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お知らせ

【表彰 締め切り迫る】
本年度も残すところ約 ヶ月となり、各種表彰の締め切りが近づいてきました。推

薦書の提出を予定している場合は、期日までにご提出ください。

月 日締め切り

 ロータリー財団功労表彰状 
 ロータリー財団特別功労賞 
 ロータリー学友世界奉仕賞 
 ロータリー最優秀学友会賞 
 会長賞 

表彰の詳細や、推薦書式についてはこちら 「各種賞・表彰」

【バーチャルリアリティでロータリー活動の影響を伝える】
ロータリーがグーグルと提携し、善意の活動が世界に与える影響を追体験できる

バーチャルリアリティ映像を制作しました。「ポリオ」と「平和」という つのテーマを

扱った 分間のバーチャルリアリティ映像は、見る人があたかもその場にいるような

感覚を与えます。この映像の初披露会が、アトランタで開かれるロータリー国際大

会中、 月 日に行われます。その後は、 月 日の「世界ポリオデー」に向けて

広く公開される予定です。 記事の続きはこちら

関連ページ

 ロータリー国際大会トップページ 

 国際大会でのイベントについて 

 ニュース「バーチャルリアリティ映像の体験」 
（チケット制行事です。）

※寄付者イベント「メジャードナーレセプション」のお申込みは、大変多くのご登録

をいただき、締め切りとなりました。

【皆さまのご寄付を最初から最後まで】
ロータリー財団は、財務の健全性と透明で明白な説明責任（アカウンタビリティ）を

積極的に推進してきた実績を、チャリティナビゲーターから認められ、 点満点と

いう誉れ高い評価を受けました。

ロータリー財団は、米国すべての州の慈善事業に対する独立評価で、 年連続で

つ星の評価を勝ち取っています。このような実績を達成している団体は国全体

でわずか１％ほどです。皆さまの貴重な投資が、今後何年間も最大限の影響力を

もって生かされるよう、最初から最後まで徹底した資金管理を行っています。

記事の続きはこちら

レート

月： ￥

月： ￥

寄付振込先 ：

三井住友銀行 赤羽支店

普通預金

名義：公益財団法人ロータリー日本財団

明細書送付先：

寄付送金明細書

送金明細書記入方法・寄付分類と認証

寄付者の認証

寄付状況

年 月末現在

年次基金

日本 ＄

世界 ＄

恒久基金

日本 ＄

世界 ＄

寄付総額 世界上位 ヶ国

年 月 日現在

アメリカ ＄

韓国 ＄

日本 ＄

日本の状況

冠名基金数 １

※地区、クラブが設立した冠名基金含む

会員数

目標（世界） 年度

・全体： 億ドル

・年次基金： 億 万ドル

・ポリオプラス基金（現金）： 万ドル

・ポリオプラス基金（ 他）： 万ドル

・恒久基金： 年までに 億 万ドル

・ロータリー平和センター大口寄付推進計画：

年 月 日までに、 億 万ドル

目標（日本）

・年次基金：一人当たり ドル

・ポリオプラス：一人当たり ドル

・恒久基金：各クラブでベネファクターま

たは遺贈友の会会員を 名増やす

寄付目標入力：

ロータリークラブ・セントラル

ＲＩ日本事務局
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【 年度コーディネーター及びアドバイザー等】
ゾーン 役職 名前 メールアドレス

池田 德博

佐原 元

酒井 正人

鈴木 秀憲

竹腰 兼壽

相澤 光春

田中 正規

渡辺 治夫

村上 有司

大室 㒞

若林 紀男

横山 守雄

P•MGI 金杉 誠

WAS•MGI 丸尾 研一

ロータリー平和センター・
ホストエリアコーディネーター 辰野 克彦

インターナショナル・ポリオプラス委員 小沢 一彦

理事 斎藤 直美

理事 石黒 慶一

ロータリー財団 管理委員 北 清治

【 年度 ゾーンチーム】
ゾーン 役職 名前 地区 担当地区 メールアドレス

羽部 大仁

笹氣 光祚

佐藤 衛

山本 和則

山崎 淳一

鈴木 義明

服部 良男

田中 賢三

坂本 俊雄

溝畑 正信

佐藤 芳郎

岡村 泰岳

松本 祐二

役職と略語
ロータリー財団地域コーディネーター

恒久基金 大口寄付アドバイザー

ロータリーコーディネーター

ロータリー公共イメージコーディネーター

P•MGI 平和のための大口寄付推進計画委員会

WAS•MGI 水と衛生のための大口寄付推進計画委員会

ロータリー財団地域コーディネーター補佐

ポリオ撲滅ゾーンコーディネーター
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【 年度 恒久基金 大口寄付研修セミナー報告】

第三ゾーン 恒久基金 大口寄付アドバイザー 大室 㒞 

米国エバンストンのワン・ロータリー・センタ

ーで、 月 日、 日に次期と 年目の恒久基

金 大口寄付アドバイザー（ ）およそ

名（ 名中現 年目除く）で、 日間の集中講

義を受けた。

前日 日にはレセプションが、多くの シニ

アリーダーの参加で開催されたが、佐原 元

第一ゾーン恒久基金 大口寄付アドバイザー

を含む私達 年目 数人は昨年 月以来の再開を喜びあった。

まず、 日の開会本会議では、ジョン ジャーム 会長の歓迎の挨拶があり、今

回の研修では交流を深め、アイディアを交換し、大いに学ぶことを強調され、「ロー

タリー財団はロータリーの血液であり、 はその血液の一部である」という言葉

が印象的であった。

討論セッションでは、大口寄付の大切さを学ぶと共に、いかに多くの会員に大口

寄付に関心を持って頂き、寄付活動に参加頂ける様お願いするかについて 数人

のグループで討論しアイディアを分かち合った。

私の 年を振り返ると、私の地区を除く残り 地区では、殆ど活動していないのが

現状である。これは、財団の推奨する各地区恒久基金 大口寄付小委員会と連携

を持たなかったからである。

次年度には、この各地区の小委員会と が密に連携を持ち、成果を上げる様

に活動したい。そのためには地区財団委員会のご協力をお願いしたいと思っている。

今回のセミナーでは、世界各国の事務局の方も参加された。日本事務局からは、

清水 優季財団室長が参加され、机を共にして学んだが、多くの貴重な助言を戴け

たことは大変ありがたかった。

閉会本会議では、実行項目につきロン バートン次々年度財団管理委員長が熱

く語られ、ブリン・スタイルズ次年度恒久基金 大口寄付研修セミナーモデレーター

が「入りて学び、出でて奉仕せよ」の言葉で締められた。

※ 年度の恒久基金 大口寄付アドバイザーは、 ページ目をご参照ください。

リソース

＜ ＞

利用にあたってのリソース

「 」アカウント登録方法

ブランドリソースセンター

ロータリーの日本語フェイスブック

ブログ

財務報告

組織規定

管理委員会の決定

ロータリー財団 周年 認証状テン

プレート

＜資料＞

年度年次報告

年度年次報告

年携帯用カード

ロータリー財団参照ガイド

地区ロータリー財団委員会要覧

地区ロータリー財団セミナーの手引（ ）

寄付・認証 ロータリークラブの手引き

ウェビナー「クラブのためのよくわかる寄

付と認証」

＜寄付に関するレポート＞

から

にログインし、役職に応じてデー

タを閲覧できます。

クラブと地区の運営

 ポリオプラスに関するレポート
 クラブ認証概要レポート（ ）

 月次寄付レポート（ ）

 寄付者履歴レポート
 バナーレポート
 メジャードナー アーチ クランフ・ソ

サエティ 遺贈友の会レポートなど

年度

年次基金寄付ゼロクラブ状況

クラブ
年 月 日現在、 地区中、年次基金

へ寄付をしていないクラブ数です。
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【 年度 恒久基金 大口寄付研修セミナー報告】
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寄付・認証

【 年度 年次基金寄付ゼロクラブ数】
ロータリー財団 周年である今年度も残り か月となりました。今年度こそ、寄付

ゼロクラブを にできるよう皆様のご協力を宜しくお願いいたします。

年 月 日現在

地区内の年次基金寄付ゼロクラブの確認は、月次寄付レポートをご参照ください。

＜ →運営する→各種レポート→クラブ 地区のレポート→寄付 認

証→レポートを見る→月次寄付レポート＞

※通常、ご寄付から約 週間後にレポートへ反映されます。

 

【 と地区恒久基金 大口寄付委員長 任命のお願い】
年度のポール・ハリス・ソサエティコーディネーター（ ）と地区恒

久基金 大口寄付委員長はすでにお決まりでしょうか。他の地区の役職と同

じように、その年度のガバナーが から登録します。登録がされて

いないと、関連情報が届かない場合がございます。

〈参考資料〉

「ポール・ハリス・ソサエティ」

ポール・ハリス・ソサエティパンフレット

ポール・ハリス・ソサエティ レポートの利用方法

ポール・ハリス・ソサエティ・コーディネーターが 知っておくべきこと

アーチ・クランフ・ソサエティ・パンフレット

大きな変化をもたらすために：世界のニーズに応えるロータリーへの大口寄

付

※地区財団委員長や資金推進委員長等の役職と兼任する場合も、

からのご登録が必要となります。

【 年度 寄付の締め切り】
年度内のご寄付を予定されている場合は、寄付内容の確認と領収証作成の為、

出来るだけ年度内最終例会日よりも前にお振込をお願いいたします。

※送金明細書には寄付者の 番号を忘れずに記入し、お振込の前または当日

にご提出をお願いいたします。

リソース

資料

寄付者の認証

税制上の優遇措置

オンラインでの寄付

認証ポイントについて

認証ポイント使用申請書

ポール・ハリス・ソサエティ

ポール・ハリス・ソサエティ パンフレット

ポール・ハリス・ソサエティ入会フォーム

ポリオ撲滅

年度会長賞

地区財団活動資金 （ ）の寄贈：

ポリオに を寄贈されますと国際財

団活動資金（ ）から半額の組み合

わせがあり、その合計にゲイツ財団か

ら 倍の上乗せがあります。

例： ２ １ ゲイツ ＝

 年度 寄贈書式

 年度 寄贈書式

 地区で利用可能な の確認

※ポリオプラスへ ドル以上のご

寄付をくださったクラブには、次年度

に感謝状が贈られます。また、 の

％以上をポリオプラス基金へ寄贈

してくださった地区は、次年度に表彰

状が贈られます。

地区 クラブ数 地区 クラブ数 地区 クラブ数

合計

【寄付目標への進捗】

歴史的な節目となるこの年度、ロータリ

ー財団では、年次基金、恒久基金、ポ

リオプラス基金への寄付の合計目標を

億ドルとしました。

詳細はこちら
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ポリオプラス

【 国際大会での講演】
月 日、ロータリー国際大会にてポリオ撲滅に関する講演が開かれ

ます。「 」と題された本イベントでは、ポリオのない世界実現のため

に重要な点に言及し、ビル・ゲイツ氏のほかにもポリオサバイバーの

さんや、ジョン・ジャーム 会長らも出席予定です。 記事はこちら（英語）

【野生株によるポリオ症例数】
掲載サイト： ウェブサイト（英語）

ポリオ 国
年 月 日

～ 月 日

年

（通年）

年

（通年）

常在国

パキスタン

アフガニスタン

ナイジェリア

常在国

以外

赤道ギニア

イラク

カメルーン

シリア

エチオピア

ソマリア

世界合計

ロータリー平和センター

【地区の申請締め切り】
ロータリー平和フェローシップの候補者から申請の依頼を受けた地区は、７月１

日までに、オンラインで、地区の推薦に関する情報等を入力して送信します。

地区財団委員長に、これまでにコンタクトがなかった候補者からメールが来る場

合もありますので、ご対応をお願いいたします。

地区の申請に関してよく聞かれる質問と答え（英語）

また、候補者からのご相談やご質問については、まず下記の資料をご覧いただ

くようにご案内ください。

・ロータリー平和フェローシップへの申請に関するウェブページは、こちら

・ロータリー平和フェローシップ申請に関する説明（ＰＤＦ）は、こちら

・ ロータリー平和フェローシップ：申請についてよくある質問 （英語）

・ 効果的な申請書を書くためのヒント （英語）

※補足：語学テストのスコアが免除されるのは、「英語のみで授業が行われ、か

つ主要言語が英語である国にある大学」から学士号を取得した申請者です。

リソース

＜補助金＞

地区補助金とグローバル補助金授与と

受諾の条件

グローバル補助金ガイド

重点分野の基本方針

モニタリングと評価の計画について

地域調査の方法

経済と地域社会の発展プロジェクト戦略

基本的教育と 識字率向上プロジェクト戦略

補助金を申請する

グローバル補助金 計算表

グローバル補助金 研修計画

補助金による旅行

旅行禁止国のリスト

＜連絡先＞

補助金担当者一覧

重点分野担当マネージャーの連絡先

公式名簿

地区ロータリー財団委員長のリスト

地区補助金小委員会委員長のリスト

地区奨学金小委員会委員長のリスト

地区 小委員会委員長のリスト

＜オンライン手順＞

補助金センターのご利用ガイド

＜資格認定＞

地区の覚書 ）

クラブの覚書 ）

クラブの覚書（ ）の実施に関する指針

クラブの覚書（ ）ワークシート

クラブの参加資格認定 よくある質問

＜プロジェクトのヒント＞

ロータリー奉仕コネクション

プロジェクトライフサイクル

プロジェクトの閲覧

ロータリーショーケース

奨学金

奨学金の提供

ロータリー平和フェローシップ

ロータリーの学友

グローバル補助金候補者のテンプレート
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ポリオプラス

【 国際大会での講演】
月 日、ロータリー国際大会にてポリオ撲滅に関する講演が開かれ

ます。「 」と題された本イベントでは、ポリオのない世界実現のため

に重要な点に言及し、ビル・ゲイツ氏のほかにもポリオサバイバーの

さんや、ジョン・ジャーム 会長らも出席予定です。 記事はこちら（英語）

【野生株によるポリオ症例数】
掲載サイト： ウェブサイト（英語）

ポリオ 国
年 月 日

～ 月 日

年

（通年）

年

（通年）

常在国

パキスタン

アフガニスタン

ナイジェリア

常在国

以外

赤道ギニア

イラク

カメルーン

シリア

エチオピア

ソマリア

世界合計

ロータリー平和センター

【地区の申請締め切り】
ロータリー平和フェローシップの候補者から申請の依頼を受けた地区は、７月１

日までに、オンラインで、地区の推薦に関する情報等を入力して送信します。

地区財団委員長に、これまでにコンタクトがなかった候補者からメールが来る場

合もありますので、ご対応をお願いいたします。

地区の申請に関してよく聞かれる質問と答え（英語）

また、候補者からのご相談やご質問については、まず下記の資料をご覧いただ

くようにご案内ください。

・ロータリー平和フェローシップへの申請に関するウェブページは、こちら

・ロータリー平和フェローシップ申請に関する説明（ＰＤＦ）は、こちら

・ ロータリー平和フェローシップ：申請についてよくある質問 （英語）

・ 効果的な申請書を書くためのヒント （英語）

※補足：語学テストのスコアが免除されるのは、「英語のみで授業が行われ、か

つ主要言語が英語である国にある大学」から学士号を取得した申請者です。

リソース

＜補助金＞

地区補助金とグローバル補助金授与と

受諾の条件

グローバル補助金ガイド

重点分野の基本方針

モニタリングと評価の計画について

地域調査の方法

経済と地域社会の発展プロジェクト戦略

基本的教育と 識字率向上プロジェクト戦略

補助金を申請する

グローバル補助金 計算表

グローバル補助金 研修計画
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旅行禁止国のリスト

＜連絡先＞

補助金担当者一覧

重点分野担当マネージャーの連絡先

公式名簿

地区ロータリー財団委員長のリスト

地区補助金小委員会委員長のリスト

地区奨学金小委員会委員長のリスト

地区 小委員会委員長のリスト

＜オンライン手順＞

補助金センターのご利用ガイド

＜資格認定＞

地区の覚書 ）

クラブの覚書 ）

クラブの覚書（ ）の実施に関する指針

クラブの覚書（ ）ワークシート

クラブの参加資格認定 よくある質問

＜プロジェクトのヒント＞

ロータリー奉仕コネクション

プロジェクトライフサイクル

プロジェクトの閲覧

ロータリーショーケース

奨学金

奨学金の提供

ロータリー平和フェローシップ

ロータリーの学友

グローバル補助金候補者のテンプレート
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補助金

【地区の参加資格認定】
年度のための地区の参加資格認定手続きが、 月 日より開始されました。地区補助金やグローバル補助金を申

請するためには、本手続きが必要です。

なお、「地区の覚書（ ）」は 年 月に内容が更新されました。最新版のご確認をお願いいたします。

※本ニュースレター ページ目の右側、＜参加資格認定＞欄の資料もあわせてご利用ください。

 手続きが必要な方 
実施年度のガバナー、ガバナーエレクト、地区財団委員長 ※承認手続きは、任期中に一度のみ

 手続き方法 
ウェブサイト「 」から「補助金センター」へアクセスし、「地区の参加資格認定」をクリックしてください。

参加資格認定のためのページへ移ります。画面右下の「開始」ボタンから手続きを開始します。地区の覚書（ ）の内容

がステップごとに、簡単な質問とあわせて表示されます。最後のステップまで進むと、承認画面となります。

【地区補助金 申請と報告書】
 申請書 
地区補助金の申請書は、一度作成したものをプロジェクト終了まで使い続けることとなります。一度作成された申請書は

「私の補助金 – 作成中」に表示されるようになります。 年度の申請書は、「 」から始まる補助金番号です。

※現在、 年度の申請書が重複して作成されている地区が数か所あります。詳細は後述「申請書の重複について」を

ご確認ください。

 申請書を作成する方 
実施年度のガバナー、申請時の地区財団委員長、地区補助金委員長のうち、一名が申請書を作成開始することができま

す。編集は三名全員が可能です。最後に三名全員が申請書の承認をし、申請書の提出となります。

 報告書の作成 
申請書に承認をした三名のうち、一名が作成、承認します。「補助金センター」の「私の補助金 – 承認済みの補助金」欄の

今年度の地区補助金番号をクリックして申請書を開き、右端の「報告書」をクリックします。

財団室ＮＥＷＳ 年 月号

「実際の配分額」について

「実際の配分額」欄には、実際に配分した円金額を、ロータリー財団から補助金が支払われた当時の レートを使ってドル

金額に換算し、入力してください。

〈 年 レート 参考〉

月 レート 月 レート

月 ドル＝ 円 月 ドル＝ 円

月 ドル＝ 円 月 ドル＝ 円

月 ドル＝ 円 月 ドル＝ 円

 返金 
各プロジェクトからの返金や臨時費、管理運営費など未使用の補助金の合計額が ドルを超える場合は、ロータリー財団

へ返金が必要となります。返金専用の送金明細書をお送りいたしますので、日本事務局財団室までお知らせください。

その際、返金時の レートでドル金額を計算して報告書の残金と一致させるのではなく、銀行口座に残っている金額をそ

のまま返金するようお願いいたします。

 返金時の振込手数料は、返金額から充てることができます。送金明細書にその旨記載してください。 
 銀行口座の利息も返金対象となります。合せてご返金ください。 
 ご寄付のための銀行口座とは異なります。お振込先にご注意ください。（専用の送金明細書に記載してあります） 

【申請書の重複について】
年度地区補助金の申請書（「 」

から始まる補助金番号）が、重複して作成され

ている地区が数か所あります。自動的には削

除されないため、削除を希望する地区は日本

事務局財団室までご連絡をお願いいたします。

申請書の重複がある地区は、右記の通りです。

※削除せずに残しておいても問題はありませ

んが、「私の補助金 作成中」欄に表示され

続けます。他年度の申請書を作成する際に間

違わぬよう、ご留意ください。

地区
重複している

補助金番号

地区 重複している

補助金番号

「実際の配分額（米ドル）」は、ロータリー財団から地区補助金が支払わ

れた月の レートで、円金額を米ドルに換算します。

（例）

ロータリー財団から地区への支払い： 月

地区からプロジェクトへの支払い： 月

→ 月にプロジェクトへ支払った実際の円金額を、 月の レートでドル

金額に換算し、「実際の配分額」欄に入力します。

※小数点以下は四捨五入

臨時費の入力方法

臨時費は、使用したかしていないかに関わらず、「実際の

配分額」を「 」とご入力ください。

使用した場合

「活動の追加」ボタンから、使用した内容を追加してくだ

さい。

使用していない場合

「実際の配分額」に「 」と入力するだけです。その残金

は、返金となります。
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補助金

【地区の参加資格認定】
年度のための地区の参加資格認定手続きが、 月 日より開始されました。地区補助金やグローバル補助金を申

請するためには、本手続きが必要です。

なお、「地区の覚書（ ）」は 年 月に内容が更新されました。最新版のご確認をお願いいたします。

※本ニュースレター ページ目の右側、＜参加資格認定＞欄の資料もあわせてご利用ください。

 手続きが必要な方 
実施年度のガバナー、ガバナーエレクト、地区財団委員長 ※承認手続きは、任期中に一度のみ

 手続き方法 
ウェブサイト「 」から「補助金センター」へアクセスし、「地区の参加資格認定」をクリックしてください。

参加資格認定のためのページへ移ります。画面右下の「開始」ボタンから手続きを開始します。地区の覚書（ ）の内容

がステップごとに、簡単な質問とあわせて表示されます。最後のステップまで進むと、承認画面となります。

【地区補助金 申請と報告書】
 申請書 
地区補助金の申請書は、一度作成したものをプロジェクト終了まで使い続けることとなります。一度作成された申請書は

「私の補助金 – 作成中」に表示されるようになります。 年度の申請書は、「 」から始まる補助金番号です。

※現在、 年度の申請書が重複して作成されている地区が数か所あります。詳細は後述「申請書の重複について」を

ご確認ください。

 申請書を作成する方 
実施年度のガバナー、申請時の地区財団委員長、地区補助金委員長のうち、一名が申請書を作成開始することができま

す。編集は三名全員が可能です。最後に三名全員が申請書の承認をし、申請書の提出となります。

 報告書の作成 
申請書に承認をした三名のうち、一名が作成、承認します。「補助金センター」の「私の補助金 – 承認済みの補助金」欄の

今年度の地区補助金番号をクリックして申請書を開き、右端の「報告書」をクリックします。
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「実際の配分額」について

「実際の配分額」欄には、実際に配分した円金額を、ロータリー財団から補助金が支払われた当時の レートを使ってドル

金額に換算し、入力してください。

〈 年 レート 参考〉

月 レート 月 レート

月 ドル＝ 円 月 ドル＝ 円

月 ドル＝ 円 月 ドル＝ 円

月 ドル＝ 円 月 ドル＝ 円

 返金 
各プロジェクトからの返金や臨時費、管理運営費など未使用の補助金の合計額が ドルを超える場合は、ロータリー財団

へ返金が必要となります。返金専用の送金明細書をお送りいたしますので、日本事務局財団室までお知らせください。

その際、返金時の レートでドル金額を計算して報告書の残金と一致させるのではなく、銀行口座に残っている金額をそ

のまま返金するようお願いいたします。

 返金時の振込手数料は、返金額から充てることができます。送金明細書にその旨記載してください。 
 銀行口座の利息も返金対象となります。合せてご返金ください。 
 ご寄付のための銀行口座とは異なります。お振込先にご注意ください。（専用の送金明細書に記載してあります） 

【申請書の重複について】
年度地区補助金の申請書（「 」

から始まる補助金番号）が、重複して作成され

ている地区が数か所あります。自動的には削

除されないため、削除を希望する地区は日本

事務局財団室までご連絡をお願いいたします。

申請書の重複がある地区は、右記の通りです。

※削除せずに残しておいても問題はありませ

んが、「私の補助金 作成中」欄に表示され

続けます。他年度の申請書を作成する際に間

違わぬよう、ご留意ください。

地区
重複している

補助金番号

地区 重複している

補助金番号

「実際の配分額（米ドル）」は、ロータリー財団から地区補助金が支払わ

れた月の レートで、円金額を米ドルに換算します。

（例）

ロータリー財団から地区への支払い： 月

地区からプロジェクトへの支払い： 月

→ 月にプロジェクトへ支払った実際の円金額を、 月の レートでドル

金額に換算し、「実際の配分額」欄に入力します。

※小数点以下は四捨五入

臨時費の入力方法

臨時費は、使用したかしていないかに関わらず、「実際の

配分額」を「 」とご入力ください。

使用した場合

「活動の追加」ボタンから、使用した内容を追加してくだ

さい。

使用していない場合

「実際の配分額」に「 」と入力するだけです。その残金

は、返金となります。
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大きなご支援を

誠にありがとうございました

【水と衛生の専門家向け奨学金申請締め切り】
ユネスコ水教育研究所（ で学ぶための奨学金の申請締め切りは、

月 日です。推薦する地区やクラブは、補助金センターで申請書の開始からパ

ッケージ・グラントを選び、申請書を作成、提出します。期限までに、承認が揃い、

提出済みになっていることをご確認ください。詳細はこちら

大口寄付（一括 ドル以上のご寄付）

注： オンライン寄付や諸手続きを要する大きなご寄付の場合、掲載に時間がか

かる場合がございます

ロータリー財団 周年
今年度は、ロータリー財団 周年です。

私たちの財団は、きれいな水の提供、疾病

との闘い、平和の推進、基本的教育の提供、世界的なポリオ撲滅活動など、

多くのプロジェクトを通じて人道奉仕の最前線に立ってきました。

 ロータリー財団 周年特設サイト

 財団 周年の推進用リソース（ ページ）

 財団 周年のロゴとガイドライン（ ファイル）

 推進用ビデオ
 財団 周年の推進キット（ ファイル）

 ロータリー財団の歴史（ ページ）

 ロータリー財団 年誌

 財団 周年記念コイン型キーホルダー（ ドル）

（ 年誌とキーホルダーのご注文は、日本事務局業務推進・

資料室 までご連絡ください。）

＜視聴覚資料＞

・ウェビナー

・ウェビナー「クラブのためのよくわかる

寄付と認証」

・ブランドリソースセンターロータリーの動

画ページ

・ロータリーのビデオ（日本語）

・ で検索 ※こちらはロータリーの

ウェブサイトではありませんので検索語

に を入れます。登録しなくても検

索・視聴はできます。

検索例：

今後の予定

月 日

日国際大会（アトランタ）

月 日
第 ゾーン戦略計画推進

セミナー（岡山県）

月 日世界ポリオデー

月 日

日

日

ロータリー財団地域セミナー

メジャードナー午餐会

ロータリー研究会

国際ロータリー日本事務局財団室

清水優季

山本律子

縄田 怜

望月彩乃

〒

東京都港区三田

三田国際ビル 階

：

：

年 月 日～ 年 月 日 確認分 （敬称略）

地区 クラブ 寄付者 地区 クラブ 寄付者

釧路 清水 幸彦 枚方 堀田 修平

岐阜南 竹腰 兼壽 岡崎 服部 良男

横浜鶴見北 藤林 豊明 名古屋東南 片山 主水 

甲府 野口 英一  

計 名 ※日付順

財団室ＮＥＷＳ 年 月号

【ガバナー月信での や補助金活動の報告掲載】
地区の参加資格認定にて承認をする「地区の覚書（ ）」の「 補助金の使用に関する報告」には、「ガバナーの毎月の

通信物の最終号に、このような補助金の財務に関する情報を掲載する。」とあります。地区補助金、グローバル補助金だけ

でなく の寄贈状況なども含めた「すべての地区財団活動資金（ ）の使用に関して」クラブに報告する必要がありま

す。下記では、掲載の例をご紹介いたします。

〈掲載例〉

〈地区補助金〉

プロジェクト内容 実施地 提唱クラブ 支払額（ドル） 支払額（円）

地元小学校への災害備蓄

物寄贈
日本 ○○

避難誘導標識の寄贈 日本 △△

奨学金（国際 太郎） イギリス 地区

補助金管理セミナー費 日本 地区

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

合 計

※全プロジェクト終了後、返金が ドル発生し、最終使用額は ドルとなった。

※上記は、ロータリー財団から支払いを受けた 年 月の レート（ ドル＝ 円）で計算している。

〈グローバル補助金〉

プロジェクト内容 実施地 提唱クラブ
プロジェクト総額

（ドル）

拠出額

（ドル）

奨学金（国際 花子） アメリカ ●●

女性の就職支援プロジェクト インド 地区

合 計

〈寄贈〉

寄贈先 寄贈額（ドル）

ポリオプラス基金

ロータリー平和センター

合 計

〈 使用状況〉

項目 額（ドル） 配分額（ドル）

年前の年次基金シェアの ％

前年度からの繰越金

利用できる恒久基金シェア収益の ％

地区補助金申請額（返金後）

グローバル補助金

寄贈額

合 計

未使用の 額

（翌年度への繰越金）



財団室ＮＥＷＳ 年 月号

大きなご支援を

誠にありがとうございました

【水と衛生の専門家向け奨学金申請締め切り】
ユネスコ水教育研究所（ で学ぶための奨学金の申請締め切りは、

月 日です。推薦する地区やクラブは、補助金センターで申請書の開始からパ

ッケージ・グラントを選び、申請書を作成、提出します。期限までに、承認が揃い、

提出済みになっていることをご確認ください。詳細はこちら

大口寄付（一括 ドル以上のご寄付）

注： オンライン寄付や諸手続きを要する大きなご寄付の場合、掲載に時間がか

かる場合がございます

ロータリー財団 周年
今年度は、ロータリー財団 周年です。

私たちの財団は、きれいな水の提供、疾病

との闘い、平和の推進、基本的教育の提供、世界的なポリオ撲滅活動など、

多くのプロジェクトを通じて人道奉仕の最前線に立ってきました。

 ロータリー財団 周年特設サイト

 財団 周年の推進用リソース（ ページ）

 財団 周年のロゴとガイドライン（ ファイル）

 推進用ビデオ
 財団 周年の推進キット（ ファイル）

 ロータリー財団の歴史（ ページ）

 ロータリー財団 年誌

 財団 周年記念コイン型キーホルダー（ ドル）

（ 年誌とキーホルダーのご注文は、日本事務局業務推進・

資料室 までご連絡ください。）

＜視聴覚資料＞

・ウェビナー

・ウェビナー「クラブのためのよくわかる

寄付と認証」

・ブランドリソースセンターロータリーの動

画ページ

・ロータリーのビデオ（日本語）

・ で検索 ※こちらはロータリーの

ウェブサイトではありませんので検索語

に を入れます。登録しなくても検

索・視聴はできます。

検索例：

今後の予定

月 日

日国際大会（アトランタ）

月 日
第 ゾーン戦略計画推進

セミナー（岡山県）

月 日世界ポリオデー

月 日

日

日

ロータリー財団地域セミナー

メジャードナー午餐会

ロータリー研究会

国際ロータリー日本事務局財団室

清水優季

山本律子

縄田 怜

望月彩乃

〒

東京都港区三田

三田国際ビル 階

：

：

年 月 日～ 年 月 日 確認分 （敬称略）

地区 クラブ 寄付者 地区 クラブ 寄付者

釧路 清水 幸彦 枚方 堀田 修平

岐阜南 竹腰 兼壽 岡崎 服部 良男

横浜鶴見北 藤林 豊明 名古屋東南 片山 主水 

甲府 野口 英一  

計 名 ※日付順

財団室ＮＥＷＳ 年 月号

【ガバナー月信での や補助金活動の報告掲載】
地区の参加資格認定にて承認をする「地区の覚書（ ）」の「 補助金の使用に関する報告」には、「ガバナーの毎月の

通信物の最終号に、このような補助金の財務に関する情報を掲載する。」とあります。地区補助金、グローバル補助金だけ

でなく の寄贈状況なども含めた「すべての地区財団活動資金（ ）の使用に関して」クラブに報告する必要がありま

す。下記では、掲載の例をご紹介いたします。

〈掲載例〉

〈地区補助金〉

プロジェクト内容 実施地 提唱クラブ 支払額（ドル） 支払額（円）

地元小学校への災害備蓄

物寄贈
日本 ○○

避難誘導標識の寄贈 日本 △△

奨学金（国際 太郎） イギリス 地区

補助金管理セミナー費 日本 地区

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

合 計

※全プロジェクト終了後、返金が ドル発生し、最終使用額は ドルとなった。

※上記は、ロータリー財団から支払いを受けた 年 月の レート（ ドル＝ 円）で計算している。

〈グローバル補助金〉

プロジェクト内容 実施地 提唱クラブ
プロジェクト総額

（ドル）

拠出額

（ドル）

奨学金（国際 花子） アメリカ ●●

女性の就職支援プロジェクト インド 地区

合 計

〈寄贈〉

寄贈先 寄贈額（ドル）

ポリオプラス基金

ロータリー平和センター

合 計

〈 使用状況〉

項目 額（ドル） 配分額（ドル）

年前の年次基金シェアの ％

前年度からの繰越金

利用できる恒久基金シェア収益の ％

地区補助金申請額（返金後）

グローバル補助金

寄贈額

合 計

未使用の 額

（翌年度への繰越金）



財団室ＮＥＷＳ

ロータリー財団 － 年度 月末 地区別寄付報告 単位：米ドル）

年次基金 ポリオ

プラス

その他の

基金

恒久基金 合計

2500 2,261 85,100.00 82.30 186,074.14 16,391.10 4,200.00 8,000.00 214,665.24 109.64% 69.28% - 197.94% 108.73%
2510 2,536 240,497.00 102.30 259,429.26 35,478.54 5,040.00 2,000.00 301,947.80 106.50% 105.10% - - 108.87%
2520 2,264 49,333.00 84.16 190,541.09 20,921.88 1,750.35 13,000.00 226,213.32 138.93% 98.94% - 49.73% 122.65%
2530 2,371 165,320.00 68.01 161,246.75 28,250.65 0.00 24,274.51 213,771.91 95.70% 328.09% 0.00% 264.65% 114.70%
2540 1,122 54,695.00 63.40 71,139.47 4,623.60 0.00 7,500.00 83,263.07 110.20% 221.43% 0.00% 750.00% 121.30%
2550 1,705 57,600.00 131.64 224,439.85 15,391.26 2,100.18 10,006.17 251,937.46 100.59% 68.99% - 140.82% 99.77%
2560 2,094 133,349.00 135.95 284,688.77 24,492.70 2,100.00 5,078.43 316,359.90 119.36% 202.26% 33.33% 44.16% 117.85%
2570 1,606 91,720.00 132.37 212,591.19 41,839.03 0.00 29,983.93 284,414.15 102.45% 96.85% 0.00% 93.24% 97.65%
2580 3,017 382,450.00 151.75 457,827.40 58,724.52 5,367.64 70,434.54 592,354.10 123.52% 213.57% 255.60% 262.16% 138.68%
2590 2,050 271,321.00 144.69 296,604.55 67,152.90 0.00 99,000.00 462,757.45 101.83% 80.44% - 182.49% 107.87%
2600 1,957 243,913.00 160.77 314,624.32 56,660.31 258.62 19,473.00 391,016.25 148.65% 447.93% - 123.78% 162.90%
2610 2,615 279,020.00 118.46 309,778.88 9,800.39 0.00 6,000.00 325,579.27 139.29% 653.20% - 200.00% 143.49%
2620 2,954 285,407.00 123.97 366,215.57 35,523.41 16,275.00 62,584.97 480,598.95 90.21% 82.61% 1550.00% 160.06% 98.26%
2630 3,075 390,820.00 127.13 390,938.37 31,338.84 7,997.97 20,600.00 450,875.18 105.86% 165.07% 799.80% 103.09% 110.17%
2640 1,865 54,400.00 109.20 203,663.03 13,696.56 0.00 7,488.66 224,848.25 90.69% 34.32% 0.00% 18.83% 73.66%
2650 4,588 302,074.00 162.77 746,767.69 75,838.29 12,686.21 108,746.40 944,038.59 108.79% 101.76% 1208.21% 107.76% 109.40%
2660 3,576 314,948.00 161.87 578,834.61 194,677.55 58,276.07 83,300.00 915,088.23 113.51% 162.19% 199.58% 198.58% 130.52%
2670 2,951 134,727.00 90.29 266,458.56 42,519.94 1,680.00 86.21 310,744.71 107.88% 87.65% - 8.26% 104.79%
2680 2,831 315,563.00 118.80 336,332.83 39,016.55 15,023.40 64,800.00 455,172.78 141.34% 124.20% 165.09% 1599.32% 161.11%
2690 3,050 331,380.00 134.32 409,686.42 146,423.73 6,300.00 95,002.00 657,412.15 100.10% 129.99% 600.00% 226.20% 116.36%
2700 3,118 201,834.00 95.54 297,886.31 49,112.37 6,300.00 0.00 353,298.68 220.66% 139.79% - 0.00% 206.44%
2710 3,282 346,200.00 133.08 436,783.44 86,706.39 0.00 79,294.94 602,784.77 117.30% 113.46% - 95.08% 113.27%
2720 2,355 25,900.00 96.27 226,716.74 15,915.70 0.00 65,080.00 307,712.44 119.21% 132.01% 0.00% 424.76% 138.10%
2730 2,336 81,235.00 72.38 169,090.88 15,299.66 0.00 4,220.00 188,610.54 122.83% 129.93% - 95.05% 122.57%
2740 2,206 147,522.00 62.34 137,528.29 18,632.67 0.00 18,300.00 174,460.96 119.74% 172.88% - 226.39% 130.47%
2750 4,805 639,847.00 158.93 763,656.04 172,290.58 12,621.55 284,765.47 1,233,333.64 110.22% 147.96% 17.62% 301.00% 126.43%
2760 4,743 669,879.00 165.81 786,430.09 21,403.48 0.00 71,459.79 879,293.36 117.76% 67.24% - 153.01% 117.81%
2770 2,554 243,338.00 174.33 445,232.03 112,559.80 19,850.40 167,285.64 744,927.87 97.08% 96.54% 650.47% 89.41% 97.33%
2780 2,308 398,945.00 160.34 370,060.03 78,565.61 46,150.00 48,378.23 543,153.87 116.58% 105.51% - 91.34% 122.10%
2790 2,732 196,541.00 105.78 288,985.36 37,093.07 0.00 51,100.00 377,178.43 107.42% 195.18% 0.00% 103.02% 111.05%
2800 1,622 64,600.00 102.02 165,480.57 6,624.05 0.00 7,500.00 179,604.62 131.45% 1073.17% - 300.00% 139.22%
2820 1,939 242,990.00 149.66 290,189.66 44,528.89 2,625.00 46,800.00 384,143.55 107.82% 111.67% 83.33% 112.38% 108.58%
2830 1,173 71,197.00 85.79 100,636.38 16,262.62 0.00 2,929.38 119,828.38 128.34% 76.48% - 71.48% 115.47%
2840 2,058 232,430.00 116.28 239,299.20 43,710.09 0.00 12,109.12 295,118.41 95.29% 133.52% 0.00% 84.78% 98.81%
日本 87,719 7,746,095.00 125.24 10,985,857.77 1,677,466.73 226,602.39 1,596,581.39 14,486,508.28 113.03% 121.55% 154.17% 147.08% 117.47%
世界 1,207,906 76,518,942.00 82.62 99,794,937.61 25,939,697.89 10,455,474.48 20,616,500.06 156,806,610.04 111.12% 134.34% 93.05% 148.88% 116.85%

日本の割合 7.32% 10.12% 　　     ‐ 11.01% 6.47% 2.17% 7.74% 9.24%

その他の基金 恒久基金 合計寄付額

同時期　前年度比

地区 会員数
年次基金

地区目標

一人当り

年次基金
年次基金 ポリオプラス


