
「ロータリー財団の変化」
－ 世界平和を目指して －

国際ロータリー第2820地区

ロータリー財団・社会奉仕委員会合同研究会プログラム

○ 日 時 ： 2022年7月16日(土)

○ 会 場 ： 筑西ダイヤモンドホール (茨城県筑西市)

第1地域ロータリー財団コーディネーター

RRFC 飯村愼一 (宇都宮90RC)

1



2



3

2022年 ヒューストン国際大会

・ 153の国と地域から

約11,000人参加

・ 参加国順位 ：

1. アメリカ

2. フィリピン

3. 日本

4. インド

5. カナダ
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メータ直前会長 ジョーンズ会長

バトンタッチ

日本のロータリアンへの感謝
2021-22年度

日本のロータリアンへの期待
2022-23年度

(2022年6月5日：日本人親善朝食会にて)
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ロータリーのビジョン声明

私たちは、世界で、地域社会で、そして自分

自身の中で、持続可能な良い変化を生むた

めに、人びとが手を取りあって行動する世界

を目指します。
（ロータリー章典２６．０１０．５）
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ロータリー財団は、ロータリアンが、人びとの

健康状態を改善し、質の高い教育を提供し、

環境保全に取り組み、貧困を救済することを

通じて、世界理解、親善、平和を達成できる

ように支援する。

（ロータリー財団章典１０．０２０）

ロータリー財団の使命
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ロ
ー
タ
リ
ー
財
団
の
使
命

ロータリアン

・健康改善
・高質教育
・環境保全
・貧困救済

世界平和

重点分野
など

取り組み

達成

支
援(

補
助
金)

（世界を変える行動人）

手を取り合って行動

寄付
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地域リーダー（Regional Leader）

ロータリアンがロータリーの目標を支え、地域社会で

インパクトをもたらすことができるよう、地区のリーダーと

協力してロータリアンへの支援を行います。

また、ロータリー研究会、ガバナーエレクト研修セミナー

（GETS）、地域・ゾーンでの研修セミナー、地区研修、

その他の行事（依頼された場合）で研修者や進行役を

務めます。

ロータリー章典（29.010.） ロータリー財団章典（24.020.）
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RC(Rotary Coordinator)

RPIC(Rotary Public Image Coordinator) 

既存クラブの支援と強化、および新クラブと衛星クラブの設立を促進により、

ロータリーの行動計画を積極的に推進すること。

地区リーダーと連携して、会員増強、新クラブと衛星クラブの結成、ロータリー

プログラムへの参加をロータリアンとクラブに奨励し、支援。

ロータリー章典（29.020.4.）

ロータリー内外でロータリアンを「世界を変える行動人」として描き出す影響力の

強いストーリーを特定し、効果的に発信する能力をクラブと地区が強化するのを

援助することで、ロータリー行動計画を積極的に促進すること。

地区の組織と連携して、主に地域社会におけるネット上の存在感を得られるように

支援。

ロータリー章典（29.030.4.）
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RRFC（Regional Rotary Foundation Coordinator)
ロータリー財団の年次基金への寄付と、ロータリー財団の補助金およびプログラムへ
の参加を促進することにより、ロータリー財団の目標とロータリーの行動計画を積極的
に推進すること。

ロータリアンやクラブがロータリー財団のファンドレイジング（寄付推進）、プログラム、
補助金プロジェクトに全面的に参加できるよう支援。 ロータリー財団章典（24.020.4.）

EMGA(Endowment/Major Gifts Adviser)
大口寄付と恒久基金のためのファンドレイジングに関する主なリソースパーソン。特に
25,000ドル以上の寄付に重点を置いた大口寄付の特定、開拓、懇請および感謝・認
証を行う。EMGAは、重点分野ごとの大口寄付推進計画委員会（MGI）と協力して、
重点分野を指定した寄付やロータリー平和センターへの寄付を目標としたイベントや
働きかけに取り組む。 ロータリー財団章典（24.030.4.）

EPNC(End Polio Now Coordinator) 
RRFCチームの一員として、ポリオのない世界のためのファンドレイジング(寄付推進)

教育､推進を行うための重要な情報・支援提供を行う。 ロータリー財団章典（24.020.6）
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＜地域リーダーの位置付け＞

RC
RPIC

RRFC
E/MGA
EPNC

地域リーダー

RI TRF

連携

佐藤芳郎RI理事 三木明管理委員
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寄付の種類

概要

シェア
寄付の47.5%ずつが、3年後にDDF(地区財団活動資金)
とWF(国際財団活動資金)、5％が運営費となります。
地区の活動やﾛｰﾀﾘｰ財団の活動に活用されます。

WF
(国際財団活動資金)

寄付を全額WFに指定できます。WFは、グローバル補
助金に対する上乗せやその他財団プログラムの資金等
に活用されます。

重点分野 7つの重点分野のいずれかを指定して寄付ができます。

災害救援活動や復興活動に生かされます。この基金へ
のご寄付は、特定の災害に指定することはできず、ﾛｰ
ﾀﾘｰ災害救援補助金を通じて活用されます。年次基金
が対象となる各種認証や寄付データに算入されます。

ポリオ根絶運動を支援します。(例：ワクチン投与、報
告・モニタリング、症例分析、輸送手段、ヘルスキャ
ンプの設置、広報活動など)

寄付分類名

年次基金
(年次給付)

ロータリー災害救援基金

ポリオプラス
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寄付の種類
概要

シェア
元金はそのままに、収益の50％がDDFに、残りの50％
がWFになります。使用可能な収益が通知されるのは10
月頃です。

WF
(国際財団活動資金)

収益の全額がWFになります。WFは、グローバル補助
金に対する上乗せやその他財団プログラムの資金等に
活用されます。

ロータリー
平和センター

ロータリー平和フェローシップやセンターの維持費な
どプログラム全体に係る費用を支援します。

重点分野
7つの重点分野のいずれかを指定して寄付ができ、使
用可能な収益がプロジェクトに活用されます。

冠名基金
冠名基金を保有している方はご自身の基金に寄付を追
加することができます。

寄付分類名

恒久基金
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2020-21年度ロータリー財団統計
寄付概要 2020-21年度 累計

年次基金 1億3,940万ドル 30億ドル

恒久基金 　  3,260万ドル  4億4,700万ドル

ポリオプラス基金 1億3,320万ドル 19億ドル

その他      4,940万ドル  3億2,770万ドル

現金寄付合計 3億3,320万ドル 57億ドル

恒久基金への新たな誓約      6,940万ドル  8億8,220万ドル

ポリオプラスへの繰入      1,670万ドル -

すべての合計 4億4,090万ドル -

各種プログラム授与金と
運営

3億5,230万ドル
1947年以来：
53億ドル
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2020-21年度寄付総額

2020-21年度寄付総額 ： 4億4,090万ドル（単位：百万ドル）
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順位 国 年次基金 ポリオプラス その他の基金 恒久基金 合計

1 アメリカ $51,985,511 $114,733,336 $7,142,244 $14,572,314 $188,433,405

2 韓国 $16,602,265 $551,998 $1,680,044 $3,854,083 $22,688,390

3 インド $7,857,479 $2,000,016 $10,750,509 $1,780,904 $22,388,908

4 日本 $12,598,570 $2,289,959 $313,683 $1,972,351 $17,174,563

5 台湾 $7,038,965 $1,069,368 $2,296,326 $4,427,976 $14,832,635

寄付上位5ヵ国 2020-21年度
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ロータリー財団収支報告
(単位：1,000ドル)

会計年度累計 2020年6月 2021年6月

収入

寄付 $338,751 $354,750

純投資収益 4,458 182,304

配当分割型寄付同意とその他の活動（純額） （343） 8,231

収入合計 $342,866 $545,285

支出

プログラム補助金 $307,090 $332,792

プログラム運営費 20,581 19,543

寄付推進 19,265 18,050

一般管理運営 14,597 13,254

支出合計 $361,533 $383,639
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恒久基金とは

ロータリー財団の恒久基金は、1982 年に設置

【恒久基金設置の目的や理由 】

・増え続ける奉仕活動を末永く可能にすべく、

その活動資金を恒久的に確保し財政を安定

させる

・恒久基金への寄付は、元本は使われること

なく投資収益のみが活動資金に役立てられる
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単位：千米ドル

ロータリー財団収入

545,285

342,866

投資純益

寄付

360,516

合計 398,208
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投資資産の配分目標

出典：「2019-20年度 恒久基金の財務報告」
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恒久基金の投資純益（2000～2020年）

平均
3.7%

年換算利回り

-1.8%
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恒久基金の投資純益（2000～2021年）

平均
7.5%

年換算利回り

30.5%

-1.8%

2021年は30.5%の
利回り
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ロータリー財団の新たな目標

ロータリー財団は2025年までに

恒久基金の「純資産」と

「寄付の誓約」の合計を、

20億2,500万ドル

にする目標を立てました

寄付の誓約
10億2,500万ドル

8億9,990万ドル

6億9,140万ドル

純資産
10億ドル

合計 15億9,100万ﾄﾞﾙ 20億2,500万ﾄﾞﾙ

2021年12月
現在

2025年までに
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2022-23年度 ロータリー財団の目標（日本）
（財団室NEWS 4月号）
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2022-23年度 ロータリー財団の目標（日本）
（財団室NEWS 4月号）
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ロータリー財団の目標
＜日本の目標＞

・年次基金 ：一人当たり150ドル（寄付ゼロクラブゼロ）

・ポリオプラス：一人当たり30ドル

・恒久基金 ：冠名基金を各地区 1件以上設立

・大口寄付 ：1万ドル以上の寄付100件、

AKS 10名増 （日本全体）

・DDFの活用 ：各地区のDDFを使い切る

ポリオプラスへ寄贈 （DDFの20％）

ロータリー平和センター、

7つの重点分野への寄贈
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2022-23年度 ロータリー財団の目標（世界）

（財団室NEWS 4月号）
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ロータリーの補助金



補助金の種類
• 地区補助金

• グローバル補助金

• 災害救援補助金

• 大規模プログラム補助金

32



地区補助金
• 小規模、短期のプロジェクト

• 地元または海外での活動

• ロータリー財団の使命を支える活動

• 年に一度、地区に一括支給
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グローバル補助金
• 大規模、長期のプロジェクト

• 持続可能、測定可能な成果をもたら
す

• 重点分野に該当する活動

• 海外のクラブや地区と協力

• 最低予算30,000ドル

• WF（国際財団活動資金）からの上乗
せ
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重点分野

•平和構築と紛争予防

•疾病予防と治療

•水と衛生

•母子の健康

•基本的教育と識字率向上

•地域社会の経済発展

•環境（新たに追加）

3
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持続可能性

「持続可能性」の定義は組織に
よって異なります。

ロータリーでは「補助金資金がすべ
て使用された後にも、地域社会の人
びとが自力で地元のニーズを満たし
ていけるよう、長期的な解決策を提
供すること」と定義しています。
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持続可能性への６つのステップ
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ステップ1：

ステップ2：

ステップ3：

ステップ4：

ステップ5：

ステップ6：



災害救援補助金
• 自然災害により被災した地域の
救援および復興活動を支援

• 災害救援基金への寄付によって
支えられる
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大規模プログラム補助金

• 大勢の人に恩恵をもたらす長期の
活動

• 重点分野に該当

• WFから200万ドル（ロータリアンからの追加資
金は必要なし）

• パートナー団体と協力して実施

• 競争制の2段階の申請プロセス

39
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補助金へのローターアクトの参加

• 2022年1月：地区補助金の使用計画でのローター
アクトクラブの追加が可能に

• 2022年7月：ローターアクトクラブによるグローバル
補助金の申請が可能に
• グローバル補助金への参加経験

• ロータリークラブとの協力

•地区補助金から始め、グローバル補助金へと
移行することが推奨される
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補助金統計
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2020‐21年度の補助金統計（世界）

4

2

地区補助金
補助金件数：467件
3110万ドル

グローバル補助金
補助金件数：2,066件
13000万ドル

災害救援補助金
補助金件数：55件
310万ドル



2020‐21年度の補助金統計（日本）

• 地区補助金： 日本34件 417万ドル（4億4千211万円）

• グローバル補助金：日本 165件 990万ドル

重点分野 日本 活動の種類 日本

基本的教育と識字率向上 22 人道的 80

地域社会の経済発展 21 人道的+VTT 0

疾病予防と治療 78 奨学金 82

母子の健康 15 VTT (職業研修チーム) 3

平和構築と紛争予防 22 合計 165

水と衛生 7

合計 165
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2020‐21年度の補助金統計（日本）
地区 人道的 奨学金 VTT

合計
(累計*）

地区 人道的 奨学金 VTT
合計
(累計*）

2500 2 2 (23) 2680 4 3 7 (35)

2510 4 4 (15) 2690 1 1 2 (8)

2520 1 3 4 (16) 2700 2 3 5 (17)

2530 2 2 (10) 2710 1 3 1 5 (25)

2540 0 (1) 2720 5 5 (14)

2550 5 1 6 (14) 2730 1 1 (7)

2560 2 2 4 (19) 2740 1 1 (9)

2570 1 1 2 (17) 2750 5 8 1 14 (70)

2580 5 2 7 (36) 2760 10 4 14 (55)

2590 4 4 (27) 2770 3 1 4 (43)

2600 1 1 (6) 2780 3 4 7 (33)

2610 0 (12) 2790 2 6 8 (24)

2620 1 3 4 (22) 2800 0 (3)

2630 3 4 7 (19) 2820 6 1 7 (38)

2640 2 2 4 (10) 2830 3 1 4 (17)

2650 7 11 18 (58) 2840 1 1 (17)

2660 8 1 1 10 (64)
総計 80 82 3 165 (799)

2670 1 1 (15)

地区別承認件数

（）内は累計＊パイロット期間含む
202１年6月末時点

44

← 第2820地区
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ローターアクト プレコンベンション (ヒューストン国際大会)
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ローターアクト 分科会
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大きくなるのは

成功の結果であって、

成功が必ずしも

大きくなるとは限らない。
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人々は組織がいやで

辞めるのではなく

人々がいやで

辞めていく
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健全な文化は

偶然できるものではない。
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熱く語るローターアクター
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ローターアクトクラブの特徴は

熱意と行動力があることである。
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ロータリー ボイス
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イリーナ・ブシュミナ（Iryna Bushmina）：ウクライナ・ローターアクト代表

・戦争勃発直後、姉と生後3か月の甥と3人で車で逃亡

・姉が車を移動中、イリーナがスマホでローターアクター達へ

チャットでウクライナの状況を連絡

・大勢のローターアクターがすぐに反応して返信し、

多くの人達が即座に支援グループをつくり、国外での宿泊先の

手配、人道支援など様々な要請に対応

・ローターアクトの支援組織

“UNITED FOR PEACE”へつながる
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イリーナ・ブシュミナ氏：
ヒューストン国際大会分科会でウクライナの現状を訴える
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このウクライナの婦人は、1ヵ月半前に幼い子供2人を
つれてカナダへ避難。
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ウクライナ支援のため1,500万ドル（15 MILLION）の
寄付が集まったことを発表するスコットランド民族衣装姿の
マッキナリーRI会長エレクト（ヒューストン国際大会にて）
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ウクライナ支援について

・ロータリー災害救援基金で支援の受付

寄付総額
・世界：1,500万ドル （15 MILLION）
・日本：1,334万ドル （世界の23％）

≪ウクライナ≫

地区 クラブ数 会員数

・ロータリークラブ 2232 62 1,100

・ローターアクトクラブ 2232 24 300
1,400名以上の会員

以上



ウクライナよりの避難民
避難した母親と子ども達



ロータリアンによるサンドイッチの提供 教会内の
シェルター
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私たちロータリアンは 世界で

地域社会で そして自分自身の中で

持続可能な良い変化を生むために

人びとが手を取り合って

行動する世界を目指しています。

－ “ロータリーのビジョン声明” を参照 －



https://msgfocus.rotary.org/c/1HgdIP6JgePaMHs5tCYQk6HHDijY


・ ポール・ハリスの最後の言葉

「 神よ、人々や国々の欠点が目に入らなくなりますように、

長所だけが目につくようになりますように、

地上に平和がありますように。」

ー ポール・ハリス －



ご静聴ありがとう

ございました。

69


