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第 ２ ０ ４ ３ 回   令和 ３年 １ ０ 月 ６ 日 （ 水 ） 

本日の行事 クラブフォーラム（地区補助金について）
2021－22年度        島崎秀樹会長      

幹事報告           山口里美幹事 

＊上野東ＲＣより 40周年記念誌 

＊ガバナー事務所より 

・佐賀・長崎豪雨災害義援金のお願い 

・ポリオデーへの取り組みについて 

・熱海豪雨災害義援金協力のお礼とご報告  

総額 1,877,404円 

・10月ロータリーレート １＄ 112円 

・地域社会の経済発展月間リソースの案内 

・日本ロータリー100 周年ピジョンレポート

2020資料編が届きました。 

・ロータリー文庫 2020-21年度決算報告書と 

今期予算書が届いています。 

・ガバナー公式訪問 卓話ＤＶＤ拝受 

＊地区事務所より 

・ロータリー財団研修セミナー（オンライン） 

10月 17日 資料拝受 

・職業奉仕研修セミナー 11月 20日（土） 

・第 1回女性会議開催 11月 13日（土）  

・多様性委員会より アンケート依頼 

・増強状況報告書 

・地区補助金事業 HP掲載記事依頼 

＊直前ガバナー事務所閉鎖のお知らせ 

＊美濃ＲＣより  

・ＩＭ延期のお知らせ 11月 28日に変更 

・東海北陸道グループゴルフ大会組合せの件 

＊郡上八幡ＲＣ 岩出さんより 映画「かば」

パンフレット拝受 

＊長良川環境レンジャー協会より クリーン

作戦 11月 6日（土）10時～長滝道の駅 

＊週報拝受 美濃、郡上八幡、関中央、桑名北 

＊例会変更 関、美濃、各務原、可児ＲＣ 
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第２０４２回例会報告 

会長挨拶                        2021～2022年度  島崎秀樹会長 

 皆さん今晩は。お盆中、大変な雨でした、特に週末、1年ぶりに郡上が孤立しました。かくゆう私も土

曜日に用事があり午前中に関市に行きました。高速道路が通行止めだったので、下道が使えるからと思っ

て出ていき、昼ご飯を食べてさて帰ろうと思ったら、156 号線が通行止めになっていました。美並で通行

止めだった為どのルートも使えず、岐阜県のＨP をみて通行止めがどこで発生しているか調べてみると、

板取も洞戸の方で使えず、41号線もだめで、どうしようかと思いましたが、私が使っている山道で通常よ

り 20分程オーバーしますが帰ってくることができました。通行止めになるとそこで残っている人たちが出

てもいけないし帰ることもできません。結局高速道路も下道も翌日まで通行止めになっていましたので、

皆さんも重々気を付けて下さい。非難難民にならないようにしてください。 

一昨日ですが小野と尾崎あたりで避難勧告が出まして、今朝方一報で、尾崎の裏山が 1か所が崩れて、

石積みをしていましたが全部崩れて家ごと押しているという事でした。写真を送っていただきましたが、

寝室のベッドに向かって石が窓からぶち破って入ってきて、本来その場所で寝ていたはずですが、避難指

示が出ていたので全員避難していた為、人的被害はゼロでした。ただ建物自体は半分押しているので、取

ってしまわないと仕事も出来ない、大変なことです。この郡上でも被害があったわけです。これだけ雨が

降ると山が水を多く持っています。今まで抜けなかったところも抜ける可能性がありますので、これから

も長雨が続くと思いますので皆様方も気を付けて下さい。 

この後は羽土君による財団の卓話になります。僕も何年か前に財団委員長をしておりましたが、何もで

きませんでした。地区からの財団の話を聞いて、今年度来年度に役立てたいと思います。 

 

会員卓話（地区財団について）                    羽土洋司君 

 本日は財団について話をしたいと思います。新会員の方にはオリエンテーションの時にＤＶＤを 2回も

例会日：毎週水曜日 18：30～    例会場及び事務所：白鳥町農業指導研修センター2Ｆ   
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見ていただきました。11月の財団月間の時には、各クラブから卓話依頼が地区事務所へ来ます。委員を割

り振るための委員会がありますが、今期自分はそこに配属になっています。今月も 4クラブから卓話依頼

がありました。今回、自分の勉強の為に話したいと思いますので、よろしくお願い致します。 

国際ロータリー2630地区のホームページを開いていただくと、地区の事が細かく載っています。 

地区の財団は7月と10月に2回セミナーがあります。7月には財団委員長や会長幹事が出席するのですが、

その時はロータリー財団の概要について勉強していただき、10月は補助事業に伴う手続きですとか、補助

金事業をしたい時の為の勉強会です。去年は 2回ともできませんでしたので、パワーポイントや DVDを作

って参加という形にしました。その時に作った資料を今日皆さんにご紹介したいと思います。 

さて「世界でよいことをしよう」という標語、これはロータリー財団のスローガンです。地域はもちろ

ん、世界の隅々まで人道奉仕の輪を広げていこうと言う願いを表しています。正式な国際ロータリー財団

の名前は国際ロータリーのロータリー財団というそうです。提唱したのはアーチ―・クランフという方で

す。ポールハリスとは同年代で、財団も 100年を超えています。国際ロータリーは会員からの会費によっ

て支えられていますが、ロータリー財団はロータリアンからの尊い寄付から支えられています。ロータリ

ーの財団の使命につきましては、国際ロータリーの使命と同じではっきりと謳われています。ロータリー

の使命は、職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて人々に奉仕し、高潔さを奨励し、世界理

解、親善平和を推進することです。ロータリー財団の使命は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、親善平和を達成することです。詳しい説明をする

前に、ロータリー財団への寄付金と補助金のついて流れを説明します。ロータリー財団への寄付金は、シ

ェアーシステムといわれる仕組みを通じて各クラブが使用できる地区補助金とグルーバル補助金の二つに

生まれ変わります。現在までに実施されました地区補助金、グローバル補助金の奉仕事業総数は 212件、

奨学金による留学生は 20名、活動資金総額は 120万ドル、約 1億３千万円という大きな成果を積み重ねて

いただきました。このように 2630地区の多くのクラブが地域へ世界の人道奉仕に貢献されています、とい

う事です。 

これから財団の補助金の説明をしますが、2013～14年度から未来の夢計画という補助金制度に生まれ変わ

りました。美谷添生さんが財団委員長をされていた時だと思います。それは第 1にプログラムを簡素化し

て、申請手続きや管理事務がわかりやすくしました。第 2にロータリアンが主体的に活動するプロジェク

トに優先的に補助金を使えるようにしました。第 3にクラブの所在する地元でも海外でも使用する事が出

来ます。第 4に補助金に対する地区の権限、決定権を大きくしました。第 5に補助金を使ったメリハリの

ある奉仕プロジェクトを行うことによってロータリーの公共イメージを高めるという事につながる、とい

う形をとった補助金となりました。 

補助金のもとになる寄付金の種類には年次基金寄付、使途指定寄付、恒久基金寄付の 3種類あります。一

番大きいのが年次基金寄付です。EREYと言い方をします。ロータリアンが毎年寄付をしていただくもので、

あなたも毎年 150ドルを！として目標にしています。2630地区の 2019～20年度の実績は 143.3＄であと一

歩です。使途指定寄付は使い道を指定する寄付で、ポリオプラスや災害用に使われたりします。恒久基金

寄付は財団に寄付しますが、財団では元本には手をつけず運用して利益が出た分だけ活動資金として分配

して使います。お金の流れですが、年次基金寄付は 3年間運用して増えた分と元を全部 3年後に全額使い

ます。恒久基金寄付は元本には手を付けませんので、運用して得た収益の半分を 3年後に使います。恒久

基金の半分はＷＡＦ（国際財団活動資金）の方へ半分いきます。年次基金と高級基金の収益の半分を 3年

後に使う、これが地区の財団活動資金ＤＤＦの方へ半分、国際活動基金の半分と恒久基金収益の半分が WAF

の方へ行きます。そのうち DDFの５０％を地区補助金として、地区の権限で使える補助金として使います。

DDFの残りと WAFの上乗せというのを合わせたのがグルーバル補助金として使われます。もとは 3つの寄

付金ですが、補助金としては地区補助金とグルーバル補助金になります。使途指定寄付は寄付先が決まっ

ているのでこの中に入れません。自分たちが寄付したお金が 3年後に自分たちが使えるお金として戻って

くることになります。地区補助金とグルーバル補助金の説明ですが、地区補助金は地元でも海外でも使え

ます。それを使って奨学金という使い方もあります。グルーバル補助金は海外などで使うものですので、

数としては少ないですが金額が大きくなります。当クラブが使うには地区補助金になります。地区補助金

について話します。2020-21年度には 21件申請があり採択されています。全部支給され、金額にすると 1500

万円弱です。当クラブは里恵子さんに段取りをしてもらい小学生対象にくむんだ―をする予定でしたが、

幼稚園でくむんだーを行い、予算的には 100万円ほどの事業を行うことが出来ました。地区補助金は支給

規定があり、中々よく考えられているシステムで、EREY一人当たりの年間寄付額がどれだけしてもらえた

かによってクラブにおりてくる地区補助金が決まります。大きく分けると一人当たり 100＄未満、100＄以

上 150＄未満、150＄以上 200＄未満、その上もありますが、主にこの 3つの分類に分かれていて、150＄以

上の寄付をお願いしていますが、クラブが 30名だとすると 15000円寄付をすると 450万円ほど寄付が集ま

ります。一人当たりが 150＄を達成したとなると達成率が 1.0でして、その場合 1.5という 5割増しが適

用になります。自分たちが 3年前に寄付した金額よりも多くの金額を補助金として頂くことが出来ます。



例えば100＄に達してないと100÷150×拠出金額にすると実際自分たちが寄付した金額よりも減る事にな

ります。その辺を考えながら使うと結構大きな金額を使って活動することが出来ます。 

2021-22年度今期のスケジュールですが、申請期間が 21月から 1月末までで、3月に審査を行い、4月に

結果を出して、新しい年度の 7月 1日から翌年 4月末まで事業を行い 5月に報告を行う流れでしたが、去

年今年はコロナの関係で、奉仕活動がやりづらいということで、特別にコロナに関する物品の寄付などヲ

行うことが出来るようになりました。学校へ体温計サーモビューアを送ったらどうかという事で申請をし、

審査が通りました。早くてもいいという事でしたのでもお金の入金は 7月過ぎですがクラブで立替えて購

入しました。3 年前の寄付金によって補助金が決まりますので、計画的にした方がいいのかなと思います

ので、理事会や財団委員会で話し合うのもいいのかなと思います。地区補助金の対象ですが、ロータリー

でやる事であれば大抵の事は出来るのではないかと思います。補助金が使えない事業は、周年記念事業や

継続事業です。それから物を買って寄付をするのもだめです。また他の団体と共同もだめです。対象にな

らないという時もあります。ただコロナに関しては今回特別に許可が出ています。 

グローバル補助金については使うことがないと思いますので省きます。 

最期に主な所でポリオがあります。ポリオの小委員会もあります。今年、ガバナーがお願いをしたいとい

う事があるので、それを最後にお伝えをしたいと思います。 

財団の方は寄付をしてくれた人に対してどういう感謝の気持ちをするかというと、認証です。一番なじみ

があるのがポールハリスフェローです。累計 1000＄に達した個人に感謝の意を込めて認証状とバッチが送

られます。2000＄以上になると 1000＄ごとにサファイアが一づずつ増えていきます。他にもべネファクタ

ーは恒久基金に 1000＄以上、メジャードナー（大口寄付者）は 1万ドル以上になります。自分はこれから

毎年 1000＄以上寄付をしますと宣言するとポール・ハリス・ソサエティーがいただけます。これが認証の

話です。要は寄付金や補助金の話をしましたが、補助金をもらうには必ず財団セミナーに出席して覚書(Ｍ

ＯＵ)を提出しないと資格がありません。10月にあるセミナーが該当します。 

今年ガバナーが盛んに言われるのは、「クラブのカードを作ってくれませんか」と、マイナーズクラブの

カードです。クラブの会長、エレクト、幹事、会計、理事が入会資格があります。クラブとして作るカー

ドだそうです。ポイントがたまったりすると思いますが、ポイントがポリオプラスに入るそうです。これ

があると事務局の支払いをカードで行えばポイントがたまるので作ってくれませんかという事でした。個

人でも作ることが出来ます。一度資料を取り寄せて理事会で相談していただこうと思います。 

ロータリー財団への寄付は、未来への投資だという風に理解をしていただいて、ご協力をお願いしたい、

ガバナーからのお願いでした。これで財団についての説明を終わりたいと思います。 

 

ニコＢＯＸ                           ニコＢＯＸ委員会 遠藤正史君 

山口君 蔓延防止、大雨警報では例会休みになりません。 

畑中君 コロナ対策疲れです。今日も学びました。 

和田良一君 今年の盆は近年にない最悪のお盆でした。今夜は頼母子のため、早退します。ゴメンなさい。 

寺田澄男君 今回の豪雨も大きな災害もなく治りそうでホッとしています。 

遠藤君 今日 2回目のワクチン接種をしました。3回目が必要にならないことを願っています。 

三島勲君 先週の水曜日は急な来客があり、無断欠席をして申し訳ありませんでした。スマホを充電中で

後から見ましたら、ＬＩＮＥで出席のメールが入っておりました。ありがとうございました。 

美谷添里恵子君 早く天気になーれ！ 

佐藤君 今日の花はキツネのカミソリと言います。彼岸花の一種です。 

藤代君 コロナと雨で何もできないお盆でした。岐阜県も昨日は 300人超えて大変な事になっております。

予防をしっかりやり、コロナにかからないようにしましょう。 

同文 尾村君、美谷添生君、羽土君、小島君、石徹白君、寺田正実君、原君、麦島君、杉山君 

 

次回行事予定 

 １０月１３日 スポーツ例会          １０月２０日 委員会報告（青少年） 

 １０月１７日 財団研修セミナー（オンライン） １０月２２日 ＩＤＭ（ホスト 尾村君） 

 

出席報告                               出席委員会 尾村忠雄君                   

 

 会員数 出席者数 欠席者数 補正者数 出席率 出席免除 

第 2041回 ３３名 ２５名 ７名  78.13％ 1名 

第 2042回 ３３名 ２１名 １１名  65.63％ １名 


