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　国際ロータリーのロータリー財団は、1917年に基金として発足し、1928年国際大会でロー
タリー財団と名づけられた。1931年に信託組織となり、1983年に米国イリノイ州の法令の下
に非営利財団法人となった。ロータリー財団は、財団の法人設立定款と細則に従って、ロータリー
財団管理委員会が慈善的、教育的目的のためにのみ運営するものとする。
 （国際ロータリーのロータリー財団細則）

1. 財団の定義 （Definition Of The Rotary Foundation）

　ロータリー財団は、ロータリークラブおよび地区を通じて実施される、承認された人道的およ
び教育的活動の支援のために寄付を受け付け、資金を分配する非営利財団である。
 （ロータリー財団章典10.010. 2011年9月管理委員会会合 決定8号）
　ロータリー財団は、寄付を受け取り、ロータリークラブや地区の人道的およ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非営利法人と定義されている。この定義は2011
年9月の管理委員会で再確認された。
　組織としては国際ロータリーとロータリー財団はイリノイ州法の別々の条項の下に設立されて
いる。寄付金を受け取って、支出するだけなら、ロータリー財団は必要でない。
　国際ロータリーは、ロータリークラブを通じてロータリアンから人頭分担金を集めている。も
ちろん寄付金を受けることもできるが、寄付者に税制上の優遇措置を与えることはできない。そ
こでイリノイ州法の別の条項の下に、独立した非営利財団のロータリー財団を設立し、米国の寄
付者に税制上の優遇措置を講じている。国際ロータリーがロータリー財団の法人会員となってい
るので、ロータリー財団の正式名称は国際ロータリーのロータリー財団で、ロータリー財団がロー
タリーの方針に沿わない活動をすることはない。両者は理念としては一体のものである。
　ロータリー財団の資産が国際ロータリーの資産の5倍くらいあるため、ロータリー財団の活動
が目立ち、その資産を活用して独自の活動をしているのではないか、と危惧するロータリアンも
いるが、決してそのようなことはなく、ロータリー財団はその資産を増やし、奉仕活動を広げて
いくことに貢献している。

2. 使命 （Mission）

 国際ロータリーの使命 　国際ロータリーは、他者に奉仕し、高潔さを促進し、事業と専門職務
および地域社会のリーダーの間の親睦を通じて世界理解、親善、平和を推進する

（ロータリー章典26.010.1. 2009年11月理事会会合、決定42号）
 ロータリー財団の使命 　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、貧困をなくすことを通じて、世界理解、親善、平和
を構築できるように支援することである。
 （ロータリー財団章典10.020. 2020年6月管理委員会会合、決定131号）

ロータリー財団とは
This is The Rotary Foundation
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 ロータリー財団の標語（Motto of The Rotary Foundation） 
　「世界でよいことをしよう」（Doing Good in the World）が、ロータリー財団の標語である。

（注） 2015年7月～ 2018年末迄の「財団の優先項目と目標（2015年1月管理委員会会合、決定67号）」の第4項目として
決定されたもので、現在のロータリー財団章典から削除されているが、現在も財団のモットーとして広く使われている。

3. ロータリー財団のビジョンステートメント
 （The Rotary Foundation Vision Statement）

　管理委員会は以下のビジョンステートメントを採択した。
　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、
人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。
 （ロータリー財団章典10.030. 2017年9月管理委員会会合、決定12号）。

4. 歴史 （History of The Rotary Foundation）

　ロータリー財団は、1917年、米国ジョージア州アトランタで開催された国際大会において、アー
チC.クランフ（Arch C. Klumph）が ｢全世界的な規模で慈善・教育・その他社会奉仕の分野で
よりよいことをするために基金をつくろう｣ と提案したことに始まった。アーチ･クランフは、6
人目（第7代）のＲＩ会長で、ロータリー財団の父と呼ばれている。各地のロータリアンが目先
の世界の出来事に目を奪われている第1次世界大戦中にアーチ･クランフの夢が提起された。
　数カ月後に、この新しく誕生した基金は米国ミズーリ州カンザス・シティー RCから米貨26ド
ル50セントの最初の寄付金を受け取った。
　1928年ミネソタ州ミネアポリス国際大会で、この基金はロータリー財団と名づけられた。大
恐慌が世界中で影響を及ぼし始めた1930年に、財団は、最初の補助金を授与することができ、ロー
タリーの創始者、ポール・ハリスが名前を秘して、500米ドルを寄付し、身体障害児童保護国際
協会にその500米ドルを贈ることを要望した。この行為はロータリー財団の歴史を振り返ると現
在のポリオプラスを予感させるように思える。
　その後、ロータリー財団は国際ロータリー理事会の同意の下に信託宣言を作成し、1931年11
月12日に信託組織となった。この信託宣言の大要は、ロータリー財団が受け取り管理する財産
およびその収益は、すべて国際ロータリーが行う活動のためにのみ支出されるというものであり、
この信託宣言は今も生きている。
　ちなみにロータリー財団月間（注）は、11月であるが、当初は、11月15日を含む１週間が財団
週間であった。信託宣言が11月であったことで財団月間が11月である理由の一端があると言える。

（注）ロータリー財団月間（The Rotary Foundation Month）
　1964-65年度ＲＩ理事会と管理委員会は、毎年11月15日を含む1週間をロータリー財団週間とすること
を定めた。その後、1983-84年度に、11月をロータリー財団月間と定めた。11月には、全クラブが同時に
財団月間を実施し、この月間はクラブが財団プログラムを支援、推進、参加する特別の期間である。月間中、
財団の活動を広く知らせる手段として、ロータリー財団補助金受領者その他が、クラブ例会や教育機関や地
域社会の会合で、ロータリー財団について講演する。財団の奨学金事業および人道的諸事業についての知識
と理解を深め、財団の推進に役立つプログラムを実施するためのＲＩ理事会指定の月間である。
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　地元地域や世界のために、持ちうるリソースを最大限に生かしたい。そう願うロータリーは、
これまでの長年の経験から、もっとも大きく、持続可能なインパクトをもたらすことをめざして
活動しています。
 現在の重点分野 
　財団はロータリー財団グローバル補助金について以下の 7 つの重点分野を支援する。
　　ａ）平和構築と紛争予防（Peacebuilding and conflict prevention）
　　ｂ）疾病予防と治療（Disease prevention and treatment）
　　ｃ）水と衛生（Water, sanitation, and hygiene）
　　ｄ）母子の健康（Maternal and child health）
　　ｅ）基本的教育と識字率向上（Basic education and literacy）
　　ｆ）地域社会の経済発展（Community economic development）
　　ｇ）環境（Environment） （2020 年 6 月管理委員会会合、決定 159 号）

a）平和構築と紛争予防 （Peacebuilding and conflict prevention）

　ロータリーは、地元や海外の地域社会における紛争転換を促す活動を通じた、平和構築と紛争
予防に関連する研修、教育、実践を支援します。

　紛争の予防・仲裁や難民支援に当たる人材を育て、異文化間の交流と対話を促すことで、平和
な世界づくりを目指しています。
　今日、紛争、暴力、弾劾、人権侵害によって家を追われた人の数は 7000 万人。その半数が子
どもです。このような状況を、私たちは絶対に受け入れません。ロータリーは、異文化交流を通
じて相互理解の心を育て、紛争解決のスキルを備えた人材の育成を通じて平和な世界づくりを促
進しています。

ロータリーの
重点分野

環境

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

地域社会の
経済発展

基本的教育と
識字率向上

重点分野
Current Areas of focus

第２章
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　平和な環境をつくるロータリー
　人道的組織として、平和はロータリーの使命の礎となるものです。私たちは、地域社会での平
和構築のために人びとが協力すれば、その変化が世界的な影響を生むと信じています。
　ロータリー会員は、奉仕プロジェクトや平和フェロー・奨学生への支援を通じ、貧困、差別、
民族間の衝突、教育機会の欠如、リソースの不平等な配分といった紛争の根底にある問題に取り
組むために行動を起こしています。
　ロータリーは、新たな課題に応えるために平和構築へのコミットメントを高めています。ロー
タリーが未来にインパクトをもたらすには何ができるか、持続可能な変化を目指すロータリーの
ビジョン声明をどのように実現できるか、といった課題に取り組むべく、ロータリーは「平和構
築」の定義をさらに広げ、より多くの人が平和構築に参加できる方法を見つけることで、団結と
幅広い参画による平和という概念に基づくアプローチを取っています。
　ロータリーは、平和が可能となる環境を築いています。 

平和の推進におけるロータリーの4つの役割 
ロータリーとロータリー会員が担う役割：
 実践者 ：�疾病との闘い、水と衛生、母子の健康、教育の支援、地域経済の発展といった分

野でのロータリーの活動は、平和な社会への最適な条件を作り出します。
 教育者 ：�ロータリー平和センターは、効果的な平和の推進者となる1,400人の平和フェロー

を育成してきました。卒業したフェローは、政府、教育、国際機関などで平和分
野のキャリアを築いています。�

 調停者 ：�ロータリー会員は、ポリオの脅威にさらされた地域のすべての子どもにワクチン
を投与するため、紛争地域における人道的停戦の交渉を行ってきました。�

 提唱者 ：�ロータリー会員は、平和構築や紛争後の復興プロセスに積極的にかかわり、重要
な役割を果たしています。

b）疾病予防と治療 （Disease prevention and treatment）

　ロータリーは、疾病の原因と影響を減らすための活動を支援します。この分野のプロジェクト
は、医療サービスへのアクセスの改善および拡充、医療機器の提供、または医療従事者の研修に
よって医療システムを強化します。

　命を脅かす病気（ポリオ、エイズ、マラリアなど）について正しい知識を伝え、発展途上国で
低額または無料の医療を提供するなどして、病気の予防と治療を支援しています。
　誰にとっても「健康であること」は何より大切。でも、基本医療を受けられない人は世界で 4
億人と言われています。質の高い医療を受ける権利はすべての人にあると、私たちは信じています。
　世界で数百万人が病気によって苦しみ、貧困を強いられています。私たちが疾病の予防と治療
に力を注ぐのは、このためです。病気の蔓延や医療不足に悩む地域社会に、仮設クリニックや献
血センター、研修施設をつくったり、医師と患者と政府が協力できるインフラを設計するなど、
世界中のロータリー会員は、人びとがより良い医療を利用できるよう支援しています。
　マラリア、HIV ／エイズ、アルツハイマー、多発性硬化症、糖尿病、ポリオなど、人びとを苦



31

3
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
シ
ェ
ア
シ
ス
テ
ム

1. ロータリー財団の資金の使われ方
 （How to use Fund of The Rotary Foundation）

 寄付の種類によって使われ方は違う。
　①  年次寄付金は３年間、資金として運用し、その運用益は財団の運営費に使われる。
  元金は３年後、半額が DDF（地区財団活動資金）、残りの半額が WF（国際財団活動資金）

として戻される。これがシェアシステムと呼ばれるものである。
　②  恒久基金は元金を使わない。運用益のみを地区と財団で使う。
　③  ポリオプラスやロータリー平和フェローシップおよびロータリーの重点分野等に対する寄

付に指定した寄付金は、指定されたポリオ根絶のためやフェローシップ支援にのみ全額が
使われる。

　④  グローバル補助金へのクラブからの寄付金は、指定されたグローバル補助金プロジェクト
に使われる。地区補助金とグローバル補助金を地区や地区内クラブで使うことができる。

用語定義（Terminology）
　「一般寄付（general giving）」および「制限付き寄付（restricted giving）」、「国際財団活動
資金（WF）（World Fund）」、「地区財団活動資金（DDF）（District Designated Fund）」、「特
別使途資金（Special Use Fund）」、「ロータリー財団年次基金（Annual Fund of the Rotary 
Foundation）」という用語は以下のように使用するものとする。

寄付の種類
　寄付には以下の 2 種類がある。一般寄付と制限付き寄付である。
 （2000 年 4 月管理委員会会合、決定 126 号）。

　● 一般寄付（general giving）
　● 制限付き寄付（restricted giving）

年次基金
　一般寄付を行う寄付者は資金の使途を指定しない。
　ａ． 各会計年度末に、一般寄付は地区ごとに合計される。
　ｂ． 各地区の一般寄付合計額は、2021 年 7 月より地区財団活動資金（47.5%）と国際財団活

動資金（47.5%）および運営費 (5%) の資金に分けられる。
　ｃ． 各地区は、指定した使途に使用できる資金残高を含む地区財団活動資金「口座」を持つ。

プログラムオプションが地区によって選出されるたびに、該当する必要資金がその使途に
充当され、後に「口座」から支出される。

　ｄ． 国際財団活動資金（WF）へ直接寄付も行うことができる。寄付者からの寄付は金額を問
わず国際財団活動資金に 100％充てられる。

プログラムとシェアシステム
Programs & Share System of The Rotary Foundation

第３章
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　各資金には投資収益が発生する（利息、配当金、および実現／含み損益）。これらの投資収益
は「収益収入資金」という個別口座に記録される。
　地区財団活動資金、国際財団活動資金、収益収入資金がまとまってロータリー財団の一般資金
を構成する。 （2020 年 12 月管理委員会会合、決定 67 号）

制限付き寄付
　制限付き寄付は特別な使途が寄付者によって指定されている寄付すべてを指す。
　◦ 恒久基金への寄付はこの資金に計上される
　◦ ポリオプラスへの受領寄付はこの資金に計上される
　◦ 承認済み特別補助金への寄付は、支出されるまで一時的に特別使途資金に計上される
　◦ 冠名基金によるものではない冠名奨学金への寄付は特別使途資金に計上される
　◦ 個人の寄付者からの特別使途を指定した 25,000 米ドルを超える寄付は特別使途資金に計上

され、その使途に充当される
　◦ 特別使途を指定した 25,000 米ドル未満の寄付または共同資金寄付は国際財団活動資金に計

上される
　◦ 寄付者からの寄付は金額を問わず国際財団活動資金に 100％充てられる（2000 年 4 月管

理委員会会合、決定 126 号）

2. ロータリー財団のプログラム
 （Programs of The Rotary Foundation）

　① ポリオプラス（Polio Plus）
  ポリオ根絶はロータリーの最優先項目。ポリオ常在国、ウイルス流入国、高リスク国を中

心とした世界のポリオ根絶のための取り組み。
　②  ロータリー平和センター（Rotary Peace Centers）
  世界に７つあるロータリー平和センターの 1 つで、国際関係、平和、紛争解決とその関連

分野で学ぶ学生への奨学金。
　③  補助金プログラム（Rotary Foundation Grants）
  人びとによりよい生活をもたらし、地域社会に貢献するロータリアンの活動を支えている

活動。

 ロータリー財団の補助金は、以下の２つである。

　　1. 地区補助金（DG：District Grants）
　　2. グローバル補助金（GG：Global Grants）

　この２つの補助金とも、人道奉仕プロジェクト（Humanitarian Projects）、奨学金（Scholarship）
および職業研修チーム（VTT：Vocational Training Team）の３つの活動からなる。
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1. 補助金の種類 （Type of Grants）

　ロータリー財団は、地区補助金とグローバル補助金を授与する。地区補助金は、財団の使命（ロー
タリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、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すること）と一致する奨学金、旅行、プロジェクトに充てるため
に地区に一括で支給される。
　グローバル補助金は、重点分野のうち１つに関連する大学院レベルの海外留学奨学金、職業研
修チーム（VTT）、プロジェクトのために授与されるものであり、地域社会のニーズに基づき、
その成果が測定可能、持続可能なものでなければならない。

 ロータリー財団の補助金は、以下の２つである。

　　● 地区補助金（District Grants：DG）

　　● グローバル補助金（Global Grants：GG）

（1）地区補助金（District Grants：DG）
　地区補助金は、地元や海外の地域社会のニーズに取り組むための、比較的規模の小さい、短期
的な活動を支援する。各地区は、この補助金を配分するプロジェクトを独自に選ぶ。
　地区補助金は、地区やクラブの幅広いプロジェクトや活動に活用できる。
　　◦ 人道的プロジェクト（奉仕活動を行うための現地への渡航や災害復興活動など）
　　◦ 奨学金（教育機関のレベルや場所、支給期間、専攻分野の制約なし）
　　◦ 青少年プログラム（ロータリー青少年交換、ロータリー青少年指導者養成プログラム

［RYLA］、インターアクト）
　　◦ 専門職業をもつ人びとから成る職業研修チーム（VTT）の派遣（現地の人びとに職業研修

を行うチーム、または現地で職業スキルを学ぶチーム）

　地区補助金はさまざまな奉仕プロジェクトに柔軟に活用できる。地区補助金の要件および制約
事項については、最新のロータリー財団地区補助金とグローバル補助金 授与と受諾の条件（Ⅱ、
Ⅲ章）を参照のこと。

（a）．申請方法
　地区は、3 名のロータリアンから成る補助金委員会を設置する必要がある。この 3 名には、補
助金の実施年度の地区ガバナー、地区ロータリー財団委員長、地区補助金小委員会委員長が含ま
れる。これらの委員会委員は、地区補助金の申請において承認手続きを行い、申請書を提出する
責務を担う。
　地区は 1 ロータリー年度につき 1 回申請を提出することができ、申請には使用計画を含める

補  助  金
Rotary Foundation Grants

第４章

行動しよう：www.rotary.org/ja/grants

地区補助金
地域社会のために
短期の活動に柔軟に活用

グローバル補助金
より大きな成果をめざして
持続可能な長期の活動＆奨学金

ロータリーの補助金で
ビジョンをかたちに
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必要がある。補助金増額の要請は、ロータリー財団が補助金の支給を開始する前に行われる必要
がある。地区補助金の申請はすべて、補助金が申請されたロータリー年度の 5 月 15 日よりも前
に提出されなければならない。

（地区補助金の場合）：
１．地区は、年度中に発生し得る臨時費のために、地区補助金の 20％までを取っておくこと

ができるが、承認された後に補助金に追加するすべてのプロジェクトと活動は、資金を利
用する前に財団からの承認を受ける必要がある。使用計画にこの臨時費を盛り込み、最終
報告書を提出する際に臨時費の内訳を記載する必要がある。

２．補助金の 3％までを、補助金に関連した管理運営費（銀行手数料、郵送料、ソフトウェア、
独立財務評価など）に充てることができる。

（b）．参加資格認定
　ⅰ ) 地区
　認定手続きは簡単である。地区ガバナー、ガバナーエレクト、地区ロータリー財団委員長が以
下を行う。
　◦ 補助金センターで、「地区の覚書（MOU）」を読み、いくつかの質問に答え、MOU に同意

する。
　◦クラブを対象とした補助金管理セミナーを実施する。
　　 地区は、補助金管理セミナーをオンラインコースに変更、またはこれらのコースで補完する

ことができる。オンラインコースには、9 つのトピックと知識チェックが含まれている。
　　 地区は、ラーニングセンターのレポートを使用して、クラブの進捗状況と参加資格を確認す

ることができる。
　認定に関連する書類やリソースは、ロータリー補助金サイトから随時見ることができる。

　ⅱ ) クラブ
　地区補助金の利用をクラブが希望する場合、地区に直接申請することができる。地区補助金の
プログラムは地区によって異なる。利用可能な資金、申請書、指針、締切日、その他の必要条件
について地区にお問い合わせください。
　また、グローバル補助金の申請に先立って、クラブが地区から認定を受けるため、会長と会長
エレクトが以下を行う必要がある。
　◦ 「クラブの覚書（MOU）」に同意する。
　◦ 地区が設定した補助金管理セミナーを完了する。このセミナーは、従来の会合形式、オンラ

イン形式、またはこれらを合わせた方法で行うことができる。
　◦ 地区が独自に定めたそのほかの要件を満たす。
　クラブが認定状況を維持するには、毎年、この手続きを行う必要があります。詳しくは地区に
お問い合わせください。

参加資格の認定：https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/qualification 
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3. 地区補助金とグローバル補助金 授与と受諾の条件
 （Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants）
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資　料（2021 年 4 月版）Rotary_Grants_terms_conditions_ja.pdf
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¿HIJ=>� ļ5mÐÍñúÁoÅ@A�júýQ·ýê:KLG(ÌèéÅ  ú<AÅ=�úÓÔ��júáýý]·ýMNÔPQÅ=�úÓÔ��júáýýÕ�Ì��Å�ñ¿l ¹̧¦�ÉÊËÂÕcÅ !Çß"*$ßHßàáý



86

4
補 

助 

金

よくある質問 Q： 国際財団活動資金（ＷＦ）とは何ですか？
A： ＷＦは、世界中で最も優先される活動に充てられます。

シェアへのご寄付の 50％がＷＦとなります。財団は、
すべての地区が利用できる補助金とプログラムのため
にＷＦを活用します。

Q：地区財団活動資金（DDF）とは何ですか？
A：地区財団活動資金（DDF）は、地区や地区内クラブが選んだ、財団やクラブおよび地区の
プロジェクトに充てられます。地区は、DDF の半分までを地区補助金として利用できます。
DDF の残りは、グローバル補助金として利用するか、ポリオプラス、ロータリー平和センター、
他地区に寄贈することができます。

Q： ロータリー補助金　クラブの参加資格認定
A： よりよい地域社会をめざして長期的な成果をもたらすため、入念な活動計画を経て、世界

各地で実施されるロータリーのプロジェクト。そうした数々のプロジェクトを支えるロータ
リー補助金は、参加資格を設けて最善の資金管理に努めています。クラブの参加資格認定に
関し、以下のよくある質問への答えをご参照ください。

Q： クラブが、ロータリー補助金を申請するにあたり、参加資格の認定を受けていなければな
らないのはなぜですか。

A： 参加資格認定手続きは、補助金の資金管理に必要な体制をクラブが備えていることを確認
するためのプロセスです。グローバル補助金では、クラブが代表提唱者となるために、参加
資格の認定を受けている必要があります。地区補助金では、クラブが補助金を受領するため
に参加資格認定が必要かどうかを、地区が決めることができます。

Q： クラブは、どのようにして参加資格の認定を受けることができますか。
A： クラブの覚書（MOU）に署名し、地区が実施する補助金管理セミナーにクラブの代表者を

少なくとも 1 名出席させなければなりません。また、認定を維持するには、クラブが毎年
これらの手順を踏まなければなりません。
「クラブの覚書（MOU）」、「補助金管理セミナー指導者用手引き」、「補助金管理の手引き」
などの関連資料は、www.rotary.org/ja/grants からダウンロードできます。

Q： 誰が覚書に署名しますか。
A： クラブの覚書には、その覚書が適用される年度のクラブ会長と会長エレクトが署名します。

Q： 補助金管理セミナーは、いつ開催されますか。
A： ロータリー財団は、補助金管理セミナーを、会長エレクト研修セミナー（PETS）、地区研修・

協議会、地区大会のいずれかに付随して開催するよう推奨していますが、地区の裁量により、
ほかの時期や場所で開催することも可能です。
クラブを対象とする、この補助金管理セミナーの開催に先立ち、地区は参加資格認定を受
けている必要があります。これは、認定要件を十分に理解した上で、セミナーを行うため
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です。
地区は、このセミナーを複数回行うよう推奨されています。例えば、PETS で 1 回、地区研
修・協議会でも 1 回、そして一年を通じて随時、欠席した人のための研修セッションを行
うことができます。

Q： 補助金管理セミナーは、ウェビナーやビデオ会議などの形式で行うことは可能ですか。
A： 補助金管理セミナーはこれまで、参加者が 1 つの会場に集まって行うこととなっていまし

たが、現在は、数回にわたるウェビナーの形式を用いる選択肢があります。ウェビナーを
行う場合の詳しい説明は、https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants からダウ
ンロードできます。

 ◦ ロータリーの補助金に関するプレゼンテーション：全 4 種類の補助金について概説
 ◦ ラーニングセンター：補助金の管理など、幅広いトピックに関するコースと研修資料
 を参照ください。
  また、ウェビナーに関する一般的な情報は、http://www.rotary.org/myrotary/ja/ のラー

ニングセンターにあるコース「地区クラブ活性化ワークショップ指導者用手引き」等を参
照ください。

Q： クラブは、ほかの地区の研修に出席することはできますか。
A： 地区の許可があれば、クラブはほかの地区または多地区合同の研修に出席できます。 この

ような例外を認めるかどうかは、地区の裁量で決定されます。
クラブがほかの地区または多地区合同の研修に出席することを認めた地区は、それらのク
ラブが自らの地区に特有な資格要件についても必ず研修を受けるようにする必要がありま
す。
セミナーがどこで開催されるかにかかわらず、クラブが適切な研修を受けられるよう、地
区が最終的な責任を持つことになります。

Q： 誰が補助金管理セミナーに出席しますか。
A： 参加資格の認定を受けたいと望む各クラブから会員 1 名が出席する必要があります。クラ

ブ会長エレクト、そのほかのクラブ役員、補助金管理に関わる会員が、クラブを代表してセ
ミナーに出席することが推奨されています。
・ 追加で何名までのクラブ会員をセミナーに招くかは、地区が決定します。
・ 地区は、可能な限り、ロータリー補助金に関心のあるすべてのクラブ会員にセミナーへ

の出席を奨励すべきです。

Q： 地区はクラブの参加資格要件を追加することができますか。
A： ロータリーの要件に、地区独自のクラブ参加資格要件を追加することができます。地区の

定める要件は、クラブの覚書（MOU）の補遺として詳しく記載する必要があります。

Q： 地区はどのような追加要件を設けることができますか。
A： 追加要件を設ける際は、自国の法律や規制、地区独自の状況（例えば、より厳しい会計基

準など）を考慮するとよいでしょう。
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1. ポリオプラスとは （Polio Plus）

（1）概要（Brief Overview）
　ロータリーは1979年に初めてポリオのプロジェクトに携わった。
フィリピンの 600 万の児童にポリオの予防接種をするという 5 カ
年間の誓約だった。これが、保健、飢餓追放および人間性尊重（3-H）
プログラムの最初のプロジェクトで、国際ロータリーの 75 周年基
金から補助金が授与された。
　1980 年代初めに、ロータリーは史上最も意欲的なプログラムを計画し始めた。世界中の児童
にポリオの予防接種をしようというプログラムである。ロータリーは、故アルバート・セービン
博士の助言と支援を得て、1985 年にポリオプラス・プログラムを設けた。ポリオと共にハシカ、
ジフテリア、結核、百日咳、破傷風の五つをプラスして、同時追放を目的としているためポリオ
プラスと呼んでいたが、ポリオプラスの『プラス』は最初の頃と意味が変わって、現在は、世界
的なポリオ根絶運動がもたらした遺産のことを指している。

　ロータリー財団または国際ロータリーの他の補助金プログラムからの資金をポリオ以外のワク
チンまたはポリオのリハビリに使用することができる。ただし、ポリオプラス基金はこのような
活動に活用されない。 （ロータリー財団章典 32.020.）
　1985 年にポリオプラス・プログラムを開始して以来、ロータリーはポリオ根絶を組織の最優
先項目としてきた。世界ポリオ根絶推進活動のパートナー団体とともにロータリーが活動を開始
した 1988 年には、125 カ国で 35 万件以上の発症が確認されていたが、以来、25 億人以上の
子どもにポリオの予防接種を行い、発症数は 99.9％減少している。
　ロータリーは 1985 年以来、ポリオ根絶活動に 20 億米ドル以上の資金（ビル＆メリンダ・ゲ
イツ財団からの上乗せを含む）を投入している。
　また、アドボカシー（政府への働きかけ）を通じて、援助国、民間団体、多角的センター、お
よび非援助国から GPEI への寄付額は 150 億ドル以上になっている。

●ポリオが今も残る国は２カ国だけなのに、なぜ 15 億米ドルも必要？
　ポリオ根絶まであと 15 億米ドルが必要とされている。なぜ資金が必要なのか。ポリオを根絶
するには、野生株ポリオ・ウイルスによる発症が起きている２カ国（パキスタン・アフガニスタン）
でウイルスの感染を断ち切らなければならない。さらに、既に「ポリオフリー」となった国にウ
イルスが流入しないようにする必要がある。ウイルス流入のリスクが高い国々（最高 60 カ国）
では、現在も子どもへの大規模な一斉予防接種キャンペーンが行われている。すべての子どもが
ポリオにおびえずに暮らせる日が来るまで、活動をやめるわけにはいかない。
　ポリオを完全に根絶しない限り、今後 10 年間に新たな発症数が世界で 20 万件に上ると推定
されている。
　ロータリーは 2017 年 6 月のアトランタでのロータリー国際大会で 7 月 1 日から向こう３年

ポリオプラス
PolioPlus

第５章
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間で 1億 5,000 万米ドル（毎年 5,000 万米ドル）を約束した。2019 年１月 22日、ポリオ根
絶に年間 1億 5,000 万ドルを投入するための長期パートナーシップをさらに、継続することを
発表しました。この提携の下、ロータリーは今後 3年間、毎年 5,000 万ドルを拠出することを
目標に掲げ、ゲイツ財団がロータリーの拠出金に対して 2倍額を上乗せすることとなります。こ
の資金は、疾病のサーベイランス（監視活動）、技術支援、予防接種活動の運営支援など、ポリ
オ根絶活動に充てられます。ロータリーとゲイツ財団のパートナーシップによりこれまで 20億
ドルが生み出された。ポリオ根絶がいよいよ現実になる日が近づいている。

（2）「ポリオ」という病気
　ポリオ（急性灰白髄炎）は非常に感染性の高い病気であり、特に感染しやすいのは 5歳未満の
子どもである。日本では一般に「小児まひ」と呼ばれることもある。
　ポリオウイルスは人から人へ感染し、最も多いのは汚染水を通じた感染で、神経系を侵すこと
もあり、これによって身体の麻痺を引き起こす可能性がある。ときには死に至ることもあり、治
療法はないが、ワクチンで予防が可能である。
　ロータリーとそのパートナー団体は、これまで世界中 25億人以上の子どもにワクチンを投与
する活動を行ってきた。

（3）ポリオプラスの意味
　1985 年にロータリーがポリオプラスを開始した時、「プラス」という言葉は、ポリオ根絶の
取り組みが、子どもの間に流行する他の５種類の伝染病（はしか、結核、ジフテリア、百日咳、
破傷風）の予防接種にも広がるだろうという考えを表していた。時とともに、ポリオ根絶の取り
組みによる恩恵は増えてきた。
　ポリオワクチンを投与するキャンペーンでは、ビタミンＡのサプリメントを配布するといった
健康面から命を救う手段が生まれた。ワクチンを運搬、保存するための新しい物流方法により、
発展途上地域での感染症との闘いが以前より容易になった。
　また新たなポリオ発症の発見を目的とする研究所や診療所の巨大なネットワークによって、ポ
リオだけでなく、ほかのウイルスの感染状況も監視できるようになった。加えて、ロータリーが
立ち上げに寄与した世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）は、世界的な保健問題に取り組むための
官民パートナーシップの手本として国際的に知られている。このように、ポリオプラスの「プラ
ス」は、ポリオが常在する２カ国での感染抑止にとどまらず、ポリオがこの世からなくなった後
にも、ほかの感染症との闘いを支えていくインフラと協力態勢という遺産をも意味している。

（4）世界ポリオ根絶推進活動（GPEI：Global Polio Eradication Initiative）
　世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）という言葉を聞いたことがありますか。これは、国際ロー
タリーをはじめとするパートナー団体と各国政府による、世界からポリオを根絶することを使命
とする官民共同のパートナーシップである。
　1988年に世界保健総会がポリオ根絶を決議し、GPEI が立ち上げら
れて以来 30年間、懸命な活動によりポリオの発症数は 99.9％減少。
根絶実現に向けたラストスパートを迎えた今、このパートナーシップ
の重要性はさらに高まっている。
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　20 年の年月をかけ、ロータリーにとって、初めて
の地球的規模の財団プログラムが全世界のロータリ
アンの協力を得て終結しようとしているとき、命を
かけてこの計画の推進に献身された奉仕の軌跡を振
り返って見ることが大切であろう。
　国際ロータリーは、1978 年の東京国際大会におい
て 3H プログラム（保健、飢餓追放および人間性尊重
プログラム）を発表し、1983 年～ 88 年にポリオプ
ラス・プログラムに発展、創立 100 年にあたる
2005 年までに、世界の多くの子供を“死か、障害を
持って生きねばならない”ポリオを地球上から根絶
する計画を決定した。

　ポリオの根絶は、全世界の幼い子供を持つ親たち
の強い念願であったのだ。

　1915 年ニューヨーク市でポリオが大流行し、
7,000 人の幼い命を奪い、27,000 人を麻痺させ、鉄
の肺に入らねばならない子供の将来を打ち砕いた。
　日本でも、1960 年北海道、夕張から始まり、瞬く
間に北海道全土に広がり、幼い子供を持つ親たちの
心配、苦しみは筆舌に尽くせないものであった。

　ポリオ根絶という壮大な計画を発足させるきっか
けを作ったのは日本人である。

　ロータリー財団管理委員長カルロス・カンセコ氏
は、正式の文書の中で次のように述べている「私は
ボランティアたちによる一つの奉仕プロジェクトか
ら、また新しい奉仕プロジェクトが生まれたことを
実際に見ています。東京麹町ロータリークラブの山
田　彝

つね
さんは、1981 年からハシカの免疫プロジェク

ト を 監 督 す る た め
に、ボランティアと
してインドに行きま
した。その経験を生
かしこのボランティ
アはポリオ免疫プロ
ジェクトを発足させ
てきたのです。」と。

　私と山田さんの出
会いは 1986 年に続
き 87 年の国際協議
会にグループリーダーとして参加した時である。こ
の年度の協議会は特別のものであった。「長期間の準
備を終えて、この年度からポリオ計画の募金活動が
始まったのである。朝 9 時から 5 時までの部門別の
セッションを終え、夕食後 7 時から 11 時まで、日本
語グループでのポリオ計画の説明が 2 回にわたって
行われた。説明者はインターナショナル・コーディ
ネーターの山田　彝

つね
氏で、彼の経験に基づき、詳し

い説明と具体的な募金方法、質疑応答などが行われ、
参加者全員が初めて耳にする壮大な計画に、果たし
て成功するかどうか誰もが不安を覚えたものだ。

　山田さんがポリオ免疫プロジェクトを始めること
になった動機を次のように話している。「私が仕事で
インドへ行ったときのことです。夜遅くまで続いた
会合の帰り、ギョッとして立ち止まった。ガサガサ
と音がしたのです。犬か猫が餌をあさっているのか
と、音の方向を凝視した時、月の明かりで私が見た
ものは、芝生の上をやせ細った少年が手と肘を使っ
て這っている姿でした。それは、今思い出しても胸

ポリオプラスに命をかけたロータリアン

山　田　　彝
つね

 さんに学ぶ
ポリオプ

ラス

エピソー
ド

　次にポリオプラスで忘れてはならないロータリアンを紹介する。現在の国際ロータリー日本
事務局の前身である日本支局時代、新任の翻訳室長だった私は、通常業務の翻訳のほか、ポリ
オプラスの山のような資料の翻訳に唖然としていた。そのとき、助けてくれたのが山田彝（つ
ね）氏である。ご自分で、かなりのポリオプラス資料を翻訳して下さったうえ、私に、数々の
翻訳についての助言を戴いた。山田氏から直接指導を受けたのは、私にとって生涯の誇りであ
り、貴重な機会であったと感謝している。ロータリーで働いていればこその幸運だった。

片岡　暎子（元川口西ロータリークラブ）
元国際ロータリー日本事務局財団室財団室長
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が締め付けられるような痛々しい光景でした。多分
幼い頃にポリオにかかり、足が麻痺してしまったの
でしょう。この少年の姿を見たとき、私は、南イン
ドの子供たちを日本人の手でポリオから救いたいと
の思いが生まれたのです。」

　山田さんは、1981 年からボランティアとしてイン
ドのハシカ免疫プロジェクトに４週間の奉仕活動に
従事し、その経験を生かして翌年、南インドのポリ
オ免疫プロジェクトを推進、近隣 13 クラブの共同奉
仕として活動の幅を広げ、更に東京地区の 100 以上
のクラブの協賛を得て、奉仕の巾がさらに大きくな
り、効果も上がってきた。

　国際ロータリーはこの活動の成果を検証し、ロー
タリー創立 100 周年の事業に意義ある事業として引
き継がれることになったのである。

　毎年 50 万人の子供がポリオにかかり、大変な問題
になっていたが　今や 20 億の子供にワクチンを投与
して最終段階に入っている。
　天然痘の根絶は 200 年かけて成し遂げたが、それ
より更に難しいといわれるポリオを、WHO、ユニセ
フ、主要各国と協力して、ポリオプラス・プロジェ
クトを 20 年で達成しようとの計画が、全世界のロー
タリアンの力強い協力によって成し遂げられること
を考えれば、ロータリーの偉大な力に驚嘆するばか
りである。

　山田さんは講演の最後に「世界は急速に変わって
います。人間が月へ旅行できること、他人の臓器で
生命を救うこと、生活水準の向上など、しかし世界
の子供たちはみんな健康で幸福に育っているでしょ
うか？日本や先進国は恵まれていますが、然し、発
展途上国では想像もつかないほど悲惨な状態が続い
ています。

　どうか、皆さんの手で発展途上国の子供を救って
あげてください！お願いいたします」と眼にいっぱ
い涙をためて、深々と頭を下げて話は終わるのであ
る。

　参加者の拍手はいつまでも鳴り止まなかった。

　山田さんと私の出会いは、国際協議会の２週間、稚
内の地区大会、利尻礼文島のエクスカーションで肩
を組んで知床旅情を唄い、浜松の地区大会で水割り
を飲みながら時間を忘れて話し合ったなど、短時日

であったが密度の濃い交友は、私の人生に宝石のよ
うな輝きを心の奥底に刻み込んでいる。

　私より 2 歳上の山田さんは東京大学を卒業、富士
ゼロックス東南アジア地域支配人をつとめ、1987 ～
88 年度の東京麹町ロータリークラブの会長をつとめ
られた。
　浜松の地区大会で別れる時、彼は「今から松江の
地区大会に行きます、来年４月の大阪城ホールでの
貴方の地区の大会でお会いすることを楽しみにして
います。お元気で」と固い握手をして別れたのが最
後になった。「検査入院しているようですよ」と風の
便りに聞いてまもなく訃報が入った。

　7 月 12 日　山田　彝
つね

氏死去　享年 64 歳

　その直前のフィラデルフィアの国際大会で、ポリ
オプラス計画についてのアナウンスがあり、全世界
のロータリアンの善意の寄付金がワクチン購入予算
の 2 倍に達したことが感動的に報告され、大成功が
報じられたのである。
　彝

つね
さんは、この報告を病床で聞いたであろうか、知

るよしもない。

　私は、ちょっと前かがみ、背の高い、美しいグレー
の髪、優しい眼で、はにかみながら熱をこめて話す
山田　彝

つね
さんの姿を忘れることはできない。

　「自分のことを後回しにして、人の為に尽くす人々
のことを、決して忘れてはならないと思うのである。」

　今日本では、「会員増強の難しさに直面している、
しかし、周知を集め、楽しいクラブ、お互いが磨き
あい信頼しあい助けあい温かいクラブにするために、
みんなが努力することで新しい会員を迎えることが
できることを信じている。

　山田　彝
つね

さんが、身命を賭してポリオプラス計画
の端緒を開かれたことを考える時、そのような志の
一端を受け継いでくれる新しい仲間を迎えることの
大切さは誰もが認識できるであろう、お互いに力を
あわせて会員増強に全力を投入しようではないか。

戸　田　　孝 PDG
「ロータリークラブに入ってよかった！」

より抜粋
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1. ロータリー平和センターの概要
 （Brief Overview of Rotary Peace Centers）

　ロータリー平和センタープログラムにはビジョンがある。それは、
紛争予防と解決に取り組む平和活動家とリーダーのネットワークを
通じた、持続可能な平和の構築である。
　このビジョンを実現するため、ロータリーは8つの一流大学と提
携を結んでロータリー平和センターを運営している。これらの平和
センターでは、平和構築者のエンパワメント、教育、スキル向上に焦点が置かれ、理論的な
研究と実践的な研修のほか、グローバルなネットワークを構築する機会を得ることができる。
　2002年にロータリー平和センターが開設されて以来、1,400人以上の人がロータリー平
和センターの卒業し、現在、115カ国以上で平和と開発のイニシアチブに取り組んでいる。
　ロータリー平和センターは7つあり、8つの大学に設置されています。 
　このうち５つのセンターでは、平和と開発に関する修士号取得プログラムを提供している。

　◦デューク大学およびノースカロライナ大学チャペルヒル校
　　　　　　　　　　　　　　　　　（合同で一つの平和センターを運営）（米国） 
　◦国際基督教大学（日本） 
　◦ブラッドフォード大学（英国）
　◦クイーンズランド大学（オーストラリア） 
　◦ウプサラ大学（スウェーデン）
　これらに加え、2つの平和センターでは、平和と紛争研究に関する専門能力開発修了証取
得プログラムを提供している。場所は、タイのチュラロンコン大学とウガンダのマケレレ大
学にあり、オンライン学習、教室での授業、社会変革イニシアチブを合わせた1年間のプロ
グラムが実施される。

　毎年、最高で130名までのロータリー平和フェローが選ばれ、修士号取得プログラムまた
は専門開発能力修了証プログラムのいずれかで学ぶ。
　修士号取得プログラムではキャリア開始時期にあるリーダーが対象とし、専門能力開発修
了証プログラムでは平和と開発分野でリーダーシップスキルを発揮した経験がある人を対象
としている。
　修士号取得プログラムでは毎年、最高50名が選ばれる。これは修士号取得プログラムを
提供する5つの平和センターそれぞれで10名ずつとなる。期間は15カ月から24カ月である。
　専門能力開発修了証プログラムでは、毎年最高で80名が選ばれる。このプログラムを提
供する2つの平和センターで20名ずつ、2回に渡ってフェローを受け入れる。プログラム期

ロータリー平和センター
Rotary Peace Centers

第６章
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間は1年間である。

　修士号取得プログラムは、実践的な研究を土台としたプログラムである。フェローは、多
様な背景や職業経験をもつ大学院生である。
　修士号取得プログラムの主な利点： 
　多様なカリキュラムを通じた学術研修が得られる。各センターではそれぞれの大学の強み
が生かされており、さまざまな枠組みで平和と紛争について研究することができる。コース
は平和と紛争解決を土台とし、交渉、仲介、人権、国際開発といった主題にトピックが置か
れている。
　フェローは2 ～ 3カ月の実地研修（全額支給）を計画、実施する。実地研修は、理論を実
行する機会となる。
　フェローは、ロータリアンや同期の平和フェローとネットワークを築く機会が得られる。 
　ロータリーが主催するワークショップを通じて、困難な状況に対応するための専門的スキ
ルを発展させることができる。
　大学や地元のロータリークラブ・地区が主催する年次セミナーで、自分の研究について発
表する機会が得られる。
　理想的な修士号取得プログラムの候補者は、学問に長け、関連分野の学士号有し、平和と
発展の職歴を有している。
　候補者は、平和と紛争解決へのコミットメントを示し、知識を求めて広範な読書と議論を
行い、多様な学生集団の中で積極的に参加できることが求められる。
　プログラム終了後も、自分の仕事や経験を進んで分かち合い、それぞれの地域の平和フェ
ローと連絡を取り合い、ロータリー会員との強いつながりを維持しなければならない。
　その他の条件：
　◦ 英語に堪能であること
　◦ 学士号を取得していること 
　◦ 職業、学業、奉仕を通じて異文化間の理解と平和への強いコミットメントがあること

●Master’s degree program
●Professional development certificate program

Duke-UNC
North Carolina, USA

Uppsala University
Sweden

International Christian University
Japan

University of Queensland
Australia

University of Bradford
UK

Chulalongkom University
Thailand

Makerere University
Uganda
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　世界に120万人以上の会員がいるロータリーは、現地でいち早く行動を起こし、被災地域の
復興を支援する。
　ロータリー会員とロータリー財団は、災害救援を専門とするパートナー団体ShelterBox やそ
の他の団体と協力しながら、ロータリー会員は被災地域の救援と長期的復興を支援している。
　ロータリー財団は、災害被災地の救援と復旧支援を目的とするロータリー災害救援基金から補
助金を授与する。災害支援及び復興のために、ロータリーの補助金を活用することができる。
　被災直後は、被害状況や必要な支援などの情報を把握するのは困難であるが、いずれの補助金
の場合も、まず現状とニーズを把握し、適切な支援を行うことが重要である。
　ロータリー災害救援補助金の資金源は、ロータリー災害救援基金である。この基金は年次基金
の一つなので、ポール・ハリス・フェローなどの認証や寄付ゼロクラブの対象になる。この基金
へのご寄付やDDFの寄贈は、特定の災害を指定せず一つの基金としてプールされる。

 ロータリー災害救援補助金の概要

　ロータリー災害救助補助金は、過去6カ月間に自然災害により被災した地域における救援お
よび復興活動を支援する。補助金は、被災地域にある地区にのみ授与される。
　補助金の資金は、水や食料、医薬品、衣服といった基本的な物資を提供するために使用できる。
　地区は、被災地域のニーズを特定し、そのニーズに最大限に応えるために補助金をどのように
活用するかを決定する責任を負う。地区は、財団から受領した資金を配分する権限を有し、災害
救助プロジェクトまたは復旧プロジェクトに支出した資金の使途を報告する必要がある。

ロータリーは支援活動の各段階をサポートします。

　●�即時の救援�………�災害発生直後に現地のクラブがパートナー団体と連携してボランティア
活動や物資供給を行う。

　●�短期的な支援�……�被災地の生活を立て直すため、世界中のクラブと地区が義援金や物資提
供のかたちで支援する。

　●�長期的な支援�……�ロータリークラブが被災地の復旧・復興プロジェクトを計画、実施する。

ロータリー災害救援補助金による支援の対象

　災害の被害に遭った地区は、独自のプロジェクトを立ち上げたり、復旧活動を援助するために
他の定評ある救援団体と協力したりするために、ロータリー災害救援補助金を活用することがで
きる。補助金の資金は、水や食料、医薬品、衣服といった基本品目の提供のために使用すること

第７章 災 害 救 援
Rescue Disasters
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が認められる。地区は、地元自治体や地元団体と密に協力し、補助金が地元の具体的ニーズに充
てられるようにすべきである。
　また、ロータリー財団はグローバル補助金を通じて被災地の長期的な復興も支援する。

災害救援補助金の申請資格

　ロータリー補助金の参加資格認定を得ている被災地区は、最高25,000ドルまでを申請でき
る（災害救援基金に十分な蓄えがある場合）。補助金を活用した地区は、その成果を適切に報告
すれば、次の補助金を申請できる可能性がある。
　参照：ロータリー災害救援補助金�授与と受諾の条件

❖受領資格の指針
　財団の補助金を活用するすべての活動は、以下に該当しなければならない。
　1.�ロータリー財団の使命に関連していること。
　2.�ロータリアンが積極的に参加すること。
　3.��ロータリー財団、または国際ロータリーに対し、補助金の支給金額を支払うこと以外に何

の責任も負わせないこと。
　4.��米国および補助金の実施地の法律を順守すること、また個人あるいは団体に害を与えない

こと。米国財務省外国資産管理局による制裁対象国でのプロジェクトや旅行を計画してい
る提唱者は、追加情報の提供が必要な場合がある。

　5.��実施に先立ってロータリー財団により審査され、承認されていること。既に完了済みある
いは進行中のクラブや地区の活動や経費に充てる目的で補助金を使用しないこと。承認に
先立って補助金活動の計画を立てることが奨励されているが、承認前に経費が発生しては
ならない。補助金が承認された後にプロジェクト計画に変更を加える場合は、その変更に
ついて事前にロータリー財団の承認を得なければならない。

　6.��実施地の伝統と文化に配慮する姿勢を示すこと。
　7.��ロータリー財団章典の第30.040節に基づき、「プログラム参加者のための利害の対立に

関する方針」を順守すること。
　8.��ロータリー章典の第34.040.6 項ならびに34.040.11 項に基づき、「“ロータリー”と

いう名称またはその他のロータリー標章の使用に関する国際ロータリーの方針」を順守す
ること。

　9.��ロータリー財団章典の第40.010.2 節に基づき、ロータリーの「『ボイス』とビジュアル
アイデンティティのガイド」に従い、補助金提唱者とロータリー財団の役割を明確に示す
表記をプロジェクトの標識・表示に含めるか、その近接位置に表示すること。

�10.��ロータリー章典の第26.080節に記述されたプライバシーに関するロータリーの声明に従
うこと。補助金の申請書と報告書は、（a）ロータリー財団から要請され、かつ（b）受益者
（あるいは親または法的保護者）の同意が書面で提供されていない限り、受益者の個人デー
タ（氏名、年齢／生年月日、あるいは個人が特定されうるその他の情報）または受益者の
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 パートナーシップ （Partnerships）

　RI およびロータリー財団と提携（partnerships）を結ぶ団体は一応次のように分類されている。
いずれも国際ロータリー理事会とロータリー財団管理委員会の承認が必要である。他団体との
パートナーシップには、次の 4 種類がある。

●戦略パートナー（Strategic Partners）
　「戦略」パートナーシップは、国際ロータリーおよび（または）ロータリー財団と、非政府組織、
政府機関、慈善財団、企業、または大学などの他団体によって、ロータリークラブや地区による
プロジェクトを推進するために公式に結ばれる関係である。戦略パートナーシップは、双方の組
織がかなりの資金、専門知識／技術的スキル、アドボカシー、またはこれらの組み合わせを注い
でいる戦略計画を支えるための、大規模で複数年のプログラムにおける関係である。
 （2017 年 9 月管理委員会会合、決定 43 号）
　ロータリーは、平和と紛争解決の研究でリーダー的な存在である経済平和研究所（Institute 
for Economics and Peace）との戦略的パートナーシップを締結している。

●リソース・パートナー（Resource Partners）
　リソースパートナーシップとは、国際ロータリーまたはロータリー財団とその他の団体（非政
府組織、政府機関、慈善財団、企業、または大学）が結ぶ公式な関係である。リソースパートナー
シップは、国際ロータリーまたはロータリー財団のプロジェクトや行事を支援するため、リソー
ス（資金、現物、人材、技術的資源を含む）の短期（3 年未満）配分を提供する。
 （2017 年 9 月管理委員会会合、決定 43 号）

●奉仕パートナー（Service Partners）
　「奉仕」パートナーシップは、国際ロータリーおよび（または）ロータリー財団と、非政府組織、
政府機関、企業、または大学などの他団体によって、地元、国内、国際的に、ロータリークラブ
や地区によるプロジェクトの強化を目指して機会または専門知識を提供するため、公式に結ばれ
る関係である。奉仕パートナーシップは、グローバル性、柔軟性、拡張性があり、小規模なもの
から大規模なものまで、また短期から長期まで、幅広いものとなる。奉仕パートナーはロータリー
会員が行う人道的活動に、持続的な地域社会への影響の増加、公共イメージと認知度の向上など
の測定可能な価値を加える。奉仕パートナー候補は、クラブと地区の両方またはいずれか一方と、
地元の、または国際的なプロジェクトの立案および実施を共同で行った十分な経験を提示しなけ
ればならず、ロータリー会員との連携について報告し、数値化する能力を有していなければなら
ず、ロータリー会員と直接プロジェクト実施を共同で行う能力を有していなければならない。奉
仕パートナーは事務局からいかなる資金も受領しない。事務局の役割はパートナーシップを管理
し、ロータリアンのパートナーとの協力を推進することである。
 （2018 年 4 月管理委員会会合、決定 122 号）

パートナー
Partners

第８章
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　アショカ、ハビタット・フォー・ヒューマニティ（Habitat for Humanity）、国境なき調停者
団（Mediators Beyond Borders International）、平和部隊（Peace Corps）、シェルターボッ
クス（ShelterBox）などが含まれる。

●プロジェクト・パートナー（Project Partners）
　プロジェクト・パートナーシップは国際ロータリーおよび（または）ロータリー財団とロータ
リー組織と提携関係にある別団体との間で結ばれる正式な関係である。通常は、ロータリークラ
ブ、地区、またはロータリアンが開始または運営している独立非政府団体である。プロジェクト・
パートナーシップは、国際的で、柔軟性と拡張性があり、小規模なものから大規模なものまで、
また短期から長期まで幅広いものとできる。プロジェクト・パートナーはロータリー会員が行う
人道的活動に、持続的な地域社会への影響の増加、公共イメージと認知度の向上などの測定可能
な価値を加える。プロジェクト・パートナー候補は、地元や海外でのプロジェクトの計画と実施
においてクラブや地区との協力に関する十分な成功例を示し、ロータリー会員との連携を報告か
つ数値化する能力を有し、ロータリー会員と直接協力してプロジェクトを実施する能力を有して
いなければならない。プロジェクト・パートナーシップは事務局から資金を一切受領しない。事
務局の役割はパートナーシップを管理し、ロータリー会員とパートナーとの関わりを推進するこ
とである。プロジェクト・パートナーの活動は、RI ウェブサイトの専用ページを通じてクラブお
よび地区に対して周知が図られる。 （2019 年 4 月管理委員会会合、決定 108 号）

一般的な指針
　国際ロータリーおよびロータリー財団は、ロータリーの奉仕の能力を増大するようなパート
ナーシップを他団体と結んでいる。パートナーシップには、戦略、リソース、奉仕、プロジェク
トの四種類がある。すべてのパートナー候補は、次のうち少なくとも 1 つに該当していなければ
ならない。

ａ） 戦略計画に沿う
ｂ） 一つ以上の重点分野に取り組む
ｃ） 好ましい公共イメージの機会をもたらす
ｄ） 新規の会員、寄付、またはプロジェクトのボランティアを引きつける

　パートナー候補はきわめて多岐にわたるため、ガイドラインは上記のみに留まらない。すべて
のパートナー候補はＲＩ／ロータリー財団と契約を交わすものとする。契約の内容は各件によっ
て異なる。
　ロータリーおよび（または）ロータリー財団は、時には宗教的志向をその使命に明記または示
唆する団体とパートナーシップを結ぶことができるが、このパートナーシップの結果として特定
の宗教に関わる団体、活動、または見解を推進してはならない。宗教的志向をその使命に明記ま
たは示唆する団体とのパートナーシップ案はすべて、それが適切であることを確認するために、
職員による慎重な調査（資金面での考慮および説明責任を含む）、財団委員会による審査、およ
び管理委員会とＲＩ理事会による承認を経る。いかなるパートナーシップも、分析により協力関
係がもはや適切ではないと判断された場合、見直しおよび終結の可能性の対象となる。
　ロータリーはパートナー、その製品またはサービス、方針または立場を推奨しない。パートナー
シップは、パートナーの製品またはサービス、方針または立場のロータリーによる推奨または承
認を暗示しない。パートナーシップは、ロータリーとのいかなる排他的取り決めも暗示しない。
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1. プロジェクトの流れ（ライフサイクル）に役立つリソース
 （Project Lifecycle Resources）

　奉仕プロジェクトを立案・実施し、成果を測定して、それを広く紹介する。プロジェクトには
一連の流れ（ライフサイクル）がある。ここでは、プロジェクトの始めから終わりまで、各段階
でご利用いただけるリソースを紹介する。

計画・準備
　地域に大きな影響を与え、クラブと地域の人びとが協力しながら実施できるプロジェクトには、
入念な計画が欠かせない。それぞれの地域社会には独自の資産や課題がある。世界で最も緊要な
ニーズに応えるロータリーの重点分野について参照のこと。

❖地区内のエキスパートが持つ知識を生かす
　多くの地区には、技術的専門知識やプロジェクト計画の経験が豊かな地元のエキスパートから
成るネットワーク（地区リソースネットワーク）がある。立案プロセスの早い段階でこのネット
ワークを紹介してもらい、プロジェクトやグローバル補助金を向上させるためのリソースを利用
できるよう、地区国際奉仕委員長にサポートを依頼する。地区や地域のエキスパートは、以下の
分野でクラブを支援することができる。
　◦プロジェクトをロータリーの重点分野に沿ったものにする
　◦プロジェクトの立案・実施に必要な支援を募る
　◦グローバル補助金の手続きを学ぶ
　◦地域のニーズ調査を実施する
　◦援助国側提唱者を見つける
　◦資金を確保する
　◦プロジェクトの持続可能性を確保する
　◦成果の測定と評価の基準値を決める
　地元や海外のエキスパートを見つける上では、地区奉仕委員会、財団委員会、ロータリアン行
動グループまたはロータリー財団専門家グループなどからサポートを得ることができる。

プロジェクトを立ち上げる
Develop Project

第９章
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❖オンラインでアイデア交換する
　財団専門家グループのメンバーが中心となっているウェブサイトのフォーラムグループに参加
し、アドバイスを募ったり、アイデアを紹介したりしよう。フォーラムには、ロータリアン行動
グループ、ロータリー地域社会共同隊、グローバル補助金などに携わっているメンバーが運営し
ているグループもある。

❖ニーズ調査を実施する
　計画・準備の段階で重要なのは、地域社会のニーズ調査である。ニーズ調査を実施する際は、
地域社会の人たちと協力しよう。ニーズを調査することによって、プロジェクトでどのようなリ
ソースが必要かを見極めることができる。ロータリー地域社会共同隊は、地域社会の人たちとの
関係構築の一助となる存在である。

❖奉仕プロジェクトの目標を設定する
　プロジェクト目標の設定と目標達成の進捗を記録するため、ロータリークラブ・セントラルを
利用しよう。グローバル補助金を利用してプロジェクトを実施することを検討している場合は、
成果の測定方法やモニタリング計画の見本が掲載されている「グローバル補助金　モニタリング
と評価の計画について」を参照のこと。

❖全体的な計画を立てる
　プロジェクトの全体的な計画を綿密に立てれば、リソースの管理や起こり得る問題の予測だけ
でなく、プロジェクトの成果の評価をしっかりと行うことができる。プロジェクト全体を監督す
るクラブ奉仕プロジェクト委員会を設置することをお勧めする。

リソースの収集
　プロジェクトに必要なリソースを集めるには、クラウドソーシング（不特定多数の人にオンラ
インで支援を募る方法）、補助金、募金活動を生かそう。

❖「ロータリー アイデア応援サイト」を活用する
　プロジェクトに必要なリソースを募ることができるクラウドソーシングサイトである。
　◦グローバル補助金やその他のプロジェクトのパートナーを見つける
　◦世界中からプロジェクトへの支援を募る。具体的な募金額を設定することができる
　◦現物寄贈を募る。現物寄贈の場合も、資金と同様の価値がある
　◦ボランティアを募る

❖ロータリーの補助金を利用する
　ロータリー財団は、プロジェクトに充てることができる補助金を提供している。
　◦グローバル補助金は、持続可能で測定可能な成果をもたらす、大規模な国際的活動を支援
　◦地区補助金は、地域社会のニーズに応える、小規模で短期間の活動を支援
　補助金センターから補助金を申請すること。

❖募金活動を実施する

❖パートナーと協力する
　ローターアクト／インターアクトクラブのメンバー、ロータリーのパートナー組織、ロータリ
アン行動グループ、ロータリー地域社会共同隊、国際共同委員会と協力して、より充実したプロ
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　ロータリアンはポリオ根絶活動やロータリー平和センター、重点分
野の支援など様々な活動を通じて、世界をよりよい場所にするため、世
界各地で活躍している。このような活動と寄付はいわば車の両輪のよ
うなもので、どちらが欠けても先には進めない。
　寄付に対して、感謝の気持ちを表すために、ロータリー財団からは
さまざまな認証の機会が用意されている。寄付者とすぐ分かるように
着用できるピンなどが贈られる。
　寄付額は年々累計を算出される。
　なお、各種寄付はオンラインでＲＩウェブサイトからクレジットカードを利用しての寄付とク
ラブ経由での寄付ができる。いずれも公益財団法人ロータリー日本財団を通してのロータリー財
団への寄付に対して日本の法律に基づく税制上の優遇措置が受けられる。
　クラブの年次基金目標を達成するために、認証レベルを上げるために、ポール・ハリス・ソサ
エティ会員を増やすなど、様々な工夫、活動をされ、尽力しているロータリアンの芯にあるもの
は、「世の中をよくしたい」という想いではないだろうか。

Because of you, the world is a better place.

＜寄付・認証についての問い合わせ先＞
国際ロータリー日本事務局 財団室

E-mail：rijpntrf@rotary.org ／ FAX：03-5439-0405
電話番号：03-5439-5805

1.  寄付の分類 （Contribution Classification）

　ロータリーは、ガバナーが、地区ロータリー財団委員会、地区研修・協議会、地区とクラブの
財団セミナー、クラブ訪問などの正規の経路を通じて、ロータリアンとクラブによるロータリー
財団への寄付の重要性を強調するよう提案している。
　財団補助金の継続的な発展を支援するために、毎年、ロータリー財団の年次基金に寄付するこ
とがすべてのロータリアンに奨励されている。ロータリアンはまた、遺言や資産計画に、恒久基
金への贈与の旨を記載することを考慮するよう奨励されている。
　金額を問わず、年次基金、ポリオプラス、恒久基金、その他指定の基金に寄付することができる。

（1）年次基金（Annual Fund）
　「年次」というのは“毎年続ける”ということで、財団の「Every Rotarian, Every Year」の
取り組みを通じて寄せられる寄付である。ロータリークラブや地区が地元で奉仕プロジェクトを
実施したり、奨学金を提供したりするための補助金として活用されるほか、国際的な取り組みを
支える大切な資金となる。2019-20 年度は約 1 億 2,757 万米ドル寄付が集まった。寄付金は、
寄付の約 3 年後に使われる。年次基金への寄付は、以下の寄付者認証の対象となる。

寄付と認証
Contribution and Recognition

第10章



147

10
寄
付
と
認
証

　　・「財団の友」会員
　　・ポール・ハリス・フェロー／マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
　　・ポール・ハリス・ソサエティ
　　・メジャードナー
　　・アーチ・クランフ・ソサエティ

（2）恒久基金（Endowment Fund）
　恒久基金は、ロータリーの活動を末永く支えるための基金である。基金の投資収益の使用可能
な分は、年次基金を補足するとともに、ロータリーの優先項目を恒久的に支援する。2019-20
年度の恒久基金は約 3,699 万米ドル集まった。
　通常、現金寄付や計画寄付などのかたちで寄せられ、以下のような方法がある。
　　・遺贈
　　・生命保険
　　・有価証券
　　・不動産
　恒久基金へのご寄付は、以下の寄付者認証の対象となる。
　　・ベネファクター
　　・メジャードナー
　　・アーチ・クランフ・ソサエティ／遺贈友の会／
　　　レガシー・ソサエティ

（a）．恒久基金の冠名基金（Named Endowed Funds）
　恒久基金に 25,000 米ドル以上の寄付が寄せられた場合、冠名基金は金額により、その使途を
選択できる。寄付者の名前、または特定の方の名前を冠した基金を設置できる。

●国際財団活動資金（World Fund：WF）とシェア (Share)
　◦ 25,000 米ドル以上：冠名基金の設立

●グローバル補助金
　◦ 100,000 米ドル以上：１つの重点分野を支援
　◦ 250,000 米ドル以上：特定地区が利用するかたちで１つの重点分野を支援
　◦ 500,000 米ドル以上：さらに詳細に地域を指定
　◦ 1,000,000 米ドル以上：寄付者のご要望を反映した基金

●ロータリー平和センター
　◦ 25,000 米ドル以上：一般的な支援を提供
　◦ 100,000 米ドル以上：１つの平和センターでの年次セミナーを支援
　◦ 250,000 米ドル以上：修了証プログラムのフェロー 1 名を毎年支援
　◦ 500,000 米ドル以上：４年に１度、フェロー１名の２年間プログラムを支援
　◦ 750,000 米ドル以上：３年に１度、フェロー１名の２年間プログラムを支援
　◦ 1,000,000 米ドル：毎年、客員教授１名の費用を支援
　◦ 1,500,000 米ドル：毎年、フェロー１名の２年間プログラムを支援
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寄付・送金・認証

Q： 領収証に書いてある金額が間違っているようです。
A： 領収証は、半年間の寄付の合計額です。ただし、クレジッ

トカードでの寄付については、別に領収証が発行されま
す。領収証一覧にてご確認ください。

Q： 確定申告用の領収証が届きましたが、寄付者が違うよう
です。

A：  領収証は、寄付送金明細書をもとに発行されますので、送金後にクラブに送られる「寄附
明細」を、その都度ご確認ください。誤りがあった場合は、すぐにご連絡をお願いいたし
ます。ご寄付から 3 カ月以上※経過してしまうと訂正ができないことがあります。
寄付者名の表記は、初回のご寄付の際に登録された表記となります。変更がある場合は、
寄付送金明細書の通信欄にてお知らせください。
領収証のお名前の訂正等、やむを得ない場合のみ、日本事務局までご連絡ください。
ただし、年度をまたいでの訂正はできません。

Q：  確定申告の際に、証明書は必要ですか。
A：  個人の寄付金に対する税制上の優遇措置は、「所得税控除」と「税額控除」のいずれかを選

択することが可能です。「税額控除」の際には「税額控除に係る証明書」が必要です。領収
証の裏面に印字されています。特定公益増進法人であることの証明書は必要ありません。

Q：  住民税の税額控除は対象となりますか。
A：  一部の都道府県、市区町村では条例の指定により、個人住民税の税額控除が受けられます。

条例の指定の有無については、お住まいの都道府県、市区町村の徴税窓口にお問い合わせ
ください。

Q：  米ドルでの寄付は、税制上の優遇措置の対象となりますか。
A：  いいえ、対象になりません。公益財団法人ロータリー日本財団では日本円のみ受け入れて

います。米ドルでのご寄付は、税制上の優遇措置の対象となる領収証は発行されません。

Q：  寄付となるネクタイ／スカーフの購入、ロータリーカードのポイント交換による寄付の領
収証が届かないのですが。

A：  これらのご寄付は、公益財団法人ロータリー日本財団ではなくロータリー財団への寄付と
して、国際ロータリー日本事務局から領収書が発行されます。そのため、税制上の優遇措
置の対象とはなりません。

Q：  年次基金（シェア）とは何ですか？
A：  年次基金（シェア）とは、地元や海外におけるロータリー財団の幅広い活動を支える主な

資金源です。

Q：  恒久基金とは何ですか？
A：  恒久基金は、財団およびその補助金とプログラムの未来を確かなものとするための基金で

よくある質問
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す。恒久基金の使用可能な投資収益により、財団が既存の活動を拡大するとともに、新し
い活動を支援することが可能となります。ご寄付は恒久的に投資され、基金の評価額の合
計の一定の割合が、毎年、財団の補助金とプログラムに直接充てられます。

Q：  寄付分類は何を選んだらいいですか。
A：  本書の寄付分類の表を参考にし、寄付者が特に支援したいと思うものをお選びください。

特に指定がない場合は、クラブの目標や希望する認証に合わせて選択することをお勧めし
ます。

Q：  「一人当たりの寄付」や「寄付ゼロクラブ」の対象となる寄付分類は何ですか？
A：  「寄付ゼロクラブ」とは一般的に「年次基金寄付ゼロクラブ」を指します。そのため、対象

となる寄付分類は年次基金です。「一人当たりの寄付」も「年次基金への一人当たりの平均
寄付額」を指すため、年次基金が対象となります。

  年次基金であれば、シェア以外の重点分野や WF 等の使途を指定しても対象になります。

Q：  会員の寄付額はどこからみられるでしょうか？
事務局は全会員の寄付履歴は見られませんか？
メジャードナーの方の現在の寄付額はどこを見たらよいでしょうか？
個人の寄付額累計について。恒久基金の累計額は表示されないのですか？個人の累計額を
問い合わせた際、恒久基金も含めて寄付累計が＄10,000 を超えていますのでメジャード
ナーですと言われました。

A：   クラブ会長や幹事、事務局は、「クラブ認証概要レポート」を閲覧し、PHF の認証額を閲覧
できます。クラブ会員全員の「寄付者履歴レポート」を閲覧し、実際の寄付額を確認する
ことはできません。 「クラブ認証概要レポート」で表示されるのは、PHF の認証額やベネファ
クターの認証を受けているかどうかです。 個人の実際の寄付額、特に恒久基金の寄付額や
メジャードナーの寄付額などは、ご本人に「寄付者履歴レポート」で確認していただくよ
うにお願いします。（ただし、メジャードナーやアーチ・クランフ・ソサエティは「メジャー
ドナー／アーチ・クランフ C・ソサエティ／遺贈友の会」のレポートで確認できます。）こ
ちらのレポートは、My ROTARY のプロフィールからご本人だけが閲覧できます。個人の
寄付額は、ご本人からのご依頼以外で他人に知らせることはありません。

Q：  「Every Rotarian, Every Year（ＥＲＥＹ）」とは何ですか？
A：  「Every Rotarian, Every Year（ＥＲＥＹ）」は、財団の年次基金への支援を促進するため

の取り組みです。ＥＲＥＹは、すべてのロータリアンが、毎年年次基金に寄付することを
奨励するものです。地区の全ロータリークラブからの年次基金（シェア）へのご寄付は、
２つの資金、「国際財団活動資金（ＷＦ）」と「地区財団活動資金（ＤＤＦ）」に分けられます。
このシェアシステムを通じて、ロータリー財団へのご寄付が補助金へと生まれ変わります。

Q：  Every Rotarian, Every Year のクラブバナー表彰は一人当たりの寄付額が 100 米ドルに
達していることが条件ですが、それは「年度中に」ということですか？

A：  はい、ほとんどのクラブバナーは、その 1 年度中のご寄付に対する認証となります。 
100% ポール・ハリス・フェロークラブバナーだけは、随時申請可能で、一つのクラブに
対して一度だけ贈られます。
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Q：  認証とは何ですか？ 認証と寄付分類の違いを教えてください。
A：   認証とは、ご寄付のお礼として寄付者を表彰するものです。寄付分類や認証額によって送

られる認証が異なります。 ポール・ハリス・フェローやベネファクター、メジャードナー
などは認証です。 寄付分類は、年次基金や恒久基金、ポリオプラスといった寄付の種類で、
寄付者が寄付の使い道や受けたい認証によって、寄付をする際に必ず選ぶものです。

Q：  ポール・ハリス・フェローとポール・ハリス・ソサエティの違いを教えてください。
PHS（ポール・ハリス・ソサエティ）はポリオを含めて 1,000 米ドルならよいのでしょうか。

A：  PHF は、ポール・ハリス・フェロー、PHS はポール・ハリス・ソサエティの略です。 ポー
ル・ハリス・フェローは恒久基金以外の寄付、つまり年次基金、ポリオプラス、財団が承
認した補助金への寄付の累計 1,000 米ドル以上に達した方に送られる認証です。もらった
認証ポイントの累計があれば、それもカウントされます。 
PHS（ポール・ハリス・ソサエティ）は、寄付の対象は PHF（ポール・ハリス・フェロー）
と同じ、年次基金、ポリオプラス、財団が承認した補助金への寄付ですが、こちらは毎年
度中に合計 1,000 米ドル以上を、ご寄付くださる方の認証であり、入会申込み手続きが必
要です。PHS は、認証ポイントはカウントされません。年次基金とポリオプラスへの寄付
を合わせて 1,000 米ドル、のように、対象となる寄付分類へのご寄付の合計額が、PHF や
PHS の対象になります。PHF は累計で 1,000 米ドル、PHS は毎年、1,000 米ドルという
ところが異なります。

Q：  ポール・ハリス・フェローの認証を受けるためには、どのように記入しますか。
A：  対象となる寄付分類（年次基金・ポリオプラス・財団が承認した補助金プロジェクトのい

ずれか）を寄付分類欄に必ず記入してください。ポール・ハリス・フェローは認証名です
ので、送金明細書に記入する必要はありません。なお、ベネファクターの認証は、恒久基
金へのご寄付のみが対象となります。これらの認証は、個人からの寄付が対象となります。

Q：  ポール・ハリス・ソサエティの会員としての寄付は、どのように記入しますか。
A：  対象となる寄付分類（年次基金・ポリオプラス・財団が承認した補助金プロジェクトのい

ずれか）を寄付分類欄に必ず記入してください。ポール・ハリス・ソサエティやポール・
ハリス・フェロー等は認証名ですので、送金明細書に記入する必要はありません。

Q：  会員のポール・ハリス・フェローのレベルがわかりません。
  次のレベルに上がるにはあとどのくらい寄付をすればよいですか。
A：  「クラブ認証概要レポート」にてポール・ハリス・フェローのレベルの確認ができます。認

証額も記載されているので、次のレベルに達するまでの残額を確認することができます。

Q：  PHF+3 は 3 回目でしょうか、4 回目でしょうか？
  わかりにくいので認証名を変更できませんか？
A：  マルチプルとは、多数・複数という意味ですので、一度ポール・ハリス・フェローになっ

た方が、もう一度ポール・ハリス・フェローの対象の累計に達するとマルチプル・ポール・
ハリス・フェローとなります。マルチプル・ポール・ハリス・フェローは 1 から 8 まであり、
累計で言うと 2,000 米ドルから 9,000 米ドルまでです。 MPHF+3 と表示されているもの
は、マルチプル・ポール・ハリス・フェローの 3 回目で、累計 4,000 米ドルの方に送られ
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　2000 年 9 月に国際ロータリーは、クレジット・カード・プログラムを開始した。
　米国（VISA Card）で誕生し、2010 年には、13 カ国（米国、カナダ、日本、アイルランド、
メキシコ、フィリッピン、韓国、スペイン、台湾、タイ、英国、フランス、ドイツ）でロータリー
カードを申し込むことができる。日本では、Master Card（オリコ）が 2003 年 2 月に個人カー
ド、2013 年 7 月に法人カードが始まり 2016 年 2 月に Diners Club がクラブカード、2017
年 3 月に個人カードが始まった。現実施国は 5 カ国（日本、アメリカ、カナダ、ドイツ、スリ
ランカ）である。
　世界全体で、2000 年以来のロイヤリティーは総額約 900 万米ドル（2013-14 年度迄）に上り、
そのうち約 360 万ドルはポリオ根絶に役立てられた。
　日本では、ロータリーカードは二社（マスターカード・オリコとダイナースクラブ）で扱って
いる。カード利用額の 0.3 ～ 0.5％がポリオ根絶活動資金へ寄贈されている。
　例えば、2 万円のカード利用で 1 人分のポリオ生ワクチン約 60 円となる。
　（不活性ワクチンは 4、5 回の接種が必要で副反応はないが、高価（約 5,000 円／回）で資格
のある者が接種しなければならない。）

●過去 3 カ年度のロータリーカード利用総額（日本）
年　度 カード利用総額 ポリオ根絶への活動資金

2016-17 年度 17 億 2,100 万円 1,058 万円
2017-18 年度 19 億 7,750 万円 1,164 万円
2018-19 年度 21 億 1,791 万円 1,129 万円

（2019 年 11 月　ロータリー研究会　財団地域セミナー資料より）

日本におけるロータリーカードの種類と概要
（1）マスターカード（Master Card）：Orico

個人
法人

スタンダード ゴールド

デザイン

年会費 無料 10,000 円 3,000 円
ポリオ根絶
支援資金 利用額の 0.3％ 利用額の 0.3％

年会費より 3,000 円
利用額の 0.5％
年会費より 1,500 円

申し込み先：http://www.orico.co.jp/merchant/rotary/index.html
オリコテレフォンサービス：0120-911-004

　（その他）
　◦ ローターアクトクラブの RI 加盟（2019 年 COL）によりローターアクターの適応が 2020

ロータリーカード
Rotary Credit Card
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年 1 月より始められた。
　◦ 個人用カードに限りポイント交換（1,000 スマイルで 5,000 円）で年次基金として加算できる。

（2）ダイナースクラブカード（Diners Card）：三井住友トラスト㈱
個人 コーポレート

スタンダード クラブ・地区・地区委員会向け

デザイン

年会費 22,000 円 無料
ポリオ根絶
支援資金

利用額の 0.3％
入会報奨金 5,000 円

利用額の 0.3％

その他 年齢は 27 歳以上

申し込み先：http://www.diners.co.jp/entry_form/lp/rotary/index.html
ダイナースコールセンター：0120-041-962

●コーポレートカードについて
　地区大会、クラブの例会費用やロータリーグッズ、事務用品の購入や人頭分担金の支払いに利
用され、カード利用の 0.3％がポリオ根絶への支援につながる。
　・経費処理の効率化
　　 地区、クラブ、委員会の口座を指定してカード利用で一元管理。仮払い清算や振り込みにか

かる労力や時間、振込手数料の削減につながる。
　・カードの年会費が無料
　　 年度の役員交代でカードの入会・退会手続きを要するが、カードの年会費は一切かからない。

　コーポレートカードの対象
ク　ラ　ブ： 会長、副会長、幹事、会計、会場監督（SAA）、理事、会長エレクト、次期副会長、

次期幹事、次期会計、次期理事の方が対象
地　　　区： ガバナー、ガバナー補佐、地区代表幹事、ガバナーエレクト、ガバナーノミニー、

次期ガバナー補佐、次期地区代表幹事、次期地区会計長の方が対象
地区委員会： 地区内の各委員会委員長、地区内の次期各委員会委員長、RI 理事、RI 理事エレクト、

地域コーディネーターの方が対象
　（留意点）
　日本の各地区でコーポレートカードでの地区分担金等の支払いが可能かどうかは地区事務所へ
問い合わせてください。

◈ロータリーカード推進動画（Rotary Credit Card-Japan）
　ロータリー推進用ビデオ： 例会や行事で上映したり、クラブのウエブサイトやソーシャルメディ

アでもご紹介ください。
　動画：https://vimeo.com/116090742
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1. 地区ロータリー財団委員会
 （District Rotary Foundation Committee）

　地区ロータリー財団委員会（DRFC）は地区の財団補助金および寄付推進活動に参加するよう
ロータリアンの教育、意欲喚起、啓発を補佐する。小委員会の委員長は本委員会の委員である。
　ガバナーエレクトは、任期が始まる前に、委員会の空席を補填するために委員を任命し、委員
長を任命し、計画会議を開く責任がある。地区ガバナーは委員会の職権上の委員であり、地区ロー
タリー財団委員会の決定を反映するため、地区財団活動資金の使用を許可する 2 名分の署名のう
ち 1 名分を担当する。現職の地区ガバナーは地区ロータリー財団委員会委員長を務めることはで
きない。 (2020 年 1 月管理委員会会合、決定 65 号）

 資格要件 
　地区内の補助金活動を支援する重要な役割を担うため、地区ロータリー財団委員長は財団のプ
ログラム、重点分野、および補助金について実際的な知識と経験を有するべきである。
 （2017 年 4 月管理委員会会合、決定 101 号）

 委員会委員の資格 
　地区リーダーシップ・プランで規定される最小限の推奨資格に加え、ロータリー財団地区委員
会委員は、パストガバナー、元ガバナー補佐、有能な元地区小委員会委員、または経験豊富なロー
タリアンであるよう推奨されている。委員会委員は、プログラムへの参加や財団への専門知識、
寄付（額）に基づいて任命されるべきである。 (2020 年 1 月管理委員会会合、決定 65 号）

 研修の要件 
　地区ロータリー財団委員会のすべての委員は、ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）
が実施するロータリー財団地域セミナーに出席するよう期待される。さらに、すべての委員はロー
タリー章典第 20 号に概略されているように、地区チーム研修セミナーやその他の地区研修会に
出席および参加することが期待される。 (2020 年 1 月管理委員会会合、決定 65 号）

地区ロータリー財団委員長の任命と任期
　地区ロータリー財団委員会が効果的に機能するには、リーダーシップに継続性を持たせる必要
がある。そのため、地区ロータリー財団委員長は 3 年任期として任命するものとし、十分な理由
による解任の対象とする。

　地区ロータリー財団委員長の 3 年の任期において、各年度に予定される地区ガバナーが合同で

地区ロータリー財団委員会
District Rotary Foundation Committee
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地区ロータリー財団委員長を選出する。財団委員長の 3 年任期最終年度のガバナーが選任されて
いない場合、残り 2 名のガバナーが選任を行い、3 年目のガバナーはこの決定に従わなければな
らない。この選出は、翌年度の 7 月 1 日に就任する前の 12 月 31 日までに実施し、地区ガバナー
エレクトによって報告されるべきである。
　しかしながら、2 年目および 3 年目のガバナーがともに選任されていない場合は、財団委員長
の選考は 2 年目もしくは 3 年目のガバナーが選任され、初年度のガバナーと財団委員長の選考
に合意するまで待たなければならず、この時点で任命されていない 3 年目のガバナーは選考結果
を支持する必要がある。
　地区ロータリー財団委員長は、ロータリー財団の活動に関する知識が豊かで、熱意があり、ま
た経験が豊富でなければならない。地区ロータリー財団委員長が任命されるまで、地区は地区財
団活動資金を使用することはできない。一つの地区が二つ以上の地区に分割される場合、旧地区
の地区ロータリー財団委員長は自分のクラブが所在する地区の地区ロータリー財団委員長とな
る。残りの新しい地区では、章典に記載された任命手順に従って新しい地区ロータリー財団委員
長を任命する。
　一つの地区が他の地区と合併する場合、新たに合併される各地区について、合併の発効日から
開始する 3 年の任期で新しい地区ロータリー財団委員長が任命される。
 (2020 年 1 月管理委員会会合、決定 65 号）

地区ロータリー財団委員長の任務および責務
　地区ロータリー財団委員長は

ａ）クラブおよび地区の参加資格状況を含め、地区のすべての財団活動について地区ガバナー
に月次報告を行うものとする。

ｂ）地区ガバナーと共に、地区ロータリー財団委員会の決定を反映するため、地区財団活動資
金の使用を許可する 2 名分の署名のうち 1 名分を担当するものとする。

ｃ）グローバル補助金の申請が完了したことを確認し、提唱クラブが資格を備えていることを
確認するものとする。

ｄ）地区補助金の代表連絡担当者を務めるものとする。
ｅ）地区の資格認定手続および資格要件の順守を監督するものとする。これには、財政管理計

画の年次財務審査およびその実施が地区内のクラブに適切に配分されていることの確認を
含む。

ｆ）地区ガバナー、地区研修リーダー、および地区研修委員会と協力して、地区セミナー、地
区ロータリー財団セミナー、地区研修・協議会、会長エレクト研修セミナー、および補助
金管理セミナーの計画、運営、推進を議題と内容に重点を置いて行うものとする。

ｇ）ガバナーとして在任中に実施する地区の財団目標を設定する前にロータリアンから情報を
得るガバナーエレクトを補佐するものとする。

ｈ）すべてのクラブが招待される、または出席する資格を持つ地区会合で、財団補助金の授与
と受諾の条件で規定されているようにロータリー財団の補助金活動が報告されることを確
認するものとする。

 (2020 年 1 月管理委員会会合、決定 65 号）
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ポリオ関連決議

採択決議案 86-208 （提案者：RI理事会）

　2005 年までに世界の児童にポリオの免疫を与えるという国際ロータリーの誓約を確認する件。

　理事会とロータリー財団管理委員会は、開発途上国の子供にポリオその他の疾病の免疫を与え
る「ポリオプラス」という 20 ヵ年計画を採択した。
　本提案は、この計画を確認して国際ロータリーの集団意志を表明するものである。

採択決議案 95-185
　西暦 2000 年までにポリオを根絶し、西暦 2005 年までに根絶の証明をすることが、全国的、
国際的団体および機関と協力、調整したうえでの国際ロータリーの最優先日標であることを支持、
是認する件

　国際ロータリーは、創始 75 周年の折に、保健、飢餓追放および人間性尊重プログラムの開発
を手がけた。このプログラムの目標は、人々の健康状態を改善し、飢餓を救済し、人間的、社会
的向上発展を図ることである。
　国際ロータリーは、西暦 2005 年のロータリー 100 周年までに、国際レベル、全国レベル、
都市レベルの保健機関と協力して、世界の児童をポリオから守るという目標を設定した。
　ポリオの予防接種プログラムに参加する 100 力国 5 億人の児童を予防接種するという当初の
目標は達成された。
　国際レベル、全国レベル、都市レベルの保健機関と協力、協議するロータリーのポリオプラス・
プログラムの最終日標は、世界からポリオを根絶することである。
　国際ロータリーは次のように決議する。
　西暦 2000 年までに最も効率的に直接に世界のポリオを根絶し、次いで、国際ロータリーの
100 周年の西暦 2005 年までにその証明をする、という目標を、国際ロータリーの最優先目標
として支持、是認する ;
　ポリオの根絶と児童の予防接種の目標を達成するのに役立つような活動にロータリアンとロー
タリークラブが積極的に参加できる情報、方法、手段をロータリアンとロータリークラブに提供
できるよう要請する。

1995 年の規定審議会において、世界がポリオから開放されたと証明される日が来るまで、
ポリオ根絶がロータリーの第一の目標であると決定

RI 重要文書
RI Important Documents

第13章
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採択決議案 04-219 （提案者：RI理事会）

　長期計画目標および趣旨項目を推薦する件

　国際ロータリー理事会は、長期計画が国際ロータリーのために必須であることを確定した。
　国際ロータリー理事会は、目標および趣旨項目をもつ長期計画を採択した。
　次の項目を含む国際ロータリーの長期計画の目標および趣旨項目を、2004 年規定審議会に推
薦するものである。
第 1 目標：ポリオの根絶
趣旨項目

１．ロータリー財団並びに協同提唱者による根絶活動の完了のために、資金充当と人資源の擁
護にあたる。

２．できるだけ早い期日までに根絶証明を達成するため、世界的な長期計画活動に参加する。
３．ロータリアンおよび一般公衆に、ロータリーがポリオ根絶活動に関与していることについ

て高レベルの認識を維持する。

RI 戦略計画が RI のために必須であり、その第一目標としてポリオの根絶

採択決議案 04-525
　重要な人道的ニーズに応える活動を継続するが、長期計画によって推奨されるまでは、新たな
法人協賛プログラムを採用しないようクラブに働きかける件

　新たな法人協賛プログラムあるいは特別な世界的強調事項の採択を提案する数多くの決議案が
本審議会に持ち込まれたが、これらは否決あるいは保留となった。
　審議会議員は、貧困、マラリア、結核、人口抑制、清浄水、識字、エイズ、地雷、危機下の児
童擁護、その他の人道的ニーズを含む（ただし、これらに限らない）重要な全世界的問題につい
ての深い懸念を表明し、確認することを望んでいる。
　これら重要な全世界的問題は注目を集め、今後もＲＩ理事会およびロータリー財団管理委員会
の注目を引き続き集めるものと思われる。
　ロータリアンおよび審議会に代表議員を派遣したロータリークラブは、人道的ニーズに適う幅
広いさまざまな活動に、全面的に取り組む構えである。
　しかるが故に、国際ロータリーの決議により、国際ロータリーは、審議会で確認されたような
重要な人道的ニーズに適う活動を継続するよう全クラブに働きかけ、奨励するが、新たな法人協
賛プログラムプログラムが長期計画によって推奨され、審議会で採択され、ポリオプラス・プロ
グラムの目標が達成されるまでは、現時点でそのようなプログラムを採択することは国際ロータ
リーの意図するところではないものとする。
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１．略　　語　（Acronym）

　ロータリーの資料には、いろいろな略語が出てくる。それらの略語をまとめ、簡単に説明を加
えた。現在では、使われていない略語も含んでいる。

AF …………  （Annual Fund）年次基金
 年次寄付を入れておく基金。

AFE ………  （Applied Field Experience）専攻分野の実地体験。ロータリーセンター ･ プロ
グラムにおいて学年度間の休暇期間中にフェローが専攻分野に基づく研究のため
に実地活動をするもの。

AKS ………（Arch C. Klumph Soceity）アーチ・クランフ・ソサエティー

AKU ………（Aga Khan University）アガ・カーン大学

ARRFC ……  （Assistant Regional Rotary Foundation Coordinator）ロータリー財団地域
コーディネーター補佐

CDC ………（Centers for Disease Control and Prevention）米国疾病対策センター

CED ……… Community Economic Development）地域社会の経済発展（重点分野の一つ）

CGA ………（Charitable Gift Annuity）慈善年金、単に GA とも言う

CLE …………  （Concentrated Language Encounter）語学力強化研修講座
  1987 年から 1992 年にかけてタイで実施され、タイ全土のすべての公立学校で採

用され、他国のロータリークラブや地区で現在も活用されている識字教育法。

CLP …………（Club Leadership Plan）クラブリーダーシップ・プラン

CMS ………（Citation for Meritorious Service）財団功労表彰状

COL ………（Council On Legislation）規定審議会

COR ………（Council On Resolutions）決議審議会

CRS …………（Club Recognition Summary）クラブ寄付認証概要

cVDPV ……  （circulating Vaccine Derived PolioVirus）ポリオ・ウイルス・ワクチンに由来
とする循環ポリオ・ワクチン由来とするポリオ・ウイルス

DAF ………（Donor Advised Fund）使途推奨冠名基金

DDF ………（District Designated Fund）地区財団活動資金

DEI …………  （Diversity, Equity and Inclusion）多様性、公平さ、開放性のこと。ロータリーは、
さまざまな人が参加できる開放的な組織、すべての人に公平で、善意を築き、社会
に役だつ組織づくりに努めている。この目標を実現するため、RI 理事会は、多様性、
公平さ、開放性に関する声明を採択した。

略語と用語集
Acronym and Terminology

第14章
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DG …………  （District Grant）ロータリー財団地区補助金
  これは地区ガバナー（District Governor）と同じなので、前後の文脈から判断す

ること。

DIN …………（Donation-in-Kind Information Network）現物拠出情報ネットワーク

DLP …………（District Leadership Plan）地区リーダーシップ・プラン

DRFC ………（District Rotary Foundation Committee）地区ロータリー財団委員会

DRFCC ……（District Rotary Foundation Committee Chair）地区ロータリー財団委員長

DSA ………（Distinguished Service Award）ロータリー財団特別功労賞

DTA ………（Distict Training Assembly）地区研修・協議会

EAP ………（Emergency Action Plan）ポリオの緊急行動計画

E/MGA  …（Endowment /Major Gift Adviser）恒久基金 / 大口寄付アドバイザー

EPNC ………（End Polio Now Coordinator）ポリオ根絶コーディネーター

EPNZC ……（End Polio Now Zone Coordinator）ポリオ根絶ゾーンコーディネーター

EREY ………（Every Rotarian, Every Year）毎年、一人一人が年次基金への寄付する計画

FARG ………（Foundation Alumni Resources Group）財団学友諮問グループ

FVP ………（Future Vision Plan）（ロータリー財団）未来の夢計画

Gavi ………  （Gavi. The Vaccine Alliance）ガビワクチンアライアンスはポリオ根絶 GPEI、
WHO、国際ロータリー、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団のコアパートナーの一つで
ある。

GETS ………（Governors-Elect Training Seminars）ガバナーエレクト研修セミナー

GFN ………  （Global Food Banking Network）グローバル・フード・バンキング・ネットワー
ク、ロータリーの奉仕パートナー

GG …………（Global Grants）グローバル補助金

GPEI ………  （Global Polio Eradication Initiative）世界ポリオ根絶推進活動または世界ポリ
オ根絶推進イニシアティブ

GSE ………（Group Study Exchange）研究グループ交換

HGCTA ……（Humanitarian Grants Cadre of Technical Advisors）人道的補助金専門家

IA …………（International Assembly）国際協議会

IA …………（Interactor）インターアクター（インターアクトクラブ会員）

IAC …………（Interact Clubs）インターアクトクラブ

IAPB ………（the International Agency for the Prevention of Blindness）国際失明予防協会

ICC …………（Inter-Country Committees）国際共同委員会

ICGF ………（Intercity and Club General Forum）都市・クラブ連合一般討論会

IEP …………（Institute for Economics and Peace）経済平和研究所

IFM …………（Informal Meeting）炉辺会合など



190

14
略
語
と
用
語
集

ウェビナー（Webinar）
　Web と Seminar の造語でオンラインセミ
ナーのこと。
　ロータリーのホームページの My ROTARY 
からラーニングと参考資料のウェビナーをク
リックする。ウェビナーのページには、いくつ
かの言語のセミナーが列記されている。日本語
でも英語でもよいが、Register Now をクリッ
クすると、それだけで登録できる。その後、Ｅ
メールが届く。このＥメールは英文で、開催日
時は米国標準時間である。Ｅメールにはアドレ
スがあり、このアドレスは他の人と共有できな
い。その後、日本時間の連絡がある。また
Webinar の前日には連絡がある。当日は送ら
れてきたアドレスを所定の時刻にクリックして
参加できる。テレビを見るような感覚でゆっく
り視聴できる。My ROTARY を通じて録画を
見ることもできる。

コーポレイト・プログラム
（Corporate Program）
　現在はポリオプラス・プログラムだけである。
ロータリーという組織をあげて取り組むプログ
ラム。

視覚的イメージ（Visual Identity）
　「Rotary」という文字と徽章（歯車）の両方
が含まれている。「Rotary」の文字は、常に徽
章の左に表示される。この公式ロゴを、可能
な限りどの資料にも表示する。「誇りのシンボ
ル」（徽章のみ）と呼ばれるグラフィックもある。
インパクトを強めるために使用するデザイン
要素である。ただし、「誇りのシンボル（Mark 

of excellence）」のみを単独で使用すべきで
はない。必ずロゴと一緒にご使用すること。ロ
ゴの一貫性を維持することは、極めて重要で
ある。「Rotary」の文字と徽章の配置と比率は、
常にガイドラインの指定に従うこと。改造や変
形は一切認められない。色の具体例について
は『ロータリーを生き生きと表現しよう「ボイ
ス」とビジュアルアイデンティティのガイド』

（547-JA）を参照のこと。ロータリーの襟ピン
には変更はない。また、この公式ロゴはクラブ
に強制するものではないが、代表的なサンプ
ルは下記の通りある。

国際ロータリー公式ロゴ

ロータリー財団公式ロゴ

世界最大のコマーシャル
（The World's biggest Commercial）
　世界のさまざまな国や文化圏の人々が、ノー
ベル賞受賞者、映画スター、有名ミュージシャ

　２．ロータリー財団用語（The  Rotary  Terminology）

　下記の用語はロータリー財団に関係するロータリー用語を含んでいる。本編で記述され
ていないものである。

（1）ロータリー財団に関係する一般ロータリー用語
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ンたちと共に、声を一つにして「もう少し」
のポーズをとる、ポリオ根絶「End Polio 
Now」を訴えるCMである。手で「あと少し」

（this close）のポーズを取った自分の写真を、
アップロードするだけで、世界最大のコマー
シャルに参加できる。

地域オリエンテーション･セミナー助成金
（Regional Orientation Seminar Grant）
　国際親善奨学生とロータリーのきずなを深め
るためのオリエンテーション・セミナーを開く
場合、地域レベルまたは多地区レベルで開き、
一定の条件を満たせばロータリー財団から助成
金が授与される。
　その条件とは、少なくとも「10名のカウンセ
ラーと10名の奨学生の参加」、「プログラムに
セクハラに関する事項を含めること」、「連続2 
日以上の会期であること」。各種条件をなくし、
地区の裁量で地区補助金を使ってセミナーを実
施できる。

月次寄付レポート
（Monthly Contribution Report：MCR）
　地区内各クラブの寄付一覧表。My ROTARY
から見ることができる。My ROTARY ページ
の右下側の役立つツールの「ロータリークラブ・
セントラル」を選び「レポート」の「ロータリー
財団への寄付」タブを選択する。現在、所属ク
ラブおよび地区に関する下記報告書が入手でき
る。

（クラブレポート）
　◦ ポール・ハリス・フェロー／ベネファク

ターのレポート（Paul Harris Fellow and 
Benefactor Report）

　◦ クラブ認証概要レポート
　　（Club Recongnition Report：CRR）
　◦ クラブバナー認証レポート
　　（ Club Foundation Banner Report ／

For Rotary Year）
　◦ メジャードナー／アーチ C. クランフ・ソ

サエティ／遺贈友の会レポート

　　（ Major Donor, Arch Klumph Society,  
and Bequest Society Report）

　◦ クラブファンドレイジング分析
　　（Club Fundraising Analysis/For Month）
　◦ ポール・ハリス・ソサエティ・レポート（PHS）

（地区のレポート）
　◦ 月次寄付レポート
　　（ MCR：Monthly Contribution Report/

For Rotary Year and Month））
　◦ ポリオ・プラスに関するレポート
　　（Polio Plus Report：For Rotary Year）

よく使うレート
クラブ認証概要レポート

（CRR）
月次寄付レポート

（MCR）
クラブ ID クラブ ID
氏名 クラブ名
クラブ会員（現・元の区別）会員数
認証額 年次寄付目標額
現在のレベル（PHF レベル） 目標達成度（％）
PHF 認証日 年次基金（一人当たり）
以上可能な認証ポイント 年次基金（選択月）
前回の寄付（年月）と分類 年次基金（累計額）
ベネファクター その他の基金（選択月）
自動定期寄付 その他の基金（累計額）

恒久基金（選択月）
恒久基金（累計額）

合　　計

ロータリーボイス（Rotary Voice）
　人に個性や性格があるように、組織にも個
性や性格がある。これを表現するために用い
るトーンやスタイルが「ボイス」である。ロー
タリーは他に類のない存在である。この個性
をコミュニケーションや体験の中で相手に感
じとってもらうには、私たちが常に同じ「ボ
イス」を使うことが大切である。そうするこ
とによって、口頭での説明や会話、文章、視
覚的デザインでボイスを意識し、一貫したロー
タリーの個性を表現できる。話し、書き、デ
ザインする際に、ロータリーのボイスの特性

（賢明さ、思いやり、粘り強さ、行動を促す力）
を指針とする。各種の視覚的ツール（写真や
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インフォグラフィック）を活用すれば、さら
に「生き生きとロータリーの個性をかもし出
すことができるだろう。
　『ロータリーを生き生きと表現しよう「ボイ
ス」とビジュアルアイデンティティのガイド』

（547A）参照のこと。

モニタリングと評価の計画
（Monitoring and Evaluation Plan）
　グローバル補助金の人道的プロジェクトと
職業研修チーム（VTT）の場合、申請に際し、
必要とされるもの。ロータリー財団の評価基
準を設定しているが、独自に評価基準を決め
ても構わない。例えば、受益者の数、新たに
生じた雇用の機会などである。

ロータリークラブ・セントラル
（Rotary Club Central）
　My ROTARY からロータリークラブ・セン
トラルをクリックし、Email アドレスとパス
ワードでサインインする。クラブと財団寄付
からそれぞれ目標を入力することができる。
なお、新会員と退会会員は、「運営する」→「ク
ラブの運営」で報告できる。

ロータリー・ショーケース
（Rotary Showcase）
　ロータリークラブとローターアクトクラブ
は、ロータリーショーケースを通じてプロジェ
クトパートナーを求めることができるように
なった。新しい機能の一環として、クラブは
提案されたプロジェクトをリストアップし、
資金やその他の支援のためのパートナーを求
め、グローバル補助金のためのプロジェクト
予算を共有し、関係を構築するために他のク
ラブとつながり、世界中のコミュニティを改
善するための新しいサービスプロジェクトを
実施することを目的としている。
https://map.rotary.org/ja/project/pages/
project_showcase.aspx

ロータリーのブランドリソースセンター
（Rotary Brand Center）
　 ブランドリソースセンターから、ロータ
リーのロゴ、カスタマイズ可能なテンプレー
ト、ビジュアルアイデンティティのガイドラ
イン、広告、写真、動画などをダウンロード
して利用できる。クラブと地区は、ここから
独自のロゴやパンフレット、ニュースレター、
ちらし、名刺、ウェブサイト、便箋などを作
成することも可能である（ご利用にはログイ
ンが必要）。
https://brandcenter.rotary.org/ja-JPhttps://
brandcenter.rotary.org/ja-JP

ロータリー財団地区補助金とグローバル補
助金授与と受諾の条件

（Terms and Conditions for Rotary Foundation 
District Grants and Global Grants）
　補助金を受領する条件、それに伴って、守
らなければならないことが記載されている。
地区補助金とグロ―バル補助金は共通だが、
パッケージ・グラントについては別個の授与
と受諾の条件が用意されている。時折、改定
されるので、最新（直近では 2021 年 4 月版）
のものを参照すること。
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医療機関（Health facility）
　医療サービスが提供されている所。病院、
診療所、研究所など。

医療サービス
（Health care services）
　疾病予防（教育、検査など）、および病気を
緩和または治すための治療（抗レトロウイル
ス薬の投与など）。

家庭用浄水処理
（Household water treatment）
　各家庭に設置され、下痢疾患の発生を減ら
すために効果がある浄水方法（沸騰、塩素処理、
フィルター使用、太陽光線による殺菌など）。

起業家（Entrepreneur）
　中小企業経営者または収入を得るためのそ
の他の仕事に従事している人。

基本教育（Basic education）
　18 歳以下を対象に、読み書きや地元の言
語など基本的スキルを教えること。

グループ／団体
（Group ／ organization）
　特定の目的のために、公式または非公式に
集合した個人の集まり。

子供の死亡率（Child mortality rate）
　出生児 1,000 人のうち、５歳未満で死亡す
る子供の割合。

コミュニティ（Community）
　個々の村、地理的地域、医療機関などを指す。

雇用（Employment）
　正社員としての採用、起業、収入を得るた

めのその他の仕事。

事業（Business）
　収入を得るための活動、中小企業、共同組合、
社会事業。

質の向上（Better quality）
　価格、効率、効果、種類などの面で改善が
見られること。

疾病予防措置
（Disease prevention intervention）
　特定の疾病を予防または治療するための活
動。

成果／影響（Impact）
　プロジェクトや活動が人や地域社会にもた
らした直接的な変化。

成人（Adult）
　18 歳以上の個人。

成人教育（Adult education）
　成人を対象に、読み書きや地元の言語など
基本的スキルを教えること。

重複計算（Double counting）
　プロジェクトの受益者を記録する際に、あ
る個人またはグループを２回以上数えてしま
うこと。受益者を見分ける情報（氏名、生年
月日、性別など）を記録しておき、後で複数
の団体からの記録に重複する情報がないかど
うかを確認する。

直接受益者（Direct Beneficiary）
　プロジェクト活動から明確かつ直接的な恩
恵を受けた人。
データ（Data）

（2）ロータリー財団の評価基準関係
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　３．ポリオプラス用語（PolioPlus Terminology）

ポリオ・ウイルス（Polio Virus）
　劣悪で管理の行き届いていない衛生状態に
よって 急性灰白髄炎（poliomyelitis）を引
き起こすウイルス。また、野生型ポリオ・ウ
イルスとも呼ばれている。

ポリオ常在国
（Endemic country of Poliovirus）
　ポリオの感染が途切れたことがなく、ポリ
オ・ウイルスが自然に発生している国を指す。
現在ポリオの常在国は、アフガニスタン、パ
キスタンの 2 カ国である。

年 アフガニスタン パキスタン
2020 年 56 84
2019 年 29 147
2018 年 21 12
2017 年 14 8

最新の今週の情報（GPEI）：
https://polioeradication.org/polio-
today/polio-now/this-week/ 

ポリオプラス（PolioPlus）
　1985 年に設置されたロータリー財団プロ
グラムで、ロータリーは、世界ポリオ根絶活
動に民間部門による支援を導入した。ポリオ
を根絶するために世界中の地域で行ってきた
ボランティア活動に加え、ロータリアンによ
る寄付額は、世界にポリオがないことが証明
されるまでに 15 億米ドル以上に上ると予想
されている。
　ポリオプラスの「プラス」は、今後のほか
の保健活動に生かすことの出来る全世界ポリ
オ根絶の遺産を意味している。

世界ポリオ根絶推進活動
（Global Polio Eradication Initiative：GPEI）
　突発的感染の鎮静化から歴史的な節目の実
現まで、ロータリーは世界ポリオ根絶推進活

動が大きく前進を遂げることを可能にした。
そして、2013 年、世界ポリオ根絶推進活動

（GPEI）は、2018 年を目標にポリオ根絶を
目指す包括・戦略的ロードマップとして「ポ
リオ根絶最終戦略計画 2013-2018」を発表
した。

根絶の証明 ポリオフリー（清浄）とポリオ根絶
（Polio-Free and Polio Eradication）
　ポリオが根絶されたという世界的な証明が
第一の目標である。監視活動を通じて、ポリオ・
ウイルスの感染が少なくとも１年以上発症し
ない場合、保健当局がその地域をポリオ無発
生（ポリオフリー）として証明する。2015
年アフリカ大陸がポリオフリーとなった。そ
して、地球上からポリオの最終発症から３年
間発症がなければポリオ根絶となる。

全国予防接種日
（National Immunization Days：NIDs）
　定期的な予防接種活動を補足する活動。ポ
リオ・ウイルスの感染の連鎖を断ち切るため
に最も高いリスクを抱える年齢層（通常５歳
未満）のすべての子供に経口ワクチンを投与
し、大規模かつ組織的な予防接種を行う。ポ
リオ常在国では、通常少なくとも３年間、毎
年数回にわたって全国予防接種日を定めて実
施する。

ビル＆メリンダ・ゲイツ財団
（Bill & Melinda Gates Foundation; B&MGF）
　ビル＆メリンダ・ゲイツ財団は、GPEI に
おける最大の民間の資金提供者となっており、
ロータリーからポリオ根絶への寄付に対して
２倍額の上乗せを提供している（上乗せの対
象となる寄付は 2017 年度より向こう 3 年間
は年間 5,000 万米ドルまで）。また、テクニ
カルサポート、ならびにポリオワクチン、監
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視活動、発生への緊急対応を向上させるため
の調査への投資を行っている。

パートナー（Partner）
　ポリオ根絶活動は、ロータリー、ユニセフ

（UNICEF: 国連児童基金）、米国疾病対策セン
ター（CDC）、世界保健機関（WHO）、ビル
＆メリンダ・ゲイツ財団、Gavi ワクチンアラ
イアンス（Gavi The Vaccine Alliance）、各
国政府がサポートする「世界ポリオ根絶推進
活動」（GPEI）と世界中の支援者によって進
められている。

米国疾病対策センター
（Centers for Disease Control and Prevention：CDC）
　CDC は、疫学者、公衆衛生の専門家、科
学者を現地に派遣してポリオ感染の調査、ウ
イルス株の特定、ウイルス起源の特定などを
行っている。

ユニセフ
（United Nations International Children's 
Emergency Fund：UNICEF）
　ユニセフ（国際連合児童基金）は、ポリオ
ワクチンの購入と配給の管理を行っている。
また、予防接種に対する地域社会の理解を得
るため、予防接種の重要性について情報を広
げている。現場のユニセフワーカーたちは、
現地の保健従事者やボランティアとともに子
どもへのワクチン投与にあたっている。

世界保健機関
（World Health Organization：WHO）
　WHO は、GPEI の管理運営に加え、世界
各国の保健省に技術面・運営面でのサポート
を提供している。WHO は進捗のモニタリン
グと戦略計画の立案を担当している。
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１．寄付送金・認証
⬦寄付送金明細書
　　https://my.rotary.org/ja/document/piif-contribution-form-rotarians-clubs
⬦寄付・認証　ロータリークラブの手引き
　　https://1drv.ms/u/s!Am5vZ-rEzAfog18lz_rnOHFCrYT_?e=YSxguw

２．資格認定（覚書）
（クラブ）
⬦クラブ参加資格認定：覚書（MOU）
　　http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/6121
⬦クラブ覚書（MOU）実施に関する指針
　　https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/club-memorandum-understanding-resources-guide-implementing-club-mou
⬦クラブ覚書（MOU）ワークシート
　　https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/621
⬦クラブの参加資格認定　よくある質問
　　https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/10021

（地区）
⬦地区参加資格認定：覚書（MOU）　http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/10261

３．補助金申請
⬦地区補助金とグローバル補助金授与と受諾の条件
　　https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/728

（オンライン申請）
⬦補助金センター　https://my.rotary.org/ja/user/login?destination=secure/13166
⬦補助金センターのご利用ガイド　https://my.rotary.org/ja/document/how-use-grant-center
⬦グローバル補助金ガイド　https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/guide-global-grants
⬦モニタリングと評価の計画について　https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/5676
⬦グローバル補助金申請テンプレート　https://my.rotary.org/ja/document/global-grant-application-template
⬦グローバル補助金報告書テンプレート　https://my.rotary.org/ja/document/global-grant-report-template
⬦グローバル補助金計算表　https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/global-grant-calculator

（奨学金）
⬦奨学金の提供　https://www.rotary.org/myrotary/ja/take-action/empower-leaders/create-scholarship
⬦ロータリー平和フェローシップ
　　https://www.rotary.org/myrotary/ja/take-action/empower-leaders/support-peace-centers
⬦ロータリーの学友　https://www.rotary.org/myrotary/ja/alumni
⬦グローバル補助金奨学生のテンプレート
　　https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/global-grant-scholarship-candidate-application-template

４．その他（プロジェクトのヒント）
⬦重点分野の基本方針　https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/areas-focus-policy-statements
⬦プロジェクトの流れ（ライフサイクル）
　　https://my.rotary.org/ja/take-action/develop-projects/project-lifecycle-resources
⬦ロータリーショーケース　http://map.rotary.org/ja/project/pages/project_showcase.aspx
⬦ �MYROTARY の補助金と専門家グループに関するレポートの利用方法
　　https://my.rotary.org/ja/document/using-grants-reports-my-rotary
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