
「地区ロータリー財団委員会の活動について」 

２０２３年２月４日（土）10:30～12:00 
石川県地場産業振興センター　新館5階　第12研修室

国際ロータリー第2610地区 
ロータリー財団委員会　補助金管理セミナー
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２０２３年１月２８日（土）10:30～12:00 
富山県民会館　７０１号室



ロータリー財団の歴史
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1917年 アーチC・クランフ第6代RI会長が 
「世界でよいことをする」ための基金の設置を提唱。

「ロータリー財団」と正式に命名。1928年

1930年 財団が国際障害児協会に500ドルの 
補助金を授与。

ポール・ハリス逝去後にロータリー 
会員から130万ドルの追悼寄付。

1947年

1979年 ロータリーがフィリピンで600万人の児童への 
ポリオ予防接種活動を開始。

ポリオプラス・プログラムを創設1985年



国際ロータリーとロータリー財団
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国際ロータリー（RI） ロータリー財団（TRF）

使命

職業人と地域社会のリーダーのネット
ワークを通じて、人びとに奉仕し、高
潔さを奨励し、世界理解、親善、平和
を推進すること

ロータリー会員が、人びとの健康状態
を改善し、質の高い教育を提供し、環
境保護に取り組み、貧困をなくすこと
を通じて、世界理解、親善、平和を達
成できるようにすること

標語 
キーワード

・超我の奉仕 
・最もよく奉仕する者最も多く報われる

世界でよいことをしよう 
Doing good in the world

会員
ロータリークラブ 
ローターアクトクラブ 国際ロータリー

収入規模 1億568万ドル（20-21年度） 3億5,475万ドル（20-21年度）
資金の使途 国際ロータリーの運営 プログラム補助金と運営費

プログラム 青少年交換、インターアクトなど
補助金プログラム 

（地区補助金、グローバル補助金） 
ポリオプラス、ロータリー平和センタ

資金の源泉
人頭分担金 

Per capita dues
寄付 
Gift

ロータリー財団の正式名称：The Rotary Foundation of Rotary International
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ポリオプラス

グローバル補助金

地区補助金

災害救援補助金

ロータリー平和センター

大規模プログラム補助金

ロータリー財団の資金の流れ
寄付



ロータリー財団は世界を変える手段 
ロータリー

ロータリー財団

国際理解・親善・平和

7つの重点分野

ポリオプラス

平和センター
各クラブの事業

災害救援
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ロータリー財団の資金の流れ



寄付の種類
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シェア
3年後に47.5%が地区財団活動資金
（DDF）に。

WF 
国際財団活動資金

グローバル補助金に対する 
上乗せなど。

重点分野
7つの重点分野のいずれかを 

指定して寄付。

年次基金



寄付の種類
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シェア
利用可能な利益の47.5%が地区財団
活動資金（DDF）に。

WF 
国際財団活動資金 利用可能な利益がすべてWFに。
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。

重点分野
7つの重点分野のいずれかを指定し
て寄付。利用可能な収益がプロジェ
クトに活用。

冠名基金
恒久基金累計 25,000 ドル以上で冠
名基金を設立可能。

恒久基金



寄付の種類
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ポリオプラス基金

ポリオ根絶活動を支援します。 
支援例： 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。

ロータリー災害救
援基金

ロータリー災害救援補助金を 
通じて活用。

その他

承認されたグローバル補助金への 
拠出。

ロータリー平和センター指定寄付、グ
ローバル補助金冠名指定寄付など。

その他臨時に設置された基金。



ロータリー財団の補助金
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地区補助金 グローバル補助金
地元や海外で行う小規模で短期
（1年以内に終了）の活動に活

用する補助金です。  

この補助金は地区が管理・配分
します。クラブは申請要件に従
わなければなりません。

以下に該当する大規模な活動（3万ドル以上）に活用

する補助金です。  

・７つの重点分野のいずれかに該当すること 
・活動が実施される国のクラブまたは地区と、それ
以外の国のクラブまたは地区がパートナーとなって
提唱する 
・プロジェクトが実施される地域社会のニーズに基
づいている 
・実施地の人々が積極的に参加する 
・ロータリーの活動が終了しても、実施地の人々が
自力でニーズに取り組んでいかなければならない
（持続可能である） 
・測定可能な成果をもたらす  



シェアシステム
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ＤＤＦ 
（地区財団活動資金）

50%まで

グローバル補助金

地区補助金

残り
など

３年前の年次基金への寄付額

シェアシステム
50%が配分される



第2610地区年次寄付額（シェア）推移
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会員数 年次寄付(シェア） 
（＄）

一人当たり 
（＄）

寄付ゼロ 
クラブ数

2018-19 
若林年度

2,629 318,822.66 122.03 0

2019-20 
松本年度

2,617 293,792.63 113.03 0

2020-21 
八塚年度

2,549 302,324.64 118.68 0

2021-22 
神野年度

2,497 285,466.49 114.32 0

2022-23 
黒川年度

2,466 147,122.30 59.66 27

※2022-23年度は1月現在

2023-24年度のシェアへ

7/1現在の会員数



第2610地区　利用できる地区補助金額
シェア

ＤＤＦ 
（地区財団活動資金）

50%

地区補助金 
（ＤＧ）

50%まで

2020-21 
八塚年度 $302,324.64

$151,162.32
＋恒久基金収益

$75,581.16

約998万円

2023年1月ロータリーレート＝132円／ドル



第2610地区の地区補助金推移
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会員
数

申請 
クラブ数

申請 
件数

地区補助金 
申請額合計 備考

2014-15　永田年度 2,578 39 51 $72,531.00 DG1515484

2015-16　柳生年度　 2,589 35 50 $73,112.00 DG1624520

2016-17　岡部年度 2,610 39 57 $73,033.00 DG1733647

2017-18　下口年度 2,624 40 51 $70,110.00 DG1844219

2018-19　若林年度 2,629 42 52 $73,004.00 DG1965482

2019-20　松本年度 2,617 44 62 $118,226.00 DG2087609 
（DG奨学金$30,000

2020-21　八塚年度 2,549 36 50 $86,252.00 DG2198556

2021-22　神野年度 2,497 36 54 $78,953.00 DG2226165

2022-23　黒川年度 2,466 36 53 $68,181.00 DG2336563



補助金プロジェクト賞（１）
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年度 クラブ名 プロジェクト名

2013-14
野々市 ラオス農業支援
立山 立山外来植物除去　

富山みらい バヌアツ小学校へパソコン寄付

2014-15
上市 絵本の夢をポケットに「ゆめぽっけ」
小松 小松中学校地域清掃事業

金沢百万石 ラオスITセンターインターネット整備計画

2015-16
小矢部 国内外5つの事業活動で地域社会の繋がり構築
高岡万葉 ラオス職業訓練学校にミシン贈呈
白山石川 小中学生200名に世界に羽ばたく青少年育成事業

2016-17
越中八尾 サイクルスポーツ振興と施設周辺清掃活動 (富山第2分区）
金沢 タイ浄水器設置事業(当地区初のグローバル補助金利用）

金沢香林坊 青少年緑化推進気球事業



補助金プロジェクト賞（２）
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年度 クラブ名 プロジェクト名

2017-18
加賀白山 ニート・ひきこもり支援事業
砺波 青少年健全育成プログラム事業
高岡北 オタヤこども食堂支援事業

2018-19
河北南 果実の採れる森づくり
新湊 フレンドシップin新湊

2019-20
魚津 小学生英語スピーチコンテスト
小松東 小松かるた大会

2020-21
能美 住みよい町づくり～送迎支援～
射水 射水市総合防災訓練

2021-22
志賀 志賀高校存続プロジェクト
小矢部 君の可能性は無限大！『子ども夢スポーツ＆トーク』開催

事業



グローバル補助金による活動の種類
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人道的プロジェクト 地域社会のニーズに取り組み、持続可能・測定
可能な成果を生み出すプロジェクト

奨学金
7つの重点分野に該当するキャリアをめざす人に
よる大学院レベルの海外留学または研究留学の
ための奨学金

職業研修チーム
専門職業に関係する研修を提供するチームや、
研修を受けるチームを海外に派遣 
（当地区では実績がありません）



グローバル補助金活用先　人道的プロジェクト
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年度 クラ
ブ名

プロジェクト 
番号

実施
地区 実施RC プロジェクト名

2015-16 金沢 GG1635767 3330 ポーンサテッド
ナコンシーRC

Clean Drinking Water Project 
浄水器設置プロジェクト

2017-18 金沢 GG1862116 3330 ポーンサテッド
ナコンシーRC

Clean Drinking Water Project 
浄水器設置プロジェクト

2019-20 金沢 GG2092010 3330 ポーンサテッド
ナコンシーRC

Clean Drinking Water Project 
浄水器設置プロジェクト



グローバル補助金活用先　奨学金（１）
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年度 プロジェクト 
番号

実施
地区 ホストRC

奨学生 
研究内容 
留学先

2013-14 GG1419319 9675 シドニーRC
金沢大学　遠山直志　先生 
「糖尿病メタ解析の研究」　   
オーストラリア　シドニー大学

2014-15 GG1527720 7230 チャイナタ
ウンRC

富山大学　久保山友晴　先生 
「薬学によるアルツハイマー病治療の研究」 
アメリカ　マウントサイナイ医科大学

2015-16 GG1638329 7230 チャイナタ
ウンRC

金沢大学 関晃裕（あきひろ）　先生 
「幹細胞による肝硬変治療の研究」 
アメリカ　マウントサイナイ医科大学

シドニー大学 マウントサイナイ医科大学



グローバル補助金活用先　奨学金（２）
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年度 プロジェクト 
番号

実施
地区 ホストRC

奨学生 
研究内容 
留学先

2016-17 GG1743333 1842 ミュンヘン
ババリアRC

金沢医科大学 四宮祥平　先生 
「肺高血圧症治療の研究」 
ドイツ　ギーセン大学

2016-17 GG1746618 6890 タンパノー
スRC

富山大学  条美智子　先生 
「リンパ浮腫への漢方治療研究」 
アメリカ　南フロリダ　モルサニ薬科大学

2017-18 GG1865702 9101 バンジュー
ルRC

金沢医科大学　薄田大輔　先生 
「肺炎、非定型菌感染症等早期診断における
検査機器有用性の研究」 
ガンビア共和国　メディカルリサーチ・カウ
ンシル・ガンビア

ギーセン大学 モルサニ薬科大学

メディカルリサーチ・ 
カウンシル・ガンビア



グローバル補助金活用先　奨学金（３）
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年度 プロジェクト 
番号

実施
地区 ホストRC

奨学生 
研究内容 
留学先

2018-19 GG1984106 7930 ボストンRC
金沢医科大学　林憲史　先生 
「膜性腎症治療法」 
アメリカ　ボストン大学

2018-19 GG1984284 1145
ブライトン
＆ホブソイ
リーRC

南　祐太朗 
「グローバリゼーションビジネスと開発」 
イギリス　サセックス大学

ボストン大学
サセックス大学



グローバル補助金活用先
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2022-23年度　グローバル補助金奨学生予定者

沖野　一晃　先生
金沢医科大学　医学部　腎臓内科学

オーストラリア　9455地区
マチルダ　ベイ　ロータリークラブ

西オーストラリア大学　ハリーパーキンス医学研究所
「線維性腹膜炎に対する新規治療薬の開発」



世界中のロータリアンなど

寄付

ロータリー災害救援基金

災害救援活動や復興活動のための基金

被災地

地区

申請 補助金

災害救援活動、復興活動

豪雨
豪雪
地震
台風

2610地区内でも災害が発生した場合に復興プロジェクトを立ち上げ補助金申請可能
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災害救援補助金



１．ウクライナ支援の為に世界中から集まった災害救援基金は1500万㌦以上。 
　　日本からは334万㌦（4億３０００万）

２．災害救援基金は１地区の限度額は2万5千㌦

３．1500万㌦使用するには600件分の災害救援基金申請が必要

４．現在までに600万㌦が使用されている

５．当初6月末までであった「ウクライナ優先」の取り扱いは12月末まで延長された。

６．災害救援基金は被災地の地区が申請する建前であるが「ウクライナ支援」においては、 
　　世界中の地区から申請可能です。

７．申請する地区は、災害救援基金より資金を支給され、その資金で支援物資を購入し 
　　被支援団体に贈ることが建前です。

８．複数の地区が合同で申請すれば2万５千㌦以上の申請が可能。
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災害救援補助金



モシチュン ‒　復興プロジェクト
世界中のロータリークラブがウクライナ政府と 
共同し、破壊されたモシチュン村を再建する 

モシチュン - 幸福で独立した近代的ウクライナの 
　　　　　　象徴とする。
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災害救援補助金



(1) 8月25日、2750地区田中委員長より災害救援補助金申請が完了しました。 
(2) 8月27日、TRFが申請を受理、承認しました。 
(3) 9月2日、追加書類OFACを田中委員長がTRFに提出されました。 
(4) 9月14日、TRFより2750地区の口座に55,600,000円（139円/＄）入金が有り、ウクライナ
へ送金手続を開始しました。 
(5) 9月29日、ウクライナに着金確認ができました。為替レートが144円半ばであったため、
$381,485.00USDと目減りしました。そのため、モジュラーハウス30棟、発電機15基に事業内
容を変更することとなりました。 
(6) 10月27日、TRFが事業内容変更の申請を受理、承認しました。 
(7) 10月28日現在、モジュラーハウス8棟分が建設されているようです。 

第2520地区、第2530地区、第2560地区、第2570地区、第2600地区、 
第2610地区、第2620地区、第2670地区、第2730地区、第2740地区、 
第2750地区、第2760地区、第2770地区、第2800地区、第2830地区、 
第2840地区

16地区合同プロジェクト

モジュラーハウス　32棟　$388,350.00USD
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災害救援補助金



第2610地区DDF
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ＤＤＦ 
（地区財団活動資金）

50%まで

グローバル補助金

地区補助金

残り
など

寄贈
ロータリー平和センター
ポリオプラス基金
COVID-19
災害救援基金



第2610地区　年度別DDF寄贈推移

27

会員数 期首DDF 
残高

平和 
センター

ポリオ 
プラス その他 計 備考

2014-15 
永田年度

2,578 $174,627.64 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00

2015-16 
柳生年度　2,589 $238,878.08 $10,000.00 $10,000.00

2016-17 
岡部年度

2,610 $275,134.55 $10,000.00 $10,000.00

2017-18 
下口年度

2,624 $340,442.01 $10,000.00 $10,000.00

2018-19 
若林年度

2,629 $382,131.20 $10,000.00 $20,000.00 $30,000.00

2019-20 
松本年度 2,617 $468,921.76 $10,000.00 $20,000.00 $10,000.00 

COVID-19 $40,000.00 GG基金
=$250,000

2020-21 
八塚年度

2,549 $215,364.56 $10,000.00 $43,100.00 $53,100.00

2021-22 
神野年度

2,497 $275,898.31 $10,000.00 $58,200.00 $30,000.00 
災害救援基金 $98,200.00

2021-22 
黒川年度

2,466 $323,645.25



地区補助金申請限度額の算出方法
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2,000

600

900

118,800

【算出例】


