 RC は母子の健康に当てはまること
から認められました。先日の IMで報告があった南相馬・原町で
の菜の花のプロジェクトは、実施国が日本になるという非常にま
れな例です。
地区補助金とグローバル補助金の 2 つに今は整理されています。
グローバル補助金は海外のプロジェクトですが、地区補助金も
海外のプロジェクトに使用することができます。グローバル補助
金の要件を満たさない場合は、地区補助金で行うことができる
ことになります。グローバル補助金は実施国にロータリークラブ
がなければ使用できませんが、ベトナムは例外的に可能となっ
ています。ベトナム国立交響楽団への楽譜寄贈として、これまで
3回ほど申請したWCSは比較的ゆるやかでしたが、WCSはなく
なってしまいました。
グローバル補助金の申請には期限はありませんが、地区補助金
の申請は、次年度の事業を前年度の 3 月 31 日までにしなけれ
ばなりません。地区独自の制約事項があり、前年度の 12月末ま
でに会長と会長エレクトがサインした覚書の提出が必要ですし、
財団の研修に会員が出席しなければ申請できません。事業が終

プログラム／会員卓話

了したら、領収書等を添付して必ず報告しなければいけません。
進行中または完了した活動と経費には使えませんので、計画段
階で申請する必要があります。本日、地区ロータリー財団委員
長から「地区補助金申請のご案内」が届きました。次年度に計
画している場合は 3 月 31日までの申請を、次年度ロータリー財
団委員長はよろしくお願いします。

「未来の夢計画」は、2010 年頃に財団活動をより活発にしよう
という考え方から始まりました。そのために財源が必要となり、
それまでは財団寄付目標は年間 1 万円とされていましたが、1
万 5 千円とされて今でも続いております。これにより財団寄付が
たくさんあるので、どんどん使ってくださいと地区財団委員長は
言われています。昨年度のガバナー公式訪問の時に「未来の夢
計画」について質問しましたが、実際の行動は為されていない

ようでした。
ポリオの寄付は、事務局で集計し
た額に、ビル・ゲイツ＆メリンダ
財団が 2 倍の額を追加して財団に
寄付されることになっています。
我々が寄付した額の 3 倍がポリオ
の財源となりますので、少額の寄
付でも実際には大きな額となって
財団を支えることになります。です
からぜひとも協力していただきた
いと思います。

グローバル補助金による事業を協力して進めている台湾新竹東
北区 RCでは、5月18日に会長交代式が行われます。ぜひ皆様
とご一緒に台湾に行きたいと思います。

ロータリー財団をよくご存じの白岩
前委員長に適宜補足をいただきな
がら、地区ロータリー財団研修の
資料等に基づいてご説明したいと
思います。
ロータリー財団は、寄付を受け取り、

各クラブや地区の人道的及び教育的活動で、ロータリー財団が
承認したものに補助金を提供する公益財団法人と定義されてい
ます。6 人目の RI 会長アーチ C. クランフ氏の提案により設立さ
れました。国際ロータリーから独立した別機関となっています。
普通寄付の年次基金と、元金は使わずに運用利益のみを使う恒
久基金、使途を指定した寄付のポリオ基金があります。
年次基金の認証制度では、累計額が1000ドルになるとポール・
ハリス・フェローとして認定されます。複数回になるとマルチプ
ル・ポール・ハリス・フェロー、1 万ドルを達成するとメジャー
ドナー（大口寄付者）となります。また毎年 1000ドルの寄付を
約束するとポール・ハリス・ソサエティとなります。この認証を
受けている方は全ロータリアンの 3％ですが、寄付全体の 35％
を占めるそうです。さらに25万ドルを達成するとアーチ・クラン
フ・ソサエティとなりますが、日本では数名だそうです。恒久基
金の認証制度では、1000 ドルを達成するとベネファクターとな
ります。ロータリーのクレジットカードに加入すると、利用額の
一部が自動的に財団に寄付されます。
寄付は 3 年間運用した後に地区で使える仕組みになっています。
3 年前の寄付金の 2 分の 1 が地区に戻され、かつ 3 年間の運
用益の 2分の 1も地区に戻されます。これが地区財団活動資金
とされ、地区の補助金等に活用される DDF となります。個人か
らの寄付が地区を通して日本の財団に集まり、RI の財団に送金
されて運用されます。残りの2分の1はWFとして、RIの財団で
グローバル補助金の RI の負担部分や、財団が直接行う事業等
に使われます。
RI から地区に戻された 2分の 1の金額は 2つに分けられ、ひと

補足 白岩邦俊 元ロータリー財団委員長

補足 鈴木尚子 国際奉仕委員長


