はじめに

Introduction

本 ハンドブックは、RI第2750地区2020-21年
度用として製作されたものです。

This Handbook was produced for RI District
2750 in 2020-21.

本ハンドブックに掲載されている内容は、ロー

The contents consist of specified by The Rotary

タリー財団が定める内容に加えて、RI第2750地

Foundation and unique contents of District 2750.

区独自の内容が含まれていますので、2750地区

Those clubs in District 2750 must comply with

に所属するすべてのクラブは、このハンドブック
に則り、2020-21年度の補助金申請、あるいはロー
タリー財団に関わる活動を行なってください。
皆様が、本ハンドブックを有効にご活用され、
充実した奉仕活動をされますことをお祈り申し上
げます。
ご挨拶

this handbook to apply Grants and utilize for
each club’s activities in 2020-21 related to The
Rotary Foundation.
I would like to express my heartfelt wish your
clubs could be used this Handbook effectively to
serve a fulfilling project.

Greeting

地区内のロータリアンから「ロータリー財団は

Unfortunately, I sometimes hear opinions from

難しい」
「何をやっているのかよく分からない」と

Rotarians in the D2750 that “The Rotary Foun-

いう声を未だに聞くことがあります。ポリオプラス

dation is hard to understand” or “I am not sure

や補助金システムなど一部のプログラムについて

what they are doing”. As you all know, many

ご存じの方は多いと思いますが、寄付に関するイ

Rotarians already have knowledge about some

ンパクトが強くそれ以外の関心が薄れているので
はないかと考えます。確かに地区やクラブの寄付
目標とその達成状況に関しては通年フォローされ
ますが、ロータリー財団のプログラムに関しては
体系的に学ぶ機会は多くありません。
SNSやセミナー、本ハンドブックを有効活用し、
より多くの皆様にロータリー財団を理解してもら
い、皆様のクラブがより充実した奉仕活動を実
施できるよう支援してまいる所存です。
皆様におかれましては、ロータリー財団に対
しまして、今後とも倍旧のご支援・ご協力を賜り
ますよう心より厚くお願い申し上げます。

安保

委員会委員一同

but I think the impact on donation is too strong,
so the other concerns may be diminished.
Certainly, we follow club donation targets and
achievement throughout the year, however we
may need to offer more opportunities to learn
The Rotary Foundation programs systematically.
The Foundation Committee will make effective
use of SNS, seminars and this handbook to help
many more understand the Rotary Foundation
and to support your clubs to carry out more
fulfilling service activities.
We would like to thank you for your continued

2020−21年度 RI第2750地区ロータリー財団委員会
委員長

programs such as PolioPlus and subsidy systems,

support and cooperation to The Rotary Foundation.

満
2020-21
RI District 2750 The Rotary Foundation Committee
Chairman Mitsuru Anbo
All Members
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ロータリー
財団の歴史

1917 年 6 月 18 日、アトランタで開催された第
8 回ロータリー年次大会で、当時の会長であっ
「世界でよいことをする
たアーチ C. クランフが、
ために基金を作るのが、きわめて適切だと思わ
れる。」と演説をしたことが始まりです。
1917 年は、まだ第 1 次世界大戦の真っただ中
でした。そんな世界情勢の中で、アーチ・クラ
ンフは、未来のロータリーにとってこの基金が
必ず必要になると言う強い信念のもと、基金の
設立を呼び掛けました。
この基金への最初の寄付は、1917 年にカンサ
スシティーロータリークラブが行なった 26 ドル
50 セントでした。このわずか 26 ドル 50 セント
が、世界をより良くするための何十億ドルと言う
財団の布石を敷いたわけです。
その後、1928 年に、それまでの「アーチ・クラ
ンフ基金」と言う名前から「ロータリー財団」
と言う名前に変更されました。
「ロータリー財団」
の正式な名前は「国際ロータリーのロータリー
財団」です。5 名による管理委員会が設立され、
初代の管理委員長にはアーチ・クランフが就任
しました。その後も、アーチ・クランフは長期
的な視野を持ち、ロータリー財団に反対する勢
力から財団を守り、存続と発展のためにその生
涯を捧げました。アーチ・クランフは、1951 年
6 月 3 日、82 歳でその生涯を閉じています。
1947年に、
ロータリーの生みの親であるポール・
ハリスが逝去しました。この時、ポール・ハリス
は逝去後に、
「追悼は献花ではなく財団への寄

The history
of The Rotary
Foundation

The Foundation was established in 1917 by
Rotary International's sixth president, Arch C.
Klumph, as an endowment fund for Rotary
“to do good in the world.”
In 1917, the World situation was still in the
midst of the World War 1. Among such world
circumstances, Mr. Arch Klumph established
his Fund with firm convic tion that the
Foundation would be certainly necessary for
the future Rotary.
It has grown from an initial contribution of
US$26.50 at Kansas City in 1917 to more than
US$1billion nowadays. It has one of the
largest and most prestigious international
fellowship programs in the world.
In 1928, the name “the Rotary Endowment
Fund” was renamed “Rotary Foundation”
when the endowment fund had grown to
more than US$5,000, the fund was renamed
The Rotary Foundation, and it became a
distinct entity within Rotary International. The
offical name of the Rotary Foundation is
“ The Rotar y Foundation of Rotar y
Internatonal”. It was established by five
trustees and the first chair was Arch C.
Klumph. The founder Arch C. Klumph
devoted and risked his whole life for the
Rotary Foundation. He died in June 3 1951 at
the age of 82.
In 1947, the Rotary’s founder Paul P. Harris
died. He sent his dying wish to all Rotarians
by telegram. In 1951, Arch Clumph passed
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付」と言うハリスの意思が電報でロータリアン
に伝えられました。1951 年のアーチ・クランフ
の逝去とともに、このロータリーにとってかけが
えない 2 人の偉大な人物の逝去によって全世界
のロータリアンからたくさんの寄付が寄せられ、
この時の寄付が、ロータリー財団の発展に大き
く役立てられました。
「世界で良いことをする」ために、その後、多くの
プログラムが 開始され、ロータリー財団は、世
界中のまだ手を差し伸べて行かなければならな
い人々に、たくさんのあたたかい手を差し伸べて
きました。
「未来の夢計画」と銘打って、ロー
2013 年には、
タリー財団の新しい補助金システム（地区補助
金、グローバル補助金）が構築され、ロータリー
の掲げる 6 つの重点分野を中心に、世界中で行
なう多様な奉仕活動に利用できる補助金が誕生
しました。
ロータリー財団は、現在、アメリカのイリノイ州
の州法に則り登記された非営利法人となってい
ます。ロータリー財団は、現在、4 名の RI 元会
長を含む 15 名の管理委員と事務総長で運営さ
れています。
今や国際ロータリーとロータリー財団は、切っ
ても切れない存在と言えるでしょう。ロータリー
は、このロータリー財団を設立したことによって、
新しい奉仕の可能性と手段を手に入れることが
できました。ロータリー財団は、まさに、ロー
タリーの土台となっているわけです。
アーチ C. クランフが演説をした「世界でよいこ
とをしよう」がロータリー財団の標語となってい
ます。
これからも世界でよいことをするために、ロータ
リー財団にあたたかいご 支 援と更なるご協力
をお願いします。

4

away, and as a fact of the death of two
irreplaceable great Rotarians, a large amount
of donations were received from Rotarians
all around the world on the death of two
irreplaceable and great Rotarians, the donation
at that time was greatly contributed to the
development of The Rotary Foundation.
Harris made it known that he preferred
contributions to The Rotary Foundation when
he died in lieu of flowers. These contributions
truly developed the endowment fond of the
Rotary Foundation.
The Rotar y foundation made a large
amount of its programs and offer a helping
hand since Klumph mentioned “Doing good
in the world”.
In 2013, the completely new worldwide
practically system for Grant named “Future
Vision” based on 6 Areas of Focus was started
The Rotary Foundation is a non-profit
corporation registered by the State Law of
Illinois consisted by 15 Trustees and General
Secretary including 4 past president of RI.
Rotar y Inter national and The Rotar y
Foundation are now inseparable. By setting
up this Rotary Foundation, Rotary was able to
acquire new service possibilities and means.
The Rotar y Foundation is exac tly “the
Foundation” of Rotary.
Keep in mind “Doing good in the world”
is only slogan of the Rotary Foundation
even today.
We would like to ask you warm support
and fur ther cooperation to The Rotar y
Foundation in order to continue “Doing
good in the world”.

ロータリー財団委員会の大きな任務は、６つある小委員会を

Rotary Foundation Committee

ロータリー財団委員会

統括し、ロータリー財団委員会全般の管理、運営、広報、研
修等を行なうことです。ロータリー財団は、毎年いろいろな修
正が行われ、常に新しい情報が必要になります。ロータリー財
団委員会では、クラブとのコミュニケーションを良くすること
によって、より正確な情報を発信していきます。

Our primary missions are to manage the 6 Subcommittees, to operate and publicize the Rotary Foundation itself,
and to hold workshops and seminars for all Rotarians and
clubs. The Rotary Foundation program has been modified
every year based on very useful information from every Rotary club. We will maintain close communication with every
Rotary club to disseminate valuable information.
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ロータリー財団

● 2020-21 年度委員会組織のあらまし

● Overview of the Committee in 2020-21

2020-21 年度のロータリー財団委員会は、前

The Rotary Foundation Committee in 2020-

年度と同様に６つの小委員会（資金管理委員

21 co n s i s te d of s i x s u b co m mi t te e s

会、資金推進委員会、補助金委員会、奨学・
学友・VTT 委員会、ポリオプラス委員会、ロー

(Fundraising Subcommittee, Stewardship
Sub commit tee, Gr ant s Sub commit tee,
Scholarship, Alumni, VTT Subcommittee, Polio

タリー平和フェローシップ委員会）から成りま

Plus Subcommittee, Rotary Peace Fellowships

す。ロータリー財団委員会には、2 名の副委

Subcommit tee). The Rotar y Foundation

員長が就き委員長と共にロータリー財団全般

Committee The Rotary Foundation Committee

を統括します。

consiseted of Chair and 2 Vice Chair and
oversee the entire Committee.

● 2020-21 年度の組織図 ● Organization chart of 2020-21
ロータリー財団委員会

資金管理委員会

Rotary Foundation Committee

Stewardship Subcommittee

資金推進委員会

Fundraising Subcommittee

地区補助金チーム

補助金委員会

District Grants Team

Grants Subcommittee

グローバル補助金チーム
Global Grants Team

奨学・学友・VTT 委員会

Scholarships, Alumni, VTT Subcommittee

ポリオプラス委員会

PolioPlus Subcommittee

ロータリー平和フェローシップ委員会

Rotary Peace Fellowships Subcommittee

● 2020-21 年度の活動

● Activities for 2020-21

1.

1.

ロータリー財団セミナーを年 2 回開催し

twice a year.

ます。

The first round: June 15, 2020 (Monday), the

第 1 回：2020 年 6 月 15 日（月）
、第 2 回：
2021 年 2 月 3 日（水）の予定です。
2.

DDF( 地区財団活動資金 ) 配分会議を開
催します。
（2020 年 3 月中旬）

3.
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We hold the Rotary Foundation seminar

second: February 3, 2021 ( Wednesday).
2.

DDF (District Designated Fund) allocation
meeting will be held. (mid, March, 2020)

3.

Rotary Foundation Committee, Rotary

ロータリー財団委員会、ロータリー財団正

Foundation Chair and Vice Chair Meeting

副委員長会議を開催します。また、各小

will be held. Each Subcommittee will be

委員会を適時開催します。

held on a timely basis.

ロータリー財団

4.

地区ロータリー財団委員会のホームペー

4.

ジを活用し、ロータリー財団に関する情
報を発信します。
5.

11 月のロータリー財団月間を中心に、卓
話の要請に積極的に対応します。

6.

ガバナーの掲げる地区目標達成に向けて、

Foundation to disseminate information
about The Rotary Foundation.
5.

7.
8.

6.

We will ask for donation to achieve the
district goals set by the governor.
(Fundraising Subcommittee)

7.

District Grants and Global Grants will be

地区補助金、グローバル補助金を承認、

approved and paid. (in charge of Grants

支給します。
（補助金委員会担当）

Subcommittee)

2021-22 年度地区補助金管理セミナーを

8.

員会担当）
地 区 補 助 金 実 務 講 習 会 を 開 催します。
（2020 年 7 月下旬予定）
（補助金委員会、
資金管理委員会担当）
10. 奨学生の募集、選考、派遣をしていきます。
（奨学・学友・VTT 委員会担当）
11. RI 第 2750 地区ロータリー財団学友会を
支援します。
（奨学・学友・VTT 委員会担当）
12. ポリオ根絶のための活動をしていきます。
（ポリオプラス委員会担当）
13. ICU（国際基督教大学）ロータリー平和

Grant Management Seminar for 2021-22
will be held. (Grants Subcommittee,

開催します。
（補助金委員会、資金管理委
9.

We actively respond to requests for table
speech.

寄付のお願いをしていきます。( 資金推進
委員会担当 )

Utilize the website of the district Rotary

Stewardship Committee)
9.

District Grants workshops will be held.
(Late July 2020) (Grants Subcommittee,
Stewardship Committee)

10. We will manage D2750 Rotary Foundation
Scholarships Program. (Scholarship,
Alumni, VTT Subcommittee)
11. We support the Rotary Foundation Alumni
Association of District 2750 District.
(Scholarship, Alumni, VTT committee
charge)
12. I will make our effort to eradicate of Polio.
(PolioPlus Subcommittee)

センターを支援します。合わせて、派遣す

13. We will suppor t ICU (Inter national

るフェローを募集します。
（ロータリー平

Christian University) Rotary Peace Center

和フェローシップ委員会担当）

for taking applications of new fellowship

14. 平和フェロー年次セミナー、オリエンテー
ション、ホストエリア連絡協議会を支援し
ます。
15. 2021-22 年度ロータリー財団ハンドブック
の制作。

scholar s c andidates. (Rotar y Peace
Fellowships Subcommittee)
14. We will support Rotary Peace Fellow
Annual Seminar, Orientation, Host Area
Liaison Association.
15. We will issue handbook for 2021-22 Rotary
year.
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ロータリー財団

2020-21 年度
ロータリー財団関連年間スケジュール
● 2020 年
2 月 5 日（水）
2019-20 年度第 2 回ロータリー財団セミナー
場所：ハイアットリージェンシー東京
時間 : 10:00 〜 12:30
2 月 5 日（水）
2020-21 年度補助金管理セミナー
場所：ハイアットリージェンシー東京
時間 : 14:00 〜 16:30
2 月 5 日（水）〜 3 月 31 日（火）
2020-21 年度 MOU 提出
2 月下旬
2020-21 年度 PBG 補助金管理セミナー
場所 : 未定
時間 : 未定
4 月 1 日（水）〜 6 月 30 日（火）
2020-21 年度地区補助金申請受付
※但し、予算に達した時点で締め切りとします。

6 月 15 日（月）
2020-21年度第 1回ロータリー財団セミナー
場所：ハイアットリージェンシー東京
時間 :15:00 〜 18:00
6 月 20 日（土）
ロータリー平和フェロー第 17 期生年次セミナー
場所：ICU 東ヶ崎潔記念ダイアログハウス
時間 : 10:00 〜 17:00
7 月 1 日（水）〜 10 月 31 日（土）
2021-22 年度派 遣 RI 第 2750 地区ロータ
リー財団奨学生の募集
7 月下旬
地区補助金実務者講習会
場所：未定
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時間 :15:00 〜 17:00

2020-21
Annual Schedule of Rotary
Foundation Committee
2020
February 5 (Wed) 2020
2019-20 2nd Rotary Foundation Seminar
Place : Hyatt Regency Tokyo
Time : 10:00 -12:30
February 5 (Wed)
2020-21 Grant Management Seminar
Place : Hyatt Regency Tokyo
Time :14:00 -16:30
February 5 (Wed) - March 31 (Tue)
Submission of MOU for 2020-21
Late February
2020-21 Grant Management Seminar for
PBG
Place : Unknown
Time : Unknown
April 1 (Wed) - June 30 (Tue)
Accept District grant application for
2020-21
* The deadline will be the date when it reaches the DG
budget.

June 15 (Mon)
2020-21 1st Rotary Foundation Seminar
Place : Hyatt Regency Tokyo
Time : 15:00 -18:00
June 20 (Sat)
Rotary Peace Fellowships 17th Annual
Seminar
Place : Kiyoshi Togasaki Memorial Dialogue
House in ICU
Time : 10:00 -17:00
July 1 (Wed) - October 31 (Sat)
Start to accept application for 2021-22
RID2750 Rotary Foundation Scholarships
Late July
District Grant practical training seminar
Place : Unknown
Time : 15:00 -17:00

ロータリー財団

9 月 5 日（土）
ロータリー平和フェロー第 19 期生オリエン
テーション
場所：学士会館
時間 : 15:00 〜 19:00
11 月

September 5 (Sat)
Orientation for 19th Class of Rotary Peace
Fellowships
Place : Gakushikaikan: 15:00 -19:00
November
Rotary Foundation Month

ロータリー財団月間
● 2021 年
2 月 3 日（水）
2020-21年度第２回ロータリー財団セミナー
場所：ハイアットリージェンシー東京
時間 : 9:30 〜 12:30
2 月 3 日（水）
2021-22 年度補助金管理セミナー
場所：ハイアットリージェンシー東京
時間 : 14:00 〜 17:00
2 月 3 日（水）〜 3 月 31 日（水）
2021-22 年度 MOU 提出
4 月 1 日（木）〜 6 月 30 日（水）
2021-22 年度地区補助金申請受付
※但し、予算が枯渇した時点で締め切りとします。

6 月上旬
ロータリー平和フェロー第 20 期生年次セミナー
場所：ICU 東ヶ崎潔記念ダイアログハウス
時間 : 10:00 〜 17:00
6 月上旬
2021-22 年度第 1 回ロータリー財団セミナー
場所：未定

時間 : 15:00 〜 18:00

※グローバル補助金の申請は、原則として１年中受け付け
ます。但し、当該年度の予算に達した時点で受け付け終
了とさせていただきます。
※１年間を通じて、随時卓話の依頼を受け付けます。

2021
February 3 (Wed)
2020-21 2nd Rotary Foundation Seminar
Place : Hyatt Regency Tokyo
Time : 9:30 - 12:30
February 3 (Wed)
2021- 22 Grant Management Seminar
Place : Hyatt Regency Tokyo
Time : 14:00 - 17:00
February 3 (Wed) - March 31 (Wed)
Submission of MOU for 2021-22
April 1 (Thu) - June 30 (Wed)
Accept District grant application for 2021-22
* The deadline will be the date when it reaches the DG
budget.

Early June
Rotary Peace Fellowships 20th Annual
Seminar
Place : Kiyoshi Togasaki Memorial Dialogue
House in ICU
Time : 10:00 - 17:00
Early June
2021-22 1st Rotary Foundation Seminar
Place : Unknown
Time : 15:00 -18:00
* Application for Global Grants will be accepted throughout
the Rotary year.
The application will be completed at the time when the
Grant reach to annual budget.
* We are happy to accept your requests for table speech
about Rotary Foundation throughout the year.
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ロータリー財団

ロータリー財団のホームページのご案内
地区ロータリー財団委員会では、
独自のホームページを立ち上げています。ホームページのアドレスは、
「https://rid2750.org/trf」です。ご覧いただくには、地区のホームページからリンクされています
ので、地区のホームページからお入りいただくことができます。もちろん、直接「https://rid2750.
org/trf」にお入りいただいても結構です。
また、地区の携帯用アプリをインストールしていただくと、携帯電話でいつでもロータリー財団の情
報をご覧いただけます。
ロータリー財団委員会のホームページは、2018-19 年度にリニューアルをし、より皆様にロータリー
財団の情報をご提供できるようになりました。今回のリニューアルでは、私たちロータリー財団委員
会から皆様にお伝えしたいことを掲載した「セミナー情報・ニュースリリース」とロータリー財団に
必要な情報、各種申請書や報告書と言った書類等をダウンロードいただける「資料・申請書」の
2 つをメインにしています。
是非、ロータリー財団委員会のホームページをご活用ください。
尚、国際ロータリーのホームページからもロータリー財団のたくさんの情報を得ることができます
ので、こちらも是非ご覧いただければと思います。

The website of RID2750 Rotary Foundation
Committee
RID2750 Rotary Foundation committee has established own website. The Address is
https://rid2750.org/trf. You may access D2750 website (https://www.rid2750.org),
you will find URL link on this website. Or you may access directly our original website
(https://rid2750.org/trf). The website was renewed in 2018-19 for providing new
information about The Rotary Foundation.
You can use APP for iPhone and Android to check the our activities and information in
D2750 (Japanese only).
The site consists of two contents.“News release”and“Documents and Applications”
.
“News release”issues“News”and information about“Seminars”of The Rotary
Foundation Committee,“Documents and Applications”allows you to download various
applications, report forms and documents concerned with the Rotary Foundation.
Please utilize RID2750 Rotary Foundation web site for your convenience.
In addition, you could receive more information about the Rotary Foundation at Rotary
International Website.
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Fundraising Subcommittee

資金推進委員会
私たちの委員会では、年次基金と恒久基金の地区目標に向けて、
ロータリアンの皆様へのご寄付のお願いを担当しています。更
に、ポール・ハリス・ソサエティ、大口寄付、遺贈友の会と言っ
たご寄付へのご登録のお願いも行なっています。
また、ご寄付をいただきました皆様への認証のお手伝いもさ
せていただいています。

Fundraising Subcommittee encourage all Rotarians to
contribute Annual Fund and Endowment Fund towards the
district target figure. In addition, we are in charge of registration for Paul Harris Society, Major Donar, Bequest Society. We are pleased to assist you with to register various
certification for your contributions.
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ロータリー財団への寄付について
資

恒久基金

年次基金

使途指定寄付

金
推

ポール・ハリス・フェロー（累計 1,000 ドル毎・マルチプル）

進

ベネファクター
（1,000 ドル以上）

ポール・ハリス・ソサエティ（毎年 1,000 ドル）
メジャー・ドナー（累計 10,000 ドル以上）

アーチ・クランフ・ソサエティ（累計 250,000 ドル以上）
遺贈友の会

冠名指定寄付

冠名基金

1. 年次基金とは？
・ 個人で 1,000 ドル以上の寄付者をポール・ハリス・フェローと言います。ご寄付いただいた金額は累積され、
2,000 ドルを超えるとマルチプル・ポール・ハリス・フェローとなり、1,000 ドル寄付額が増える毎に認証
が行われます。この年次基金は、3 年間利殖に回させていただき、その運用益は一般管理費や運営費等
にあてられます。このシステムを「シェア・システム※」と呼びます。
・ 皆様からいただいた貴重な寄付は、3 年後に WF（国際財団活動資金＝ World Fund）と DDF（地区財
団活動資金＝District Designated Fund）
に 50:50 の割合でシェアされ、
全額プロジェク卜に使われます。

2. 恒久基金とは？
・ 1,000 ドル以上の寄付者をベネファクターと言います。この恒久基金への寄付をしていただいた場合、
いただいた寄付は基金として積み上げ、その元金には手をつけずにその運用益のみを使用していきます。
運用益は一般管理費などに使われる他、WF と DDF にも配分され地区で行うプロジェクトにも使用さ
れます。

3. 使途指定寄付とは？
・ ポリオプラスへの寄付やグローバル補助金を利用したプロジェクトを行う際のクラブまたは個人からの拠
出金等が該当します。つまり、使い方を指定した寄付です。

地区表彰について
RI 第 2750 地区では、2020-21 年度も以下の 3 つの表彰を行ないます。
1. 寄付総額上位 3 位までのクラブ
2. 年次基金一人あたりの平均寄付額上位 3 位までのクラブ
3. ロータリー財団への地区寄付目標 3 部門（年次基金、恒久基金、ポリオプラス寄付）達成クラブ
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Giving
Annual Fund

Restricted Gifts Fund

資

Endowment Fund

進

Major Donor ($10,000 or more)
Arch Klumph Society ($250,000 or more)
Bequest Society
Named Endowed Fund

推

Paul Harris Society ($1,000 every year)

金

Paul Harris Fellow (every $1,000 contributions / Multiple)

Benefactor
（$1,000 and more）

Donor Advised Fund

1. Annual Fund
Members contribute $1,000 or more to Annual Funds will be certified as Paul Harris Fellow.
The amount will be cumulative, and if the lifetime contribution amount exceeds $2,000, you
will be a multiple-Paul Harris Fellow. The member will be recertified every time their lifetime
contribution increase $ 1,000.
The Annual Fund gains its funds for three years and its investment gains are allocated to general
and administrative expenses and operating expenses. This system is called “shared system *”.
Your contribution will be shared 50:50 with WF (World Fund) and DDF (District Designated
Fund) three years later and will be used for all projects.

2. Endowment Fund
Members contribute $1,000 or more to Endowment Fund will be certified as Benefactor.
Endowment Fund is accumulated as a fund and only its gain of the investment will be used.
The investment profit will be used for general and administrative expenses, also allocated to
WF and DDF for your project.

3. Restricted Gifts
Restricted Gifts applies to PolioPlus and clubs or individual contributions for projects using
Global Grant. It would specify where to use.

About D2750 Awards for Contributions
RI District 2750 commends 3 types of award in 2020-21 same as last Rotary year.
1. Top 3 Clubs for their total contribution.
2. Top 3 Clubs for average of Annual Fund per person.
3.	A chievement Clubs for the monetary goal of district in 3 categories (Annual Fund,
Endowment Fund, PolioPlus).
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寄付の方法について
資

ご寄付の方法は、主に次の 3 つが挙げられます。

金

１．銀行振込による寄付

推

２．オンラインでの寄付

進

３．米ドルでの寄付

※クレジット決済となります。

銀行振込による寄付の流れ
① 寄付分類を決める
まず、寄付者が何に対して寄付をしたいのか、寄付分類（寄付の使途）を決めます。寄付者が特に支援した
い分類、あるいはクラブや地区の目標に合わせるなどして決めます。ポール・ハリス・フェローやベネファクター
など希望の認証がある場合は、どの寄付分類がどの認証に対応しているかも確認します。

② 寄付者を確認する
寄付者は、個人、法人、ロータリークラブ、インターアクトクラブ、ローターアクトクラブ、地区のいずれか
でお願いいたします。個人の認証やバナー認証の目標などを確認し、寄付送金明細書の寄付者欄に記入す
る名義を決めてください。確定申告用の領収証は、記入された ID 番号に基づき、個人と法人向けに送金明
細書に記入した名義で発行されますのでご注意ください。
※初回ご寄付の際にご報告いただいた漢字表記で領収証を発行します。

③ 寄付送金明細書を記入する
次に、寄付送金明細書に必要事項を記入し、kifu@rotary.org へメールにてお送りください。
（メールが使
えない場合は、FAX でも可）
※寄付送金明細書は、エクセル形式のままお送りください。

④ 寄付金を指定の口座へ送金する
寄付送金明細書を送った後、以下の口座へ寄付金を送金します。
三井住友銀行

赤羽支店

普通預金

3978101

名義：公益財団法人ロータリー日本財団
※振込先は寄付送金明細書上部にも記載されています。

寄付送金明細書について
ロータリー財団への寄付は、公益財団法人ロータリー日本財団を通じて送金することができます。寄付送
金明細書は、銀行振込で寄付する際にお送りいただく書類です。
※本書式は、なるべくエクセルファイルのままメールに添付してお送りください。
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寄付送金明細書の入手方法
寄付送金明細書のダウンロードは、My ROTARY より可能です。My ROTARY にログイン後、トップ画面

資

の右上「ご寄付」をクリック→ページ最下部「寄付資料」の中の「ロータリー日本財団

金

寄付送金明細書（ロー

推

タリアン／クラブ用）」をクリックすると、ダウンロードが始まります。

進

寄付送金明細書の記入方法

①

②
●

③

①	通信欄

④

⑤

⑥

⑦

⑧
●

特記すべき事項をご記入ください。メモリアルコントリビューションの情報、お礼状送付先、

振込や領収証、認証品などによる連絡事項や漢字表記の修正・変更のご依頼など。
②	送金情報

TEL は日中連絡が取れる番号を入力し、送金額と寄付送金明細書の日本円の合計額が

一致していることをご確認ください。レートは着金日の月の RI レートになります。数字だけを記入して
ください。
( 入力例 )：＄1 ＝￥112 の場合「112」と記入
※ RI レートは新たな月が始まる前に地区へお知らせします。
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③	寄付者名

寄付者名義を記入してください。初回の表記が確定申告用領収証作成のデータになります

ので、正確にご記入ください。
資

寄付歴がある方のお名前の変更は、通信欄にてお知らせください。

金

（領収証は原則として再発行できません。）
（注意例）：高橋と髙橋、壽と寿など

推

④

ローマ字名

会員の登録情報通りに記入してください。法人の場合も正確な英語表記が必要です。

進

一字でも登録と違うと別人とみなされることがありますので、ID 番号が無い方は特にご注意ください。
パスポートのスペルで登録することをお勧めします。
（注意例）Sato と Satou など
※正式名称は必ずご本人や会社に確認してください。
※会 社の英語表記がなく、新しく作成する場合は、
「Kabushiki-Kaisha」ではなく「CO.」
「K.K.」など、
できるだけ文字数が少なくなるようお願いします。
⑤	ID 番号

寄付者の ID 番号を漏れなくご記入ください。新会員は My ROTARY から会員登録をし、ID

番号を先に取得してください。
ID 番号と名前が一致しない場合、機械処理上、ID 番号所有者の寄付として扱われることがあります。
⑥

寄 付分類

寄付分類をセルの▼でリストから選択してください。グローバル補助金や冠名基金へのご寄

付は、番号をご記入ください。ポール・ハリス・フェロー等の認証名は記入しないでください。
	＜良い例＞年次基金 - シェア、恒久基金 - シェア、ポリオプラス、恒久基金 - ロータリー平和センター、
冠名基金 (E12345) など
※寄付分類の確認が取れない場合、年次寄付 - シェアとさせていただく場合があります。
⑦

円金額

寄付者、寄付分類ごとに一行使い、円金額を記入します。経費負担を軽減するために、でき

るだけ一口 2,000 円以上でお願いします。
   	 ※グローバル補助金の現金拠出は、5% 追加分も合わせて送金してください。
⑧	＄金額

パソコン入力の場合、RI レートと円金額の入力で自動計算されます。手書きの場合は、小数

点第 3 位を四捨五入し、第 2 位までをご記入ください。
※機械の処理上、レートにより１セント単位の誤差が生じる場合があります。

オンラインでの寄付
My ROTARY にログイン後、下記ウェブページ内の「ご寄付」ボタンから手続き画面にお進みください。
「ご寄付」：https://www.rotary.org/ja/donate
お手続きが完了すると確認メールが届きます。必ず確認をし、保管してください。

米ドルでの寄付
①

事前に日本事務局まで連絡し、専用の寄付送金明細書を受け取ってください。

②

専用の寄付送金明細書に必要事項を記入し、返送してください。

③

書留（簡易書留も可）か銀行振り込みにて送金してください。

※銀 行振り込みの場合、手数料が高くなる場合があります。手数料は送金者負担となりますので、ご注意
ください。また、銀行によって、米ドルの取り扱いの有無や手数料等が異なります。
※米ドルでの寄付は、送金先がロータリー財団となりますので、税制上の優遇措置は受けられません。
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How to donate
資
金

We have several way to accept your donation. Please fill out Multiple Donor Form.
If you deposit your contribution using bank, Please directly deposit to TRF in Chicago, U.S.A.

推
進

Please do not enclose any additional correspondence. For contribution or recognition questions,
please call Rotary’s Support Center at 866-9-ROTARY (866-976-8279), or contact the Rotary
International office that serves your area.
Please send your contribution to the appropriate address.
UNITED STATES
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693 USA

Tel: 1-866-976-8279 (toll-free)
Fax: +1-847-328-4101
rotarysupportcenter@rotary.org
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シェア・システムについて
資

● 年次基金を 3 年間利殖に回しながら、その運用益でロータリー財団を運営していくための資金を確保する

金

システムですが、この 3 年間は地区にとって大変重要なものになります。財団の年次基金は 3 年後のプロ

推

ジェクトで使われますのでまず 縦 軸をみると、寄 付の 翌年（1 年目）は 3 年後に使える金 額を確 定

進

する「確定年度」となり、その翌年がプロジェクトの計画年度、さらにその翌年が「実行年度」となります。
● 次に横軸で見ると、前年計画されたプロジェクトを実行し、かつ次年度プロジェクトの計画を建て、かつ 2
年後のプロジェクトのために寄付額を確定し、
さらに 3 年後のために寄付を行う…このような仕組みになっ
ております。
大槻年度
Governor Otuki

寄付年度
present Rotary
year

猿渡年度
Governor Sawatari

1 年目確定年度
a year later
Fixed year

寄付年度
present Rotary
year

will be used for projects

服部年度
Governor Hattori

2 年目計画年度
2 year later
Planning year

1 年目確定年度
a year later
Fixed year

寄付年度
present Rotary
year

プロジェクト計画の決定

浅田年度
Governor Asada

3 年目実行年度
3 year later
execution year

2 年目計画年度
2 year later
Planning year

1 年目確定年度
a year later
Fixed year

寄付年度
present Rotary
year

3 年目実行年度
3 year later
execution year

2 年目計画年度
2 year later
Planning year

1 年目確定年度
a year later
Fixed year

寄付年度
present Rotary
year

3 年目実行年度
3 year later
execution year

2 年目計画年度
2 year later
Planning year

1 年目確定年度
a year later
Fixed year

寄付年度
Contribution in
present Rotary year

1年目確定年度
a year later
Fixed year

2年目計画年度
2 year later
Planning year

プロジェクトで使える
金額が確定
To determine the amount

To determine the Plan of
projects

福原年度
Governor Fukuhara

3年目実行年度
3 year later
Execution year

プロジェクトの実行
To execute projects

三浦年度
Governor Miura

SHARE System
The SHARE is a system that secures funds to operate the Rotary Foundation with investment
gains of annual funds for three years.“Three years”has very important meaning even for
District. Annual Fund will be used for projects after“Three Years”. Please refer to the figure
below. As shown on vertical axis of this figure, the Rotary year contributed to Annual Fund
(the first year) will be the“fixed year”to determine the amount will be used three years later,
the next Rotary year will be the planning year for project, and the following Rotary year is the
“execution year”
.
As horizontal axis shows, we will execute the project planned in the previous Rotary year,
plan the next Rotary year’
s project, confirm the amount of fund for the project two years later,
and make contribution for another three years… This is the mechanism of“SHARE System”
.
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寄付者の認証について
世界中で実施されているロータリーの活動は、ロータリー財団への皆さまからのご寄付を通じて初めて可

資

能となります。ロータリー財団では、個人やクラブからのご寄付に対して感謝の気持ちを表すために、さま

金

ざまな認証プログラムをご用意しています。また、ご家族やご友人など大切な方のお名前を冠した基金を設

推

立する機会もあります。

進

認証プログラム
1. ポール・ハリス・フェロー
● 財団に 1,000 ドル以上の寄付をした人、または名義人に贈られる称号です。 年次基金、
ポリオプラス、承認された財団補助金のいずれかに 1,000 ドル以上を寄付した方が対象
となります。
● ご本人以外の名義で寄付することで、ポール・ハリス・フェローの称号を他の会員に贈る
こともできます。
●新たに認証を受けた方には、認証状と襟ピンが贈呈されます。

2. マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
● ポール・ハリス・フェローのうち、1,000 ドル以上（合計 2,000 ドル以上）の寄付を行っ
た方に贈られる称号です。財団の認証ポイントを使い、他の会員をポール・ハリス・フェロー
に指名することもできます。
●マルチプル・ポール・ハリス・フェローとしての特別な襟ピンが贈呈されます。

3. ベネファクター
●1,000 ドル以上を恒久基金に無条件寄付した方は、ベネファクター（後援者）として認証
されます。
●ベネファクターには、認証状と記念の襟ピンが贈られます。
●認証品は初回のみで、次回以降の寄付に対しては感謝状が送られます。

4. ポール・ハリス・ソサエティ（PHS）
● 毎年 1,000 ドル以上を、年次基金、ポリオプラス、財団が承認した補助金のいずれかに
ご寄付くださる方のための認証です。
●PHS のためのご寄付は、財団認証ポイント（他の方がポール・ハリス・フェローとなるた
めに使うことのできるポイント）の対象となります。
●ポール・ハリス・ソサエティ入会の証として、襟ピンが贈呈されます。
※パンフレット、または Web サイトの入会フォームからお申込みができます。
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5.「財団の友」会員
●年次基金に毎年 100 ドル以上のご寄付を誓約した方は、自動的に「財団の友」会員として認証されます。
資
金

6.「遺贈友の会」会員

推

● 遺産計画（遺言、生前信託、生命保険等）を通じて合計 10,000 ドル以上の寄付を誓約された方（または

進

夫婦）を、ロータリー財団管理委員会より「遺贈友の会」会員として認証します。
●会員には、名前が刻まれたクリスタル認証盾と襟ピンが贈られます。

7. メジャードナー
●累積寄付の合計が 10,000 ドルに達した方（または夫婦）をメジャー ・ ドナーとして認証します。
●クリスタル製認証品と襟ピン（またはペンダント）が贈呈されます。
●認証の品は、以下の寄付レベル（レベル 1 〜 4）に基づいて贈られます。
レベル 4：100,000 〜 249,999 ドル
レベル 3：50,000 〜 99,999 ドル
レベル 2：25,000 〜 49,999 ドル
レベル 1：10,000 〜 24,999 ドル

8. アーチ・クランフ・ソサエティ
●財団に対して最高レベルの寄付を寄せた方々を称えるのがアーチ・クランフ・ソサエティです。
● 累積寄付が 250,000 ドルに達した方をソサエティ会員として迎え入れ、多大な寄付への感謝の気持ちと
して認証ピンやペンダントが贈られるほか、米国イリノイ州エバンストンの国際ロータリー本部での入会
式への招待等、さまざまな特典及び生涯にわたる資格を得ます。
● 国際ロータリー本部にある「アーチ・クランフ・ソサエティ・ギャラリー」
（タッチパネル式スクリーン）に
肖像写真と略歴が掲載されます。

アーチ・クランフ・ソサエティの新認証レベル
ロータリー財団は 2015 年 7 月 1 日より、アー

250,000 〜 499,999

管理委員会サークル

チ・クランフ・ソサエティの認証レベルに 3 種

500,000 〜 999,999

管理委員長サークル

類の新しいプラチナレベルを追加いたしまし

1,000,000 〜 2,499,999

財団サークル

2,500,000 〜 4,999,999

管理委員会プラチナサークル

5,000,000 〜 9,999,999

管理委員長プラチナサークル

10,000,000 以上

財団プラチナサークル

た。新しい認証レベルは以下の通りです。
金額は全て米ドルで表示されています。
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Donor’
s certification of the Rotary Foundation
press gratitude for individual and club contributions.

金

The Rotary Foundation. The Rotary Foundation offer a variety of certification programs to ex-

資

All the Rotary project undertaken all over the world have been established by donations to

In addition, we offer an opportunity to establish a Crown Name Fund with your own name,

推

person who you love, family or your friend.

進

Authentication program
1. Paul Harris Fellow
Individuals who have contributed more than $1,000 to the Annual Program
Fund, the Polio Plus Fund or the Humanitarian Grants Program of the Rotary
Foundation are recognized as Paul Harris Fellows. You may also present the
title of Paul Harris Fellow to other members by donating under the name of the
other person. A certificate and a collar pin will be awarded to those who are
newly certified.

2. Multiple Paul Harris Fellow
Paul Harris Fellow have contributed more than $1,000 (over $2,000 in total) will
be Multiple Paul Harris Fellows. You may be able to use the certification point
of Rotary Foundation and nominate another member as Paul Harris Fellow.
A special collar pin will be awarded as Multiple Paul Harris Fellow.

3. Benefactor
Individuals who have contributed more than $1,000 to the Permanent Fund will
be certified as a Benefactor (patron).
The Benefactor will be awarded a certificate letter and a collar pin for commemoration.
The certificate will be awarded only the first time however a letter of appreciation will be sent for next donation.

4. Paul Harris Society
Individuals who contribute over $1,000 each year to either annual funds, polio
plus are recognized as Paul Harris Society members.
PHS members will also receive certification points of Rotary Foundation. (Points
may be used for other people to become Paul Harris Fellows)
You will be awarded a collar pin as a proof of the Paul Harris Society member.
※ You may fill out the application form or apply on website.
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5. Rotary Foundation Sustaining Member
Individuals who promise to contribute more than $100 to the Annual Fund every year will au資

tomatically be certified as a member of the Rotary Foundation Sustaining Member.

金
推

6. Bequest Society

進

Couples or individuals who have made commitments of $10,000 or more in their estate plans,
such as in a will, living trust, or through whole or universal life insurance, can become Bequest Society members.
All Bequest Society members receive recognition from the Trustees of the Rotary Foundation.
Donors may elect to receive an engraved crystal recognition piece and a Bequest Society pin.

7. Major Donor
Major Donors to The Rotary Foundation are those individuals, married couples who contribute an outright or cumulative gift of at least $10,000 to the Annual Programs Fund and/or to
the Permanent Fund of the Rotary Foundation.
Members will be awarded crystal-certified items and collar pins (or pendants).
Certified items are awarded based on the following donation levels (levels 1 to 4).
Level 4 : $100,000 - $249,999

Level 3 : $50,000 - $99,999

Level 2 : $25,000  -  $49,999

Level 1 : $10,000 - $24,999

8. Arch Klumph Society
The Rotary Foundation’
s highest tier of donors.
Those who have contributed $250,000 or more during their lifetime.
Membership in the Arch Klumph Society is lifelong. Along with recognition pins, pendants and invitation to the admission ceremony at Rotary International headquarters in Evanston, Illinois, U.S.A., members
receive several other benefits commensurate with their generosity.
Their portraits and names and biography added to the the Arch C.
Klumph Gallery (Touch panel type screen) at Rotary International
World Headquarters.

The Rotary Foundation has added three

$250,000-$499,99

Trustees Circle

new platinum levels to certification level

$500,000-$999,999

Chair’
s Circle

of the Arch Klumph Society since July 1,

$1,000,000-$2,499,999

Foundation Circle

$2,500,000-$4,999,999

Platinum Trustees Circle

$5,000,000-$9,999,999

Platinum Chair’
s Circle

$10,000,000-

Platinum Foundation Circle

2015. The new authentication levels are
as follows.
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冠名の機会
資

寄付者または特定の方のお名前のついた「冠名基金」または「冠名指定寄付」が可能です。

金
推

●冠名基金

進

元金はそのままで、投資収益の一部のみが寄付者が指定したプログラムに恒久的に活用されます。
・1,000,000 ドル以上 ：寄付者との相談の上で条件が設定されます。
・ 500,000 ドル以上 ：活動参加地区、重点分野または希望する活動地域を指定することができます。
・ 250,000 ドル以上 ：活動参加地区と重点分野を指定することができます。
・ 25,000 ドル以上 ：ロータリーの重点分野のいずれかへの一般的な支援に充てられます。
・ 25,000 ドル以上 ：国際財団活動資金（WF）またはシェアの支援に充てられます。

●冠名指定寄付
ご寄付は寄付者が指定した目的に活用され、財団と寄付者が合意した一定の期間内に全額が使用されます。
・グローバル補助金の冠名指定寄付の機会
・ ロータリー平和センター冠名基金設置の機会
・ ロータリー平和センター冠名指定寄付の機会

Major Gift Naming Opportunity
Every Rotarian will be able to have the fund with your own name,“Named Endowed Fund”or
“Donor Advised Funds”.

● Named Endowed Fund.
The Endowment is established once the pledge is complete .The Fund, after being established,
undergoes an investment cycle of 0.5 to 1.5 years The earnings generated is made available
as part of DDF and can be utilized by donor Club for humanitarian projects Endowment Fund
$1 million : Establishes customized Named Fund (in consultation with the Trustees)
$500,000 : Named Fund includes 6 Areas of Focus, participating district, and location details  	
		 of program
$250,000 : Establishes Named Fund with 6 Areas of Focus and participating district
$100,000 : Named Fund includes 6 Areas of Focus
$25,000 : General support to one of the 6 Areas of Focus.
$25,000 : Basic Named Fund Designated to World Fund/PF-SHARE

● Donor Advised Funds
The Rotary Foundation Donor Advised fund is a convenient way to simplify your charitable
giving and take advantage of tax savings at the same time. A donor advised fund account is
similar to an investment account earmarked exclusively for charitable giving. It allows you to
make contributions and grant recommendations to the Foundation and other preferred char-
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ities at your convenience. In many ways, donor advised giving is like having a personal foundation to support your favorite causes, but without the hassles and paperwork. An account
資

may be established by individuals or Rotary-affiliated groups.

金
推
進

クラブに対する認証
● 100% ポール・ハリス・フェロー・クラブ
正会員全員がポール・ハリス・フェローとなったクラブ。ロータリー財団から 1 度限りの特別なバナーが贈ら
れます。

● 100％ポール・ハリス・ソサエティ・クラブ
正会員全員が各ロータリー年度に、年次基金、ポリオプラス基金、グローバル補助金プロジェクトのいずれ
かに 1,000 ドル以上寄付したクラブ。

● 100% 財団寄付クラブ
正会員全員が、寄付分類にかかわらずロータリー財団へ寄付をし、一人あたりの平均寄付額が少なくとも
100 ドルに達しているクラブ。

●「Every Rotarian, Every Year」／「財団友の会」会員クラブ
正会員全員が年次基金へ 100 ドル以上を寄付したクラブ。

●年次基金への寄付が上位 3 位のクラブ
各地区で一人あたりの年次基金への寄付額が上位 3 位のクラブ。一人あたりの寄付額が少なくとも 50 ドル
であるクラブが対象となります。

Certification for clubs
100% Paul Harris Fellow Club : A club where all members have become Paul Harris Fellows.
The club will be awarded a one-off special banner.
100% Paul Harris Society Club : All club members contributed more than US $ 1,000 to Annual Fund, Polioplus Fund or Global Grant Project in each Rotary year.
100% Foundation Donation Club : All club members donate to any kind of Funds of the Rotary Foundation. The donation should be over $100 per person.
“Every Rotarian, Every Year”/“Rotary Foundation Sustaining Members”: Club where all
members donate 100 dollars or more to the Annual Fund.
Top three Clubs in District with their average of Annual Fund per member. Each club members
should donate at least $50.
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財団認証ポイントについて
財団認証ポイントとは、年次プログラム基金またはポリオプラスを通じてロータリー財団に寄付をした方、

資

あるいは財団補助金の提唱者負担金として寄付をした方に授与されるものです。これらの寄付をした方に

金

は、1 米ドルにつき 1 ポイントが与えられます。恒久基金への寄付は財団認証ポイントの対象とはならない

推

ことにご留意ください。

進

寄付者は、自分の認証ポイントを使って（移譲することによって）、自分以外の人をポール・ハリス・フェロー（ま
たはマルチプル・ポール・ハリス・フェロー）にすることができます。財団認証ポイントは、寄付者が亡くな
るまで、または寄付者がポイントを使い切るまで、寄付者ご本人のものとして保存されます（ただし、大口
寄付者が亡くなった場合はその配偶者が認証ポイントを使用することができます）。

認証ポイントについて、Q&A 方式でご案内します。
Q1 財団認証ポイントを移譲するには、どうすればよいですか？

一度に移譲できるのは最低 100 ポイントとなり、認証ポイント移譲の要請書式を提出する際に承認の
署名が必要となります。

	 ・個人が所有する認証ポイントの移譲を承認できるのは、寄付者ご本人のみとなります。
	 ・クラブが所有する認証ポイントの移譲を承認できるのは、クラブ会長のみとなります。
	 ・地区が所有する認証ポイントの移譲を承認できるのは、地区ガバナーのみとなります。
寄付者個人の認証ポイントをクラブまたは地区に移譲することはできない場合があります。

Q2 亡くなったロータリアンの財団認証ポイントを移譲することはできますか？

いいえ。亡くなったロータリアンの財団認証ポイントは無効となります。ただし、例外として、亡くなっ
た方が大口寄付者である場合には、その配偶者（またはパートナー）がご存命中に認証ポイントをお使
いいただけます。

Q3 企業や団体もポール・ハリス・フェローとなることができますか？

いいえ。ポール・ハリス・フェローとなることができるのは個人に限られます。その代わりに、1,000
ドル以上のご寄付を行った企業や団体には、感謝状（財団が発行する表彰状）を贈ることができます。

Q4 亡くなった方にポール・ハリス・フェローの称号を贈ることはできますか？

はい。寄付者は、メモリアル・ポール・ハリス・フェローの要請をすれば、なくなった方をポール・ハリス・
フェローとすることができます。詳しくは日本事務局財団室までお問い合わせください。

Q5 財団認証ポイントを大口寄付者の認証に使うことはできますか？

いいえ。大口寄付者の認証は、個人による直接寄付の累積実額のみが適用されます。

Q6 どの報告書を見れば、財団認証ポイントを確認できますか？

会 員 アクセ スを 通じ て、 クラブと 地 区の 指 導 者 はクラブ 認 証 概 要 報 告 書（Club Recognition
Summary）を見ることができます。この報告書に、認証額、財団認証ポイント、現在のポール・ハリス・
フェローのレベル、およびポール・ハリス・フェロー認証の（次の）レベルに達したことを示すデータが
記載されています。
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個人の寄付者は、会員アクセスを通じて、自分の寄付履歴、認証額、財団認証ポイントを見ることが
できます。
資
金

Q7 クラブと地区も財団認証ポイントを貯めることができますか？

はい。クラブは「クラブ認証概要報告書（Club Recognition Summary）」で、その時点のクラブの

推

認証ポイントを確認することができます。

進

Q8 財団への寄付を奨励するために財団認証ポイントを利用することができますか？

会員からの寄付に対し、これと同額の認証ポイントをクラブがこの会員に移譲（マッチング）すること
で、年次プログラム基金への寄付を奨励できます。これにより、クラブの年次寄付目標を達成したり、
100％ポール・ハリス・フェロー・クラブを実現する可能性も高まるでしょう。
※認証ポイント使用申請書は、地区ロータリー財団のホームページに掲載していますので、ご利用ください。

About Foundation Recognition Points
Foundation recognition points are awarded to donors who contribute to The Rotary
Foundation through the Annual Fund or PolioPlus, or who contribute to sponsorship of a
Foundation grant. Donors receive one recognition point for every U.S. dollar contributed to
these funds. Contributions to the Endowment Fund are not eligible.
Donors can transfer Foundation recognition points to others to help them qualify as a
Paul Harris Fellow or Multiple Paul Harris Fellow. Foundation recognition points belong to
the original donor until the donor’
s death, unless the points are transferred, or until the
donor uses them (the surviving spouse of a Major Donor may also use the points).

We will guide you the Foundation Recognition Point by Q & A.
Q1. How do I transfer Foundation recognition points?
A minimum of 100 Foundation recognition points must be transferred at a time, and you
must complete and sign the Recognition and Transfer Request. The points may not be
transferred from individuals to a club or district.
・	Individual donors are the only ones authorized to transfer recognition points from their
individual account.
・	Club presidents are the only ones authorized to transfer recognition points from a club
account.
・	District governors are the only ones authorized to transfer recognition points from a district account.
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Q2. Can Foundation recognition points of deceased Rotarians be transferred?
No. These points expire unless the deceased Rotarian was a Major Donor, in which case,
the spouse/partner maintains control of the Foundation recognition points during his or

資

her lifetime.

金
推
進

Q3. Can a business or organization become a Paul Harris Fellow?
No. Only individuals can become Paul Harris Fellows. However, businesses and organizations can receive a Certificate of Appreciation for contributions of $1,000 or more, or
transfers of 1,000 points or more.

Q4. Can a deceased person become a Paul Harris Fellow?
Yes. A donor can recognize a deceased individual by requesting a Memorial Paul Harris
Fellow designation.

Q5. Do Foundation recognition points count toward Major Donor recognition?
No. Only cumulative personal outright contributions count toward Major Donor recognition.

Q6. How are Foundation recognition points tracked?
Your club and district leaders can view the online Club Recognition Summary, which
includes the recognition amount, tally of recognition points, current Paul Harris Fellow level,
and date that level was achieved.
Through your My Rotary account, you can view your personal contribution history, recognition amount.

Q7. Can clubs or districts accumulate Foundation recognition points?
Yes. Clubs can view their recognition points in the Club Recognition Summary.

Q8.	How can I use Foundation recognition points to increase giving to the
Foundation?
Matching outright contributions with Foundation recognition points may help your club
reach or even surpass its Annual Fund goal, as well as achieve 100% Paul Harris Fellow
recognition.
※ For Application Forms of Foundation Recognition Points, access D2750 Website (https://rid2750.org/trf/)
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Stewardship Subcommittee

資金管理委員会
資金管理委員会は、地区とクラブとの間で締結した MOU を管
理すると共に、補助金管理セミナーを援助します。また、地区
補助金
（DG）の報告書をチェックすると共に、各クラブが地区
補助金を使用するプロジェクトの計画・実行・報告書作成の一
助となるチェックリストを見直し・更新します。

The Stewardship Subcommittee will manage the MOUs
concluded between the district and the club and assist the
Grant Management Seminar. In addition to checking the
report of the District Grants (DG), review and update the
checklist, which helps clubs to plan, execute and report on
projects using District Grants.
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地区の覚書（ＭＯＵ）
・MOU は地区補助金を適正に使用するという覚書です（80 ～ 82 ページ参照）。
・MOU を提出するためには、毎年 2 月頃に開催される「補助金管理セミナー」に会長エレクト又は
指名されたロータリアンが出席する必要があります。
・MOU の提出にあたっては、この MOU を熟読し、その内容を理解した上で署名して、期日までに提
出する必要があります。

金

します。

資

・MOU には、会長エレクト（2020-21 年度会長）及び会長ノミニー（2021-22 年度会長）が署名

理

ジェクト開始までに補完しなくてはなりません。

管

   但し、提出時に会長ノミニーが選出されていない場合には、後日補完することができますが、プロ
・MOU は指定の用紙を 1 枚提出していただきます。
・MOU 未提出だと不利益を被る場合があります。例えば、自クラブで補助金を使用する予定がなく
ても、他地区からのグローバル補助金（GG）の申し入れを受けることができなくなります。

Memorandum of Understanding
• The MOU is commitment form to properly use the Grant (see page 83-85).
• To conclude the MOU, a club president-elect or a Rotarian nominated by the club
must attend the grant management seminar will be held on February every year.
• It is necessary to carefully read and understand MOU deeply to sign and submit it by
the due date. i
• The MOU must be signed by the President-Elect (2020-21 President) and President
Nominee (2021-22 President). However, if the President Nominee is not elected at
the time of submission, the club may be supplemented at a later date, but it must be
complemented before the start of the project.
• The MOU request to submit a specified sheet with the signature of President-Elect
and President Nominee.
• If MOU is not submitted, your club may suffer disadvantage. For example, even if your
club do not plan to use any Grant, your club never be able to attend or join any project
using Global Grant (GG) with other Districts.
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地区補助金用チェックリスト
・地区補助金用チェックリストは、各クラブが実施するプロジェクトの内容・項目について自己審査的
に活用するためのツールです。
・申請時用のチェックリストは、補助金申請書と共に提出します（参考資料ページ参照）。
・報告時用のチェックリストは、補助金報告書と共に提出します（参考資料ページ参照）。
・これらのチェックリストの項目は、過去の申請書や報告書において間違いが多かった項目を集めた
資

ものです。特に注意を要するのは以下の項目です。

金

① ロータリアンの経費（交通費、入場料、飲食費等）への使用

管

（但し、医師、通訳、弁護士などの専門性がある場合には補助金の使用が認められる）

理

② 補助金専用口座以外からの支払いや引き出し
③ 補助金専用口座に利息が生じた場合にこの利息の報告書及び出納帳への不記載
④ 振込手数料の報告書及び出納帳への不記載
⑤ 申請時に記載のない事項で補助金委員会への相談、
事情説明書の添付のないものは認められない。

District Grant Checklist
District Grant Checklist is a self-assessment tool for the projects of each club.
Submit the Checklist for Application at the same time with the District Grants Application Form (see Preference page).
Submit the Checklist for Final Report at the same time with Final Report (see pages
Preference page).
The contents listed in checklists were the mistakable point in past applications and reports. Please pay special attention to the following points.
① Use Grant for expenses of Rotarians (transportation expenses, admission fee, food
and beverage and so on) (beside expertise such as doctors, interpreters, attorneys
and so on)
② Payment and withdrawal from non-designated bank accounts
③ Not record bank interest on final report and account book.
④ Not record bank transfer fee on final report and account book.
⑤ We will not accept items that are not listed without complement documents consulted
Grant Committee and the explanation of consultation matter.
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報告書の注意事項
・報告書はプロジェクト終了後、
1 ヵ月以内に提出しなければなりません。
・報告書が期日までに提出できないクラブには補助金返金等のペナルティが課される場合があります。
・報告書が 5 月 31 日までに提出されないと、次年度の補助金申請の承認が取り消されます。
・報告書の提出時には、専用口座の残金をゼロ“0”にしなければなりません。
・報告書には、専用口座の通帳に合わせて作成した預金出納帳を添付しなければなりません（通帳に
資

は相手先・摘要の記載がないため、預金出納帳にこれらの項目を記載します）。

金

・報告書には、全ての証憑（請求書・領収証）のコピーを添付しなければなりません。

理

受益者が異なると考えて OK となります。

管

・同一プロジェクトを2 年続けて実施することは NG。但し、
児童や生徒が毎年変わる学校に関しては、
・補助金報告書と共に、報告時用の 2 枚のチェックリストを提出します。
・プロジェクト総額が変更になった場合の返金について
1)クラブ拠出金がプロジェクト総額の減額分を上回る場合には、クラブ拠出金から減額します。
2)クラブ拠出金がプロジェクト総額の減額分を下回る場合には、これらの差額の残金が 100 ド
aル以上の場合には残金全額を地区に返金し、残金が 100 ドル未満の場合にはクラブ会計の
aニコニコに繰り入れます。
・プロジェクトの内容の大幅な変更は原則として認められません。この場合には、補助金を全額返金
	 しなければなりません（例外があるため、担当の補助金委員へ相談すること）
。
・ 使途指定の現金寄付に地区補助金が使用できます。但し、クラブが主催または共催のプロジェクト       	
	 に限ります。この場合、協力団体の情報、購入品や設置場所の写真、購入した総ての品の領収証と
	 請求書のコピーが必要となります。
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Instructions for Final Report
• The Final Report must be submitted within one month after project completion.
• Those clubs could not submitted a final reports by the due date will be imposed penalties such as refunds of grant.
• Those clubs could to submit a final report by May 31 may not be approved for their
grant application in next Roraty year.
資

• When you submit the final report, the balance of designated bank account should be

金

set to zero“0”.

管

• You need to attach the account book prepared in accordance with the designated

理

bank book with your final report. (Bank book will not have record of description of
the destination name or summary, you will note those items on the account book).
• All the copy of evidences (invoices / receipts) should be attached to the final report.
• You will not be allowed to carry out the same project for two consecutive years.
However, such as schools are qualified because those children and students will be
changed every year so that beneficiaries should be different.
• Submit two checklists for reporting with the final report.
• About the refund rule when the total project amount has changed
1) If the club contribution amount exceeds the reduction amount of the project total
amount, the reduction amount should be subtracted from the club contribution.
2) If the club contribution amount is less than the reduction amount of the project total amount and also if the difference balance remain over $ 100, you should refund
the entire difference amount to the district, however if it is less than $ 100, you
may carry over as Smile Box
•	As a general rule, major changes for your project will not be allowed. In this case, you
must refund the full amount of Grant. (Exceptions may be accepted, please consult
with the Grant Committee member in charge).
•	District Grants may be allowed to use for Cash Donation as designated purpose,
however it must be used for organized or co-hosted projects by the Rotary Clubs.
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クラブでの管理
・地区の覚書（ＭＯＵ）は 5 年間保管しなければなりません。
・地区補助金の申請書及び報告書（領収証オリジナルを含む）はコピーを 1 部、
10 年間保管しなけれ
ばなりません。

資

What the club must manage

金
管

• Memorandum of understanding (MOU) must be kept for 5 years.
must be kept for 10 years.
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理

• A copy of District Grants Applications and final reports (including original receipts)

Grants Subcommittee
補助金委員会
私たちはクラブが地元社会や海外で様々な奉仕プロジェクトを
実施するために地区補助金やグローバル補助金を提供するこ
とで支援しています。また、補助金事業を奨励することによっ
てロータリー財団の存在意義、ロータリー財団への寄付の重
要性を喚起しています。

We support the clubs by providing the District Grants (DG)
Global Grants (GG) to implement a various service projects
in local communities and abroad. We also encourage DG
and GG to evoke the existence of the Rotary Foundation
itself and importance of contribution to the Rotary Foundation.
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■ 地区補助金とグローバル補助金のしくみ
How District Grants and Global Grants work

❶

3 年前の年次寄付の 50% が DDF（地区

❶ 50% of the Annual Fund three years

財団活動資金）として、地区にその配分が任さ

ago will be allocated to each District

れます。

as DDF (District Designated Fund).

その DDF の 50% を上限として、
地区補助金
（DG）に使うことができます。
（実際には、恒久
基金の運用益の一部も加算されます。）ロータ
リー財団委員会では、この金額内で、各クラ
ブから申請のあったプロジェクトに配分してい
す。

use DDF. Also it will be used for District
Grants (DG) up to 50% of the DDF (a
part of the investment profit of the Permanent Fund may be added). The Rotary
Foundation Committee in each District
will allocate to the projects applied from
note that the DDF will be closed when
please.

＜例＞
たとえば、3 年前の年次寄付が
500,000 ドルだったとしたら…。

<Example>
if the Annual Fund three years ago was
$ 500,000 .

3 年前の年次寄付

DDFとして戻ってくる額

DGとして使える上限

Annual Fund
three years ago

Amount of Refund
as DDF

Maximum Budget
available as DG

500,000 ドル

$500,000

250,000 ドル

$250,000

125,000 ドル

$125,000
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金

the DDF budget runs out. For details,

助

each club within DDF amount. Please

補

きます。尚、予算額に達した時点で締切としま

Each District will be delegated how to

❷ DDF より地区補助金分を差し引いた金額

❷ The

に、恒久基金の運用益の地区への配分額と前

Grants (GG) will be the amount obtained

年度からの繰越金を足して、更にそこからポ

by subtracting the District Grants from

リオプラスへの寄付と平和センターへの寄付

DDF, add the allocation amount of the

を差し引いた金額がグローバル補助金（GG）
の予算額となります。
図式にすると、以下のようになります。

budget amount of the Global

Endowment Fund’
s investment gain to
the district and the carryover from the
previous year, also deducted the sum of
the total contribution to PolioPlus and
Rotary Peace Center.
The illustration will be following.

補
助

DDFとして
3 年前の
年次寄付の
50%

金

50% of
Annual
Fund three
years ago
as DDF

❸

DG
として
使う額

Amount
used as
DG

恒久基金の
運用益のシェア分
Share of
investment
gain of
Endowment
Fund

Contribution
To PolioPlus

平和センター
への寄付

前年度からの
繰越金
Carryover
from previous
Rotary year

私たちの地区ではこの金額を以下のプロ

ポリオプラス
への寄付

Contribution
to Rotary
Peace Center

GG として
使える額

Amount of
GG

❸ District 2750 will allocate this amount

グラムに配分します。

to the following programs.

1. グローバル補助金（6 重点分野のプロ

1. Global Grants (projects in the Six

ジェクト）
※グローバル補助金の申請に関しては、46 〜 49 ペ ージ
をご 覧ください。

2. RI 第 2750 地区ロータリー財団奨学生
3. PBG 用ロータリー財団奨学生
4. VTT（実施する年度のみ配分します。）

Areas of Focus)
※ For application on Global Grants, please see the
page 50-53.

2. The RID2750 Rotary Foundation
Scholarship Program
3. The Rotary Foundation Scholarship
for PBG
4. VTT (This will be allocated budget
only for the Rotary year under
implementation.)
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2017-18 年度

第 2750 地区クラブ寄付実績

2020-21 年度補助金支給限度額

補
助
金
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Club Contribution Records of District 2750 in 2017-18 Maximum Amount of Grant for DG in 2020-21

補
助
金
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2020-21 年度

■ 地区補助金支給基準
補助金委員会には、それぞれのグループ担当の委員がおりますので、補助金の申請にあたってのご不明
な点等がありましたら、担当委員に必ずご相談ください。
尚、担当委員は、プロジェクトが終了し、最終報告書が提出されるまで、サポートをさせていただきます
ので、プロジェクト進行上の問題等が起こりましたら、遠慮なくご相談ください。

●次の 3 つの項目のいずれかに該当するクラブは、補助金支給の対象外とします。
1. 3 年前の年次基金への一人あたりの平均寄付額が 0 だったクラブ
2. 2020-21 年度の補助金管理セミナーを欠席したクラブ
3. 地区との MOU を締結していないクラブ

● 1 プロジェクトあたりの補助金支給額を以下の通りとします。
補

1. 3 年前の年次基金への一人あたりの平均寄付額が 150 ドル未満のクラブ
  → 1 申請あたり 2,000 ドルを上限とします。
2. 3 年前の年次基金への一人あたりの平均寄付額が 150 ドル以上のクラブ
  → 1 申請あたり 4,000 ドルを上限とします。

助
金

● 3 年前の年次基金への一人あたりの平均寄付額が 150 ドル以上のクラブは、
次のインセンティブの条件を満たす場合は、補助金支給額の上限の増額があります。
1. 3 年前の年次基金、恒久基金、ポリオプラス寄付の 3 つの寄付額が地区目標をクリアしたクラブは、
補助金支給額の上限を 1,000 ドル上乗せします。
2. 3 年前の年次基金への一人あたりの平均寄付額が 100 ドルプラスされる毎に補助金支給額の上限を
10% の上乗せをします。但し、
「650 ドル以上」までの 5 段階で 10% ずつのアップとさせていただ
きます。以下の表を参照してください。
150 ドル以上 250 ドル未満 → 補助金支給額の上限 4,000 ドル
250 ドル以上 350 ドル未満 → 補助金支給額の上限 4,400 ドル
350 ドル以上 450 ドル未満 → 補助金支給額の上限 4,800 ドル
450 ドル以上 550 ドル未満 → 補助金支給額の上限 5,200 ドル
550 ドル以上 650 ドル未満 → 補助金支給額の上限 5,600 ドル
650 ドル以上
→ 補助金支給額の上限 6,000 ドル
3. 	 クラブ合同プロジェクトの場合は、プライマリークラブの条件に準じます。補助金支給額の上限に
上乗せはありません。

● 2019-20 年度と2020-21 年度の 2 年間限定で以下の金額が特別に支給されます。
1. 2018 年 7 月 1 日の地区 DDF（地区財団活動資金）の繰越額の 20％を地区補助金として 201920 年度と 2020-21 年度に均等割りをして使うことができることになりました。
2. 2018-19 年度に地区補助金として追加で予算建てできる金額は、54,079.50 ドルです。
3. 地区補助金を申請していただくクラブは、無条件に上記の申請基準額に 1,000 ドルを上乗せして
申請することができます。
4. この特別枠は、2019-20 年度と 2020-21 年度の 2 年間に限定されたものですので、お間違えの
無いようにご注意ください。
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●補助金支給の条件と注意点

補

1. 	 クラブが主催または共催するプロジェクトで、ロータリアンが積極的、直接的に参加するプロジェクト
に限ります。
2. 	 クラブ拠出金の金額は問いません。
3. 	 プロジェクトの実施は、2020 年 7 月 1 日以降とします。尚、プロジェクトの最終実施日は 2021 年
4 月 30 日までとします。
4. 	 上記の金額はあくまでも上限を設定した金額ですので、ご自身のクラブの補助金支給の上限金額を
ご確認の上、必要とされる補助金金額を申請してください。
（37 ～ 38 ページ参照）
5. 	 補助金を使用するプロジェクトを行なう際には、必ず報道機関、クラブ会報、ホームページ等で広報
をしてください。
6. 補助金申請の際には、一旦、ドル換算をしていただき、ドル申請とさせていただきます。その際の換
算レートは、2020 年 4 月のロータリーレートとします。尚、支給に際しては、承認をしたドル金額
を申請時のレートでクラブが指定した口座に振り込みます。
7. プロジェクト終了後 、
1 か月以内に最終報告書を提出してください。尚、最終報告書の提出期限は、
2021 年 5 月 31 日とします。
8. 「ロータリー財団地区補助金とグローバル補助金の授与と受諾の条 件」
（参 考資料ページ参照）
を必ず遵守してください。
9. 地区補助金の申請は 1 クラブ 1 件とします。但し、クラブ合同プロジェクトでプライマリークラブで
は無いクラブは、別途他の地区補助金申請が可能です。

助

●申請受付期間は以下の通りとします。

金

受付期間 : 2020 年 4 月 1 日（水）〜 6 月 30 日（火）
※予算額に達した時点で、締切とさせていただきます。
●申込書類は以下の通りとします（2020-21 年度より下記はオンライン申請になります）。
1. 地区補助金申請書一式
2. クラブ宛ての見積書
3. 申請時のチェックリスト
4. 受益者が団体の場合は、その団体の概要が分かる資料（パンフレット等）
5. 残高が 0 円の専用通帳のコピー
※オンライン申請については、参考資料ページ参照

●申請書で使用する換算レートは以下の通りとします。
申請書で使用する換算レート（￥→ US ＄）は、2020 年 4 月のロータリーレートで固定します。
●申請書の審議は以下の通りとします。
1. 毎月 1 回開催されます補助金委員会で審議します。
2. 2019-20 年度に地区補助金を申請されたクラブで、審議日までに最終報告書が提出されていない
クラブは、一旦仮承認とし、最終報告書が提出された後に正式承認とします。尚、最終報告書の提
出期限である 2020 年 5 月 31 日までに提出されなかった場合は、承認は取り消しとなりますので、
ご注意ください。
●申請後にプロジェクト総額が変更になった場合は、以下の通りとします。
1. プロジェクト総額の増額については、クラブ拠出金の増額で対応してください。
2. プロジェクト総額の減額については以下の通りとします。
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1）クラブ拠出金がプロジェクト総額の減額分を上回る場合
→クラブ拠出金から減額をしてください。
2）クラブ拠出金がプロジェクト総額の減額分を下回る場合
→クラブ拠出金から減額した金額を差し引いて、残金が 100 ドル以上の場合は地区に残金全額
を返金してください。残金が 100 ドル未満の場合は、クラブ会計のニコニコに繰り入れる処理を
してください。
●プロジェクト内容変更については、以下の通りとします。
申請後にプロジェクトの内容が大幅に変更になった場合は、原則として変更は認めません。この場合、
補助金は返金していただきます。但し、補助金委員会と資金管理委員会が変更の理由を正当と認めた場
合を除きます。この場合、変更理由書（書式自由）の提出が必須となります。
●ロータリー財団（TRF）が定めたルールにより、以下の目的には地区補助金が適用できません。

1. 補助金対象となる費用
青少年交換学生の経費（国内旅行、活動費、学用品費等）
2. 補助金の認められない費用
青少年交換学生の生活費（食費、小遣い等）
、引率するロータリアンの経費、ホストファミリーに対
する支払。
注意：① RI 第 2750 地区では、独自のルールとして、RYLA に対する補助金には適応できません。
インターアクト、ローターアクトの奉仕プロジェクトのための補助金申請をする場合は、スポン
サークラブの申請としてカウントします。
②青少年交換学生がロータリアンの直系卑属の場合は適用外となりますので、特にご注意ください。
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金

●青少年交換学生を支援するプロジェクトを計画する場合の留意点は、以下の通りです。

助

特定の受益者、団体、地域社会に対する継続的、または過度の支援。
土地、及び建物の購入。
募金活動。
（募金活動が付随していても良いが、募金活動そのものに補助金を使用することは不可）
地区大会、創立記念式典などのロータリー行事に関連する経費。
人道的活動、または教育的活動に直接関連していない広報。
500 ドルを超えるプロジェクトの標識（ロータリーの盾、ロゴ、ステッカー、看板等）
。
他団体の運営費、管理費、間接プログラム経費。
受益者や協力団体への使途無指定の寄付。
→使途指定の現金寄付を行なった場合は、協力団体の情報、購入品や設置場所の写真、購入した全
ての品の領収証のコピーを添付した協力団体からロータリークラブ宛ての領収証が必要。
9. すでに進行中、または完了した活動と経費。
10. ロータリアン、ロータリークラブ、ロータリー関係組織、ロータリーの職員、更にこれらの全ての者
の配偶者、直系卑属、直系卑属の配偶者に直接利益をもたらすこと。

補

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

■ District Grants for 2020-21
The committee members are assigned to each group of our Grant Committee. If you have
any questions about applying for Grant, please contact with the committee any time.
In addition, since the committee member will support until the project is completed and the
final report is submitted, please do not hesitate to consult us if you have any problems on
the progress of the project.
＊ If any club is applicable to one of 3 conditions below,
the subject club is not eligible to the grant.
1. 	Per member average contribution to the Annual Fund 3 years ago was $0 (zero).
2. 	Nobody has attended the Grant Management Seminar in 2020-21.
3. 	A club has not contructed the MOU (Memorandum of Understanding) with the district
on time.
補

＊ District Grands funding amount per project will be given to any club as follows:
助

1. If a club’
s per member average contribution to the Annual Fund 3 years ago was less

金

than $150 > Maximum District Grants available to the club is no more than $2,000 per
application
2. If a club’
s per member average contribution to the Annual Fund 3 years ago was more
than $150 > The club will receive maximum of $4,000 per application
＊ If a club’
s per member average contribution to the Annual Fund 3 years ago was
more than $150 and satisfies the following incentive conditions, an additional fund
will be added over the maximum allowed.
1. If a club cleared the district target amounts on The Annual fund, the Permanent Fund
and the Polio Plus, on all three, then, an additional $1,000 will be given.
2. If a club’
s per member average contribution to the Annual Fund 3 years ago was more
than $150 and, with every $100 increment but subject to maximum of $650, the grant
amount will be increased by 10% in 5 steps as described below.
More than $150 but less than $250

>

District Fund is limited to $4,000

More than $250 but less than $350

>

District fund is limited to $4,400

More than $350 but less than $450

>

District fund is limited to $4,800

More than $450 but less than $550

>

District fund is limited to $5,200

More than $550 but less than $650

>

District fund is limited to $5,600

More than $650

>

District fund is limited to $6,000

3. If the project is a joint club project, the conditions of the Primary Club will be applied.  
There will be no additional funding to the amount maximum.

42

＊T
 he following amount will be paid specially for two years limited to 2019-20 and
2020-21 Rotary year.
1. 20% of the amount Carryforwards of the DDF (District Designated Fund) on July 1,
2018 is expected to be equally divided between 2019-20 and 2020-21 as District Grant .
2. 	The additional amount that can be budgeted as a District Grant during 2018-19 is
$54,079.50.
3. Those clubs who apply District Grant will receive $1,000 unconditionally.
4. Please note this frame will be three year limited warranty from 2019-20 to 2020-21.
＊ Conditions and important points in providing grants
1. It must be limited only for organized or co-hosted projects by the Rotary Clubs in which
Rotarians participate actively and directly.
2. There is no limitation on club contribution amount.
3. The implementation date of the project is after July 1, 2020. The completion date of the
project should be by April 30, 2021.   	 

grant amount. (see P.38)
by public media, club bulletins, club home page, etc.
6. When you apply for the grant first convert the application amounts to US dollars.  
Please use exchange rate as of April 2020 Rotary Rate. The approved dollar
amount based on the application amount will be remitted to your designated bank’
s
account.
7. Within one month after the completion of the project, submit your final report. The
report should be submitted by May 31, 2021.
8. Make sure to observe The“Terms and Conditions for Rotary Foundation District
Grants and Global Grans”
(see Preference page)
9. An application for the District Grant is limited to one per club.  However, if your club is
not a primary club in the joint project, you can apply other district grant separately.
＊ Accepting period of applications is as follows:
Period : April 1, 2020 (Wed) ~ June 30, 2020 (Tue) Acceptance will be closed when the
budget is exhausted.
＊ The followings are the application forms and concerned materials.
＊ see Preference page
1. 	Application for the Rotary Foundation District Grants (DG)
2. 	Quotations addressed to the club
3. 	Check List at the time of application  	
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金

5. 	When you carry out a project using District Grants make sure to publicly announce it

助

When you apply, please check your club’s maximum amount first and request a required

補

4. 	The above grant amount should be “Maximum Amount of Grant for DG in 2020-21”.

4. 	If the beneficiary is an organization provide us with materials (brochures, etc.) which
outlines the organization.
5. Attached copy of designated bank account showed its balance is 0 or minimum.
＊ The Exchange Rate to be used in the application
The Rotary Exchange Rate (from Japanese Yen to US Dollar) to be used in the application
is fixed at as of April 2020.
＊ How the applications are reviewed and deliberated
1. 	They are reviewed during the monthly Grants Subcommittee meeting
2. 	The application submitted by a club which had applied for a grant in RY 2019-20, but
a final report has not been submitted at the time of review, will be approved tentatively.
t will be officially approved once the submission is made. However, if the final report is
not submitted by May 31, 2020, the approval becomes null and void.
補

＊ In the event when a total project amount has changed after the application
approval

助

1. 	If the total project amount has increased

金

> The club needs to cover the difference by increasing its contribution amount.
2. 	If the project total amount has decreased
> Reduce the difference from the club contribution amount. If the remainder is more
than $100 return it to the district. If the remainder is less than $100 including it in to
club’
s smile box account.
＊ Change in content of the project
If the content of the project changes significantly after application, in principle the change
will not be accepted, in this case you will need to refund the subsidy. However, excluding
cases where the Grant Committee and the Stewardship Committee recognize the reasons
for change as justified. In this case, it is necessary to submit the reason for change (in
any format).
＊In accordance with the Restrictions set by the Rotary Foundation, the grant money
will not be applicable to the following purposes: For more details, please refer to the
“Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants”.
1. 	Continuous or excessive support of any one beneficiary, entity, or community
2. 	Purchase of land or buildings
3. 	Fundraising activities (It is accepted if a fundraising is contingent to the project,
however, the grant cannot be used for the fundraising activity itself.)
4. Expenses related to Rotary evens such as district conferences and anniversary
celebrations
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5. Public relations initiatives not directly related to a humanitarian or educational activity
6. Project signage in excess of $500
7. Operating, administrative, or indirect program expenses of another organization
8. Unrestricted donations to a beneficiary or cooperating organization
> If restricted donations were made to cooperating organizations it is necessary to
obtain the following information; information of cooperating organizations, photos of
purchased items and their whereabouts, receipts addressed to Rotary Club from the
cooperating organizations together with copies of receipts of all purchased items.
9. 	Activities and expenses already in progress or completed
10. The following individuals shall not be candidates, award recipients or beneficiaries
of the Rotary Foundation program. Current Rotarians; employees of clubs, districts
and other Rotary Entities; spouse, lineal descendants or ancestors of person in the
foregoing categories and to give them benefit; employees of agencies, organizations or
institutions partnering with TRF or RI.
＊ Considerations in planning to support Youth Exchange Projects
補

1. Expenses applicable to grants

accompanying Rotarians, payments to host families
Notes-1 : In RI District 2750, by its own rule, the above expenses are not applicable
to RYLA grant. Application for Interact or Rotaract service projects will be  
considered as sponsor club’
s application.  
Notes-2 : Please note that if lineal descendants of Youth Exchange Students are Rotarians,
Grants must not be applicable.
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金

Living expenses to youth exchange students (meals, pocket money) , expenses for

助

Expenses to youth exchange students (domestic travels, activities, school supplies)
2. Expenses not applicable to grants

2020-21 年度

■ グローバル補助金支給基準
補助金委員会には、グローバル補助金の専門チームを配置しています。
グローバル補助金を申請される際には、このグローバル補助金専門チームに必ず DDF の申請をする前
に連絡をとり、事前の打ち合わせをしてください。グローバル補助金担当者は、プロジェクトの立案、
資金計画、申請書の作成方法等のアドバイスをさせていただきます。

●次の 3 つの項目のいずれかに該当するクラブは、補助金支給の対象外とします。
1. 3 年前の年次基金への一人あたりの平均寄付額が 0 だったクラブ
2. 2020-21 年度の補助金管理セミナーを欠席したクラブ
3. 地区との MOU を締結していないクラブ
補

●グローバル補助金の対象となるプログラムの条件
1. 6 重点分野の一つ以上に関連しているプロジェクトであること

助

①平和構築と紛争予防

金

②疾病予防と治療
③水と衛生
④母子の健康
⑤基本的教育と識字率向上
⑥地域社会の経済発展
2. 持続可能なプロジェクトであること
補助金終了後も地域社会の人々が自力でニーズに取り組めるよう支援することによって長期的な解
決策をもたらすこと
3. 測定可能なプロジェクトであること
評価に用いる基本データを記録し、少なくとも 3 年間どのような変化がもたらされたかを具体的に
示せるようにすること
4. プロジェクト終了後 2 ヶ月以内に最終報告書を提出すること
5. 中間報告をすること
プロジェクト期間は 1 年以上でも問題ないが、
12 ヶ月毎に中間報告書を提出する必要があります。
（補
助金の支払日を起算として 12 ヶ月以内に提出する）
6. 「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」を遵守すること
7. プロジェクト総額が 30,000 ドル以上であること

●補助金について
グローバル補助金は WF（国際財団活動資金）と DDF（地区活動資金）からの補助金の両方から受け取
ることができます。
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ロータリー財団からの補助金（WF 国際財団活動資金）
それぞれのクラブからの拠出金に対してはその 50％、それぞれの地区からの DDF に対しては同額
=100% の割合で支給されます。この補助金（WF）の合計が 15,000 ドル以上 200,000 ドル以下であ
ることがグローバル補助金成立の条件となります。
尚、プロジェクト実施国側の最低拠出金に関する制約はありません。
DDF（地区活動資金）からの補助金
グローバル補助金にはロータリー財団からの補助金（WF）だけでなく、地区の DDF からグローバル補
助金用の予算も使うことができます。申請は所定の用紙に記入し、地区補助金委員会宛てに提出してく
ださい。また、可能な限り見積書のコピーを添付して下さい。
注 : ＧＧのオンライン申請前に行う必要があります。
注 : オンライン申請を開始する前に、DDF からの補助金を利用する場合は、必ず DDF からの補助金申
請を行なってください。クラブから提出された DDF からの補助金申請が補助金委員会で承認されてい
ない場合は、本申請の承認ができませんので、ご注意ください。
2020 年 3 月 1 日から 2021 年 1 月 31 日

補

申請受付期間

助

支給額
ンサー）になるプロジェクトの場合は、各プロジェクトへの DDF 交付額はクラブの拠出金の最大 10 倍と
なります。
1 件につき 20,000 ドルを上限としますが合同プロジェクト等プロジェクト内容、規模によっては上限を
上回る（上限は 30,000 ドル）場合もあります。また、地区内のクラブがプライマリースポンサー以外の
協力クラブ（協同提唱者）としてプロジェクトに参加する場合は、DDF はクラブ拠出金 2 倍まで（上限は
10,000 ドル）となります。

●グローバル補助金の申請について
RI のホームページからオンラインで申請します。ログインした後、ロータリー財団→補助金申請ツール
→グローバル補助金と進んで下さい。
「グローバル補助金 オンライン申請手続き」に申請内容の詳細が
記載されています。
地区 DDF を使用する場合は DDF 申請書を補助金委員会に提出し、承認後にオンライン申請を行って
下さい。
オンライン申請はクラブのプロジェクト担当者が直接入力する必要があります。
（補助金委員会での入力代行はできません。但し入力方法のアドバイスは致します）
DDF 使用の場合はガバナー、地区ロータリー財団委員長の署名（チェック）が必要です。

●グローバル補助金の申請の際に現地調査が義務付けられました。
2018 年 7 月 1 日より、グローバル補助金の申請には、現地調査を行なうことが義務付けられました。
この現地調査を行なうことによって、プロジェクトを行なう際に最も重要なニーズを知る必要がありま
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金

RI 第 2750 地区内のクラブがプライマリースポンサー（インターナショナルスポンサー又はホストスポ

す。この現地調査は、実施国側のロータリークラブでも援助国側のロータリークラブでも、どちらが
行なっても構いません。基本的には、経費の関係からも実施国側のロータリークラブに行なっていた
だく方が良いかと思います。
この現地調査の方法として、
「フォーラム（住民会合）の開催」
「アンケート調査の実施」
「インタビュー
調査の実施」「フォーカスグループ（座談会）の開催」「地域リソース調査の実施」「マッピング調査
の実施」の 6 つの方法があります。数人の地元関係者と話をするだけでは、地域社会のニーズを理解
することができません。しっかりとした調査を是非行なってください。
「現地調査の方法」並びに、調査結果の報告用の「地域社会調査の結果フォーム」につきましては、
地区ロータリー財団委員会のホームページ（https://rid2750.org/trf/）でご確認ください。

●申請受付期間
2020 年 3 月 1 日から随時申請可能となります。但しロータリー財団の WF がなくなり次第受付終了と
なります。
補

●グローバル補助金のながれ
申請（地区 DDF を使用する場合は①から、地区 DDF を使用しない場合は④から）

助

① 補助金委員会に相談

金

② GG のための DDF 申請書を地区補助金委員会に提出（参考資料ページの「グローバル補助金」参照）
③ 地区補助金委員会で DDF の使用承認
④ GG のオンライン申請
（地区 DDF を使用する場合はガバナー、地区ロータリー財団委員長が署名を行う）
⑤ ロータリー財団本部の職員が申請内容を確認
（不足資料がある場合はロータリー財団職員より直接プロジェクト担当者に連絡が行きます）
⑥ ロータリー財団本部の承認
（提唱者に承認の通知、支払方法の連絡が行きます）
※ロータリー財団本部が申請に必要な情報を受理した時点から承認まで約 4 週間かかります。
尚、申請後 6 ヶ月以内に承認されない場合、申請は取り消されます。
④ 以降は提唱者（クラブ）とロータリー財団本部の直接のやり取りとなります。
支払
① 提唱者が銀行口座情報を提出、同意書に署名、クラブ拠出分を支払う。
② ロータリー財団本部からの補助金の支払い
※ロータリー財団本部が銀行口座情報、署名済みの契約書、クラブ／地区からの拠出分を受理した
時点から補助金の支払まで約 2 〜 4 週間かかります。
報告
① 提唱者がプロジェクト終了迄 12 ヶ月毎にオンラインで中間報告書を提出。
最終報告書はプロジェクト終了後 2 ヶ月以内
② ロータリー財団本部職員が内容を確認
（不足情報があればロータリー財団職員より直接プロジェクト担当者に連絡が行きます）
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③ 適切な最終報告書が受理された時点で補助金プロジェクトが終了となります。
（プロジェクト完了の連絡が提唱者に送付されます）

●その他の注意事項
① クラブは同時に 10 件のプロジェクトのプライマリースポンサー（代表協同提唱者）になることができ
ます。プロジェクトが終結（最終報告書が TRF に受理された後）すればカウントの対象外です。また、
プライマリースポンサー以外（協同提唱者）の場合は 10 件にカウントされません。
② 補助金はプロジェクト毎に専用口座を開設し管理する必要があります。
（無利息型の口座を推奨、残高をゼロにすることにより再利用は可能）
補助金の受領や業者への支払い等、全て当該口座より行って頂きます。
補助金の使用が終了した後、通帳は 10 年間保存する必要があります。
③ グローバル補助金の WF（国際財団活動資金）からの最低補助金額は 15,000 ドルです。6 重点分野
に該当するプロジェクトであっても WF からの補助金がこの最低限度額に達しない場合、グローバル
補助金は成立しません。
補

④ グローバル補助金では、評価に用いる基本データを記録し、少なくとも 3 年間どのような変化がも
たらされたかを具体的に調査をしなければなりません。ロータリー財団からの監査が入る場合があり

助

ますので、プロジェクト終了後 3 年間の調査結果を必ずクラブで保管してください。

金
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■ Global Grants for 2020-21
Grant Committee prepare a specialized team for Global Grant.
If you would like to apply Global Grant, please contact this team about submitting DDF
application for the first step of the online application.“Global Grant Staff”
, will give advice on
project planning, financial planning, how to prepare application forms and so on.
＊ If any club is applicable to one of 3 conditions below,
the subject club is not eligible to the grant.
1. Per member average contribution to the Annual Fund 3 years ago was $0 (zero).
2. Nobody has attended the Grant Management Seminar in 2020-21.
3. A club has not contructed the MOU (Memorandum of Understanding) with the district
on time.

● Conditions for Global Grants Application
補

1. The project using Global Grants should be related the following 6 Areas of Focus.

助

1. Peacebuilding and conflict prevention

金

3. Water, sanitation, and hygiene

2. Disease prevention and treatment
4. Maternal and child health
5. Basic education and literacy
6. Community Economic Development
2. Have a long-term, sustainable impact
Provide a long-term solution by supporting local people to manage their needs on their
own after Global Grants projects
3. Should be a measurable project
Record the basic data used for evaluation and show specifically change and development
for at least 3 years
4. Final report must be submitted within 2 months after project had been completed
5. Progressive Report
The Progressive Report will be necessary for those projects may not be completed within a
year. You may need to submit another progressive report every 12 months (you will submit
those Progressive Reports within 12 months from the date you received Grant).
6. To comply with Terms and Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global
Grants.
7. Total amount of the project has to be over $30,000.

● Benefits of Global Grants
You will receive both WF (World Fund) and DDF (District Designated Fund) for Global Grants.
WF (World Fund)
WF will be 50% of each club contribution, plus DDF of each district at the same rate = 100%.
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Host club will not have any monetary restriction on minimum contribution.
DDF (District Designated Fund)
You may be allowed to use the budget of DDF for global grants besides World Fund (WF). If
you would like to apply DDF, please fill out and submit the application form for DDF to Grant
Subcommittee. Also please attach copies of the estimates as much as possible.
Note. It is necessary to submit DDF application before you apply on web site.
If you would like to use DDF, please submit the DDF application to Grant Committee before
starting online application. Please note that the online application will not be valid until the
DDF application is approved.
Application period: 1 March 2020 to 31 January 2021.
In the case of a project in which the clubs in District 2750 become primary sponsors
(international sponsors or host sponsors), the DDF amount for each project will be up
to 10 times as the club’
s contribution.
DDF will be limited up to $ 20,000 per project, however Joint-Projects with plural clubs,
or those projects have extreme contents or large scales might be approved to receive
Also, if the clubs in the district will participate as a cooperate club (co-sponsor) other
should be $ 10,000).

助

than the primary sponsor, the DDF will be 2 times as the club contribution (the limit

補

additional DDF exceeding the limit (The limit should be $ 30,000).

金

● Application for Global Grants
You should access RI website and apply on online. Sign in and access to“The Rotary Foundation”–“Grant Application Tool”– Global Grants. Details for the application will be
found in“ A Guide to Global Grants ”
.
If you would like to use the DDF, submit the DDF application form to the Grant Subcommittee
and apply on online with approval.
Online application must be entered directly by club members.
(Grants Subcommittee will not substitute input, but they are happy to help and advice for online application)
If you would like to use DDF, you also need those authorization of the governor and the Chair
of the Rotary Foundation committee for approval.

● Conducting appropriate Community Assessments for humanitarian was required
The Trustees of The Rotary Foundation agreed that grant sponsors, beginning 1 July 2018,
must conduct appropriate Community Assessments for humanitarian and vocational training team global grants. A community assessment can help you get a better understanding
of the dynamics of your community and help both you and the beneficiaries make important
decisions about service priorities. The Community Assessment conducted by either the host
Rotary club or the international partner club. Basically, we suggest it will be done by the host
Rotary club for the expenses reasons.
We suggest Six community assessment tools,“Community Meeting”,“Survey”
,“Interview”
,
“Focus Group”
,“Asset inventory”and“Community mapping”
. Having casual conversations
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with just one or two people isn’
t an effective way of finding out what a community needs. Assessments should be systematic, involve a wide variety of community stakeholders and beneficiaries, and engage them in a meaningful way.
For more information about“Community Assessment Tools”and“Global Grants Community
Assessment  Results”
, please access our district website“https://rid2750.org/trf/”
.

● Application Period
You will be able to apply from March 1, 2020, however, the application will be closed with exhausted the WF budget.

● Flow of Global Grants
Application (If you use district DDF, start to apply from ① , otherwise start to apply from ④ )
① Consult with the Grants Subcommittee
② Submit DDF application form for GG to Grants Subcommittee (See “Global Grant”in Preference page)
補

③ Grant Subcommittee approves DDF
④ GG online application

助

(If you use DDF, Governor and Chair of the Rotary Foundation Committee must approve)
⑤ The staff of The Rotary Foundation Headquarters confirms the content of the application

金

(If there are missing materials in the application documents, the staff of the Rotary Foundation will contact the person in charge of the project (primary contact) directly).
⑥ Approval of The Rotary Foundation Headquarters
(Notification of approval, notification of payment method will be informed to applicant)
* It will take about 4 weeks for approval since applicant had submitted necessary application documents. In addition, if the application may not be approved within 6 months, then
the application will be canceled.
④ Hereafter the applicant (club) and the Rotary Foundation headquarters will contact each
other directly.
Payment
① The applicant submits the bank account information, signs the consent form, and pays  
club contributions.
② the Rotary Foundation headquarters pays Grant.
* It will take about 2 to 4 weeks the Rotary Foundation headquarters to accept payment of
bank account information, signed contracts, grants from clubs / districts, and pay Grant.
Report
① The applicant has to submit Progressive Report on online every 12 months until the project
will be over.
Final Report must be submitted within 2 months after completion of the project.
② The staff of The Rotary Foundation Headquarters confirms the contents
(If there are missing documents, the Rotary Foundation staff will contact primary contact
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of project)
③ The project will be end when the appropriate Final Report will be accepted.
(The project completion notification will be sent to the applicant)

● Other Notes
① Clubs would be able to be primary sponsors (representative collaborators) of 10 projects
at the same time. If the project is closed (after the Final Report has been accepted by TRF)
it will not count as one. Also, if you are not a primary sponsor (co-sponsor) it will not be
counted as one of 10 projects.
② Grant must be managed on designated bank account for each project.
(No-interest type bank account might be recommended. You could reuse same bank account by setting the balance to zero)
All process of deposit or withdrawal, such as receipt of Grant or payment to a contractor,
must use this designated bank account.
③ WF (World Fund) must be at least $ 15,000 or more for approval of Global Grant applicaEven if the project is related to the Six Areas of Focus, unless the amount of WF has

金
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助

reached this minimum limit ($15,000), the Global Grant will never be approved.
④ If the club conducts a project using Global Grant, it must record the basic data used for
evaluation and specifically investigate what kind of change has occurred for at least three
years. Since the Rotary Foundation Headquarters may audit, you must keep the survey results for three years after the project will be completed.

補

tion,

Scholarships, Alumni, VTT Subcommittee
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奨学・学友・VTT 委員会
この委員会は、３つの仕事を行なっています。一つ目は、ロー
タリー財団のグローバル補助金を利用した奨学生を募集、選考、
派遣する仕事です。二つ目は、その奨学生が帰国後に入ってい
ただく学友会をサポートする仕事です。そして三つ目は、VTT
（Vocational Training Team ＝職業研修チーム）が実施され
る年度に、そのチームの派遣にかかわる仕事をします。特に、
奨学生に関しては、募集から派遣までが長期にわたり、また、ロー
タリー財団本部との手続きや派遣先のロータリークラブとの調
整もしなければならないため、かなり専門的な知識が要求さ
れます。

Scholarships, Alumni, VTT Subcommittee has 3 duties.
1) To accept applications for scholarship applications using the
Rotary Foundation’s global subsidy, and to screen and send
them where they will study.
2) To support the Alumni Association consist of scholarship
graduates.
3) To manage VTT (Vocational Training Team) and send them
where they will be trained during the Rotary year it will be implemented.
Especially the Scholarship works to screen applications and
candidates, contact with the Rotary Foundation Headquarter
and both host and partner, will required considerable expert
knowledge.
RID2750 Rotary Foundation Scholarship, Alumni and VTT Subcommittee
・Select and manage RID2750 Rotary Foundation Scholars
recommended by clubs.
・Support RID2750 Alumni Association.
・Support VTT project.

国際ロータリー第2750地区ロータリー奨学金
1) 奨学生の募集
「国際ロータリー第 2750 地区ロータリー奨学生」と称し、グローバル補助金を利用します。
基本的にクラブ拠出金はありません。( 奨学生クラブ招待費や奨学生名刺製作費等を除く。)

3) 募集人数と奨学金の額
・奨学生の募集人数は、年度によって異なりますが、
概ね 4 ～ 5名 (他 PBG は1名) 程度となっています。
・奨学金の期間は 1 ～ 4 学年度まで認められていますが、複数年度問わず、奨学金の額は一律
40,000 ドルになっています。
・奨学金の予算は地区 DDF より 20,000 ドル、WF より 20,000 ドルの内訳にて計 40,000 ドルとな
ります。
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奨学・学友・VTT

2) 奨学生の応募から選考、派遣までの流れ
・対象者は 6 つの重点分野に関して研究する者に限られます。国際親善奨学生の様に芸術や文学、
音楽と言った分野は、グローバル補助金の対象外となります。
・奨学生は、条件を満たしている限り、年齢を問いません。
・奨学金の期間は、大学院又はそれに相当するレベルの 1 学年度です。
・奨学金には、授業料、旅費、生活費、その他ロータリー財団承認の教育関連の費用が含まれますが
承認前に支出した経費は対象になりません。( 留学先への航空券代等の支払いに注意 )
・応募者は、第 2750 地区に本籍・在住・在勤・在学者のどれかに該当する方としています。
応募は応募者の最寄りのロータリークラブか、又はガバナー事務所宛てに申込みします。
・応募期間は毎年 7 月 1 日～ 10 月 31 日となります。
・概ね 11 月中旬に当委員会の主催する一次選考試験を受験し、その合格者はガバナー面接を行い、
ガバナー承認後、第 2750 地区ロータリー奨学生候補者となります。候補者はロータリー財団本
部 (TRF) の審査を受け、正式のロータリー奨学生として承認されます。
・クラブ推薦の奨学生候補者はそのクラブにて輩出し、推薦無き応募し候補者と選定される場合は
当委員会より、候補者所在の地域の各クラブに推薦させて頂きます。
・2 月～ 5 月に当地区内のクラブをスポンサークラブとして選定、また留学先大学院の最寄のクラブ
をホストクラブとして選定致します。クラブは会員より 3 名の委員を選任して頂きます。
・クラブ及び委員選任後、MYRotary によるグローバル補助金のオンライン申請にて、申請書を作成
して頂きます。
（申請書作成に関しましては当委員会がサポート致します。）
・スポンサークラブ、ホストクラブとも奨学生をロータリーファミリーとして迎え入れ、例会出席や
卓話、地区大会への出席等をフォローして頂きます。
・留学終了後は第 2750 地区学友会のメンバーとして、奨学生は登録し活動を続けます。
・グローバル補助金を利用した奨学生のプレチェック・申請書等の提出はオンラインとなりますので、
地区財団委員会のホームページをご参照下さい。

4) グローバル補助金を利用しない奨学金
・当地区では 6 つの重点分野を対象としたグローバル補助金を利用したロータリー奨学生のみを取
り扱っております。同制度に縛られないクラブ独自で輩出する奨学生は DG をご利用下さい。

RID2750 Rotary Foundation Scholarship
Program
1) What is“RID2750 Rotary Foundation Scholarship Program”
We call “ RID2750 Rotary Foundation Scholarship Program ” using Global Grant.
Basically there are no club contributions. (Excluding meeting participation fee or name card
expenses etc.)

2) Applying, Selection and Dispatch for Scholars
・the Global Grants Scholarship candidates’fields of study should   closely connected with
Rotary’
s 6 Area of Focus. Artistic Fields such as Music, literature or Fine arts will not be
applicable.
・Candidates must meet the proper standards and conditions. There is no age limited.
・The terms of scholarship extend one year. Those candidates should have the appropriate
奨学・学友・VTT

qualifications and ability to be accepted as graduate school or equivalent grade.
・This scholarship will be used for tuition, boarding fee (economy round-trip airfare),   living
expenses, insurance, and also educational expenses approved by The Rotary Foundation.
Please take notice any previous payments or costs, including air flight tickets or insurance
fee, before approving will not be applicable. (Pay attention to air ticket of study abroad
destination)
・Applicants has a permanent address or must be resident, employee, student in the 2750 area.
Apply to nearest Rotary club or to the governor’
s office where you live or work.
・The application period will be July 1 to October 31 every year.
・Applicants will take the primary selection examination of this committee in mid-November,
those who pass this examination will be interviewed and approved by the governor and
become candidates. Candidates will be reviewed by The Rotary Foundation Headquarter
(TRF) and approved as official Rotary scholars.
・Candidates will apply with nearest Rotary clubs where candidates live or work Between
February and May. Those candidates who do not have any club to recommend will be
recommended to the Rotary club by our Committee.
・We will select sponsor clubs in our district, also select the host club near the graduate
school to study abroad. Those club will appoint three members for Global Grant application.
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・The sponsor and host club will appoint a member in charge who apply Global Grants in
MYRotary site. (We will definitely support for online applications.)
・Sponsor and host clubs will welcome scholarships as a Rotary Family and encourage them
to attend club meetings, table speech, district conferences.
・Scholars are registered as members of RID2750 Rotary Foundation Alumni and continue to
engage with Rotary.
・This scholarship using Global Grants will be done on-line, including scholars prechecks and submission of application forms and so on. Please access the D2750 Rotary
Foundation Committee website for details.

3) The Numbers of Scholars and The Budget for The Global Grants Scholarship.
・The Numbers of scholars will be proximate 4-5 (PBG will be one).
・The scholarship period will be permitted up to the 1st to 4th grade, however total amount of
scholarship is $40,000 uniformly for both single and multiple years.
・The scholarship budget will be US $20,000 from DDF and $20,000 from WF at a total of
$40,000.

4) The Scholarship without using Global Grants.
・D2750 Rotary Foundation scholarship is only based on Global Grants covering 6 Areas of
Focus. You may consider District Grants for the original scholarship clubs produce inde奨学・学友・VTT

pendently besides Global Grants.
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2018-19年度ロータリー奨学生候補者の紹介
武見 綾子

近藤 隆平

さん

国際的な感染症対策の実現へ向けて

新たな健康診断による
予防医療の向上に向けて

ハーバード大学
東京愛宕RC ⇒ 7930地区

大津 璃紗

さん

疾病予防と治療

疾病予防と治療

シカゴ大学
東京世田谷南RC ⇒ 6450地区

さん

基本的教育と識字率向上

元橋 一輝

すべての子どもが学ぶ権利を保障され
希望をもって育つ社会へ
ペンシルバニア大学
東京三鷹RC ⇒ 7450地区
小林 可奈

さん

水と衛生

水と衛生に不自由しない世界の実現へ
タフツ大学
東京あけぼのRC ⇒ 7930地区

さん

疾病予防と治療

健康であることが当たり前な世界を
ジョンズ・ホプキンズ大学
東京山の手RC ⇒ 7620地区

武見 綾子さん

奨学・学友・VTT

前職はワシントン DC にて開発系のシンクタンクに勤
務し、エボラウィルス等の大規模感染症の国際的な法
整備について研究してきました。同分野での博士課程
の研究を経て、卒業後は学術機関等に所属しつつ世
界保健機構 (WHO) や世界銀行 (WB) の業務に携わ
り、グローバル・ガバナンス研究を推進するとともに、
国際保健分野の実務で感染症の脅威から安全で安心
できる暮らしを守る世界の実現に貢献したいと考えて
います。

大津 璃紗さん
前職のコンサルタント会社では、JICA や外務省によ
る ODA プロジェクトに携わってきました。途上国で
は教育へのアクセスは高まりつつある一方、その質が
課題となっています。留学中は、途上国の教師の考え
方や行動に影響を与える要素、そして彼らを支える方
法について研究し、卒業後は大学院で得た知識や技
術を活かして、途上国の現場で教育の質改善に貢献す
るプロジェクトに携わりたいと考えています。

近藤 隆平さん
前職は医 療機 器 等の事 業 投 資に従事してきました。
留学中はヘルスセクターマネジメントコース等を通じ、
医療分野の事業開発や制度設計を学びます。卒業後
は、医療機器会社等で簡便な健康診断を可能とする

スマートフォンやタブレットで
視聴するロータリー奨学生情報
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医療機器を企画・開発推進し、長期的には、医療機
関の経営者として規制当局と協業し、安価且つ利便
性の高い健康診断の仕組みを普及させ、日本に留ま
らず途上国で予防医療の向上に貢献したいと考えて
います。

元橋 一輝さん
前職は日本のシンクタンクにて主に東南アジア諸国の
水質改善に関わる調査研究をしてきました。博士課程
では水と衛生分野を対象に経済学の手法で研究した
上で、将来的には世界銀行やアジア開発銀行等の国
際機関に就職し、現場での援助実務や政策提言等を
通じて、発展途上国の水処理施設の建設や水質モニ
タリングなどの案件などで水衛生環境改善に貢献した
いと考えています。

小林 可奈さん
慶応大学看護医療学部在学中はロータリーのインド
ポリオワクチン投与活動 (NIDs) に参加し卒業論文と
して深堀し研究してきました。留学中は伝染病や疾病
予防について現地の人々のためになる取組みやプログ
ラムの有り方をより深く学びたいと思っています。将
来的目標はこの分野での国際機関での就職及び貢献
ですが、まず 卒業後は NGO に就職し、途上国の現
場で医療・保健上の支援を提供する活動で貢献してい
きたいと考えています。

2019-20年度ロータリー奨学生候補者の紹介 派遣中
神徳 隆之

さん

疾病予防と治療

世界の「防ぎ得る死」を減らす
〜熱帯医学×救急医学〜
ロンドン大学衛生熱帯医学大学院
東京愛宕RC ⇒ ロンドンRC（1130地区）

稲垣 日菜子
木内 萌乃

さん

平和と紛争予防/紛争解決

紛争地における心理的支援

さん

母子の健康

母子の健康を守る
命を大切にする世界を

ロンドン大学ユニバーシテイカリッジ
エセックス大学大学院
東京井の頭RC ⇒ 1130地区
東京小金井RC
⇒ マリングツリー・ストアバレーRC（1240地区）
神徳 隆之さん

木内 萌乃さん
私は日本の千葉県で生まれ育ちました。大学入学と同
時に海 外旅行をするようになり、世界中の様々な価
値観に触れる機会となりました。昔から障害を持った
人々や異なる国から来た人々など、様々なバックグラ
ウンドを持つ人と接することが好きでした。社会にお
ける個人が、社会との関わりの中で考え方や行動など、
どのように影響を受けるか興味を持ち、大学では社会

心理学を学びました。卒業研究では、日本におけるミャ
ンマー少数民族が、日本という社会の中で自らの民
族アイデンティティをどのように捉えているか研究を
行いました。2016 年には大学を一年間休学し、ミャ
ンマーの国内紛争により影響を受けたコミュニティー
のための人道 支 援 活動を行う現 地 NGO にインター
ンとして参画しました。私の人生におけるミッション
は、社会において脆弱な立場にある人々の伴走者にな
ることです。将来のキャリア目標は、紛争地において
心理的支援を必要としている人々に対し、ソーシャル
ワーカーとして心理的援助を行うことです。

稲垣 日菜子さん
私は学部時代にラオス・カンボジア・東ティモールで
のフィールドワークや外務 省国際 保 健政策 室・国連
UNHCR 協会・国 際 NGO セーブ・ザ・チルドレンで
のインターン経験を含む国際保健や開発援助に関わ
る様々な活動に熱意を持って取組んできた看護医療
学部 学生です。将 来は、UNICEF や WHO、その 他
母子保健を扱う国際機関において政策決定やアドボ
カシーを通して「途上国に暮らす妊産婦、新生児を含
む子ども達における健康格差をなくしたい」と志して
います。その夢の実現にあたって必要な知識とスキル
を身につけるために、この度大学院 ( ロンドン大学 )
で国際保健を学びたいと志望しています。
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私はアフリカを中心とした熱帯・発展途上地域におけ
る、医療資源が限られた診療所で将来救急医として
働くことで、現地の防ぎ得る死を減らしたいという目
標を持っています。私は救急医学と熱帯医学に興味を
持ち、まずは日本の様々な地域（離島、山岳地域、船
上など）で救急医としての経験を積んできたが、今度
は日本では十分な経験が得られない熱帯医学を学ぶ
ため、ロンドン大学熱帯医学校に留学しようと考えま
した。また山岳診療所での診療、カンボジアの地方
診療所における医療活動、東日本大震災におけるがれ
きの撤去作業など、ボランティア活動を通じた社会奉
仕活動もこれまで積極的に行ってきた。趣味の登山で
は、ネパールや中南米の 6000m を超える高峰への
登山経験もあり、常に目標に向かい全力を尽くす人間
であると自負しています。

RID2750 Rotary Foundation Scholarship Students in 2018-19
Ayako Takemi

Ryuhei Kondo

Toward the implementation of
international measures against
infectious diseases.

To improve preventive medicine
through new medical examinations.

Harvard University
Tokyo Atago RC ⇒ RID7930

University of Chicago
Tokyo Setagaya South RC
⇒ RID6450

Risa Otsu
All children are guaranteed the
right to learn.
To a society that grows with hope.

Kazuki Motohashi

University of Pennsylvania
Tokyo Mitaka RC ⇒ RID7450

Realization of a world without
inconvenience to safe water
and sanitation.

Kana Kobayashi

Tufts University
Tokyo Akebono RC ⇒ RID7930

A world where it is natural
to be healthy.
Johns Hopkins University
Tokyo Yamanote RC ⇒ RID7620

Ayako Takemi

奨学・学友・VTT

I was previously working for the developmental
think tank in DC and World Bank, focusing on
the legal system for pandemic response, such
as Ebola. As I earned my Ph.D. in Law in this
field, I am intending to work for either academia,
World Bank or the World Health Organization,
researching and practicing in the field of global
health governance. My ultimate goal is to realize
a safe and protected world, free from pandemic
threat.

Risa Otsu
I engaged in ODA projects of JICA and MOFA in
my previous job at an international development
consulting company. Today, in developing countries, there is an increasing number of children
who can enter school, but many countries could
not provide high-quality education. During my
study in the U.S., I would like to study various
factors that influence teachers in order to determine how to support their professionalism and
autonomy. By utilizing the knowledge and skills
which I would gain during the degree, I aim to
work at an international organization or NGO
field office and participate in projects aimed at
improving educational quality.

スマートフォンやタブレットで
視聴するロータリー奨学生情報
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Ryuhei Kondo
Prior to Chicago Booth, I
was engaged in M&A and
startup investments in the
medical device industry. My
focus at Booth is on learning
business development and
healthcare policy through
joining Graduate Program in
Health Administration Policy. After Booth, in the short
term, I want to develop new
checkup system at global
medical device company.
Then, ultimately, I aspire to
be a management in a hospital chain to improve preventative care by introducing
accessible and affordable
medical checkup systems
throughout the world.

Kazuki Motohashi
I have been working in a Japanese think tank to
research especially on water and sanitation in
Southeast Asian countries. As a PhD student, I
would like to continue my research on the same
topic quantitively by using economics. My future
goal is to work for the international organizations like World Bank and Asian Development
Bank to contribute to the improvement in water
quality through working on aid projects of water
treatment plants in developing countries and formulating relevant policy recommendations.

Kana Kobayashi
During my undergraduate degree, I participated
in National Immunization Days in Delhi, India as a
volunteer worker with Japanese Rotarians. The
experience is what have brought me to become
passionate with public health, and I am excited to
learn more about vaccine related disease prevention programs at Johns Hopkins University. I am
ready to gain experiences and develop practical
skills in low- and middle-income countries, and to
become a researcher in international organizations
in the future.

RID2750 Rotary Foundation Scholarship Students in 2019-20
Under Dispatching
Takayuki Kotoku
Reduce the preventable death of the world.
〜Tropical medicine × Emergency medicine〜
London School of Hygiene & Tropical Medicine
Tokyo Atago RC ⇒ RID1130

Hinako Inagaki
Moeno Kiuchi
Psychological support in
conﬂict areas
University of Essex
Tokyo Koganei RC ⇒ RID1240

Takayuki Kotoku

Moeno Kiuchi
Since my earliest school days, I have been interested in hearing stories from people who have
different background, such as people with disabilities and people from other countries. I majored in social psychology when I was in college,
since I wanted to learn how people’
s thoughts

University College London
Tokyo Inokashira RC ⇒ RID1130

and behaviors are influenced by societies. My
motivation and passion are working for vulnerable people in the society. As my future career,
I’
d
  like to work with local communities in conflict
area as a social worker who provides therapeutic
support for marginalized and valuable people.

Hinako Inagaki
I am a passionate undergraduate nursing student with rich global health and development aid
related experiences including fieldwork in Laos,
Cambodia and Timor-Leste, and also internship
at Ministry of Foreign Affairs (Global Health Policy Devision), Japan for UNHCR and Save the
Children, alongside of my undergraduate study. I
intend to acquire essential education, skills and
training at graduate school (University College
London) and study global health to achieve my
future goal, to eradicate health gap and inequality among children and their mothers in developing countries through policymaking and advocacy by working as a member of UNICEF, WHO and
any related international organizations involving
maternal and child health.
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I have an aim for reducing preventable deaths
in tropical and developing countries mainly in
Africa, working as an emergency physician in
the clinic with resource-constrained settings in
future. As a student, I walked around more than
80 countries, mainly low/middle-income, and I
visited local, small clinics in the rural areas of
Mali, Paraguay, Belize and Nepal. Many patients
there lost their lives because of illnesses or
injuries that, while easily curable in Japan, were
not properly treated at the primary stage. So far,
I have clinical practice experience in resourcelimited settings and pre-hospital care working
as a doctor in the mountains, in a remote island,
and on a ship. Therefore, lear ning t ropical
medicine at the London School of Hygiene &
Tropical Medicine is now my next priority.

Protect the health of mother and child.
A world that values life.

VTT（Vocational Training Team ＝職業訓練チーム）
1）VTT とは？
・ 今までの GSE（Group Study Exchange ＝研究グループ交換）に代わって 2013 ー 14 年度よりスター
トした新しいプログラムです。
・ VTT は、海外で指導をしたり、研修を受けたりするチームを派遣するプロジェクトです。クラブが独自に
地区補助金を利用して VTT を行なうことも可能ですが、私たちの地区ではグローバル補助金を利用する
VTT を考えています。
・ 従来の GSE では、派遣と受け入れの両方がセットになっていましたが、Exchangeではなくなりましたので、
派遣だけでも受け入れだけでも実施することができるようになります。

2）グローバル補助金を利用した VTT
・ 原則として、地区で実施を決定します。
・ グローバル補助金を利用する VTT を派遣する場合は、6 つの重点分野に該当するものに限られます。
・ グローバル補助金を利用する VTT では、海外で技術を習得したり、あるいは現地の人々を指導したりす
るため、複数の専門職業人から成る職業研修チームを派遣します。メンバーの職業は異なっていてもかま
いませんが、同じ重点分野を支援すると言う共通目的を有していなければなりません。
・ チームは、原則としてロータリアンであるチームリーダー 1 名とロータリアンでないチームメンバー 2 名以
上で構成されます。メンバー数の上限はありません。
・ 参加者の年齢制限も研修期間の制約もありません。
奨学・学友・VTT

3）実施例（2016-17 年度に実施したカンボジア教師育成支援）
・2016-17 年度に、私たちの地区では初めての VTT プロジェクトを行ないました。
・私 たちの地区で行われている「カンボジア教師育成支援プロジェクト」を VTT プロジェクトとして実施
しました。
・このプロジェクトは、カンボジアの小学校教員養成校に日本のベテラン教師を派遣し、カンボジア人の
教師に授業の仕方を教えるプロジェクトです。
・日本人教師を派遣する教員養成校に、圧倒的に不足している理科の実
験用器材等の教育資材の寄贈も行ない、現地にて盛大に贈呈式も挙行
されました。
・このプロジェクトは 2020-21 年度で 11 年目を迎えています。2019-20
年度は地区内 24 クラブによる合同プロジェクトとなりました。
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VTT (Vocational Training Team)
1）What’
s VTT?
・ It is the new program that started in substitution for conventional GSE (Group Study Exchange) from the 2013-14 year.
・ VTT instructs it abroad and is a project to dispatch a team receiving the training. A club
can perform VTT using District Grants originally, but thinks about VTT using Global Grants
in our district.
・ In conventional GSE, both dispatch and acceptance set it, but even dispatch comes to be
able to carry out even acceptance because it was not Exchange.

2）VTT Using a Global Grants
・ District decides enforcement of VTT as a general rule.
・ When the district dispatches VTT using Global Grants, it is best a thing corresponding to
the field of 6 Areas of Focus.
・ When a district dispatches VTT using Global Grants, a team to learn a technique abroad or
a team to instruct local people dispatches the occupation training team consisting of plural
employment good technicians. The occupations of the member may be different, but must
have a common purpose to tell to support the field of Areas of Focus.
・ The team is comprised of higher than two team members who are not Rotarian and one
members.
・ The age limit of the participant does not have the limitation of the internship, too either.

3）VTT project in 2016-17 - Training native teachers in Cambodia
・ We had been doing first VTT project for D2750 in 2016-17.
・ We choose the project of“Training native teachers in Cambodia”project as our first VTT
project.
・ This project had to dispatch skilled Japanese teachers to train elementary school teacher in
Cambodia for the purpose of training native Cambodian teachers.
This is our first achievement as VTT.
・ We donated requisite educational materials such as science experimental equipment in the same time and held big presentation
ceremony at Cambodia.
・ This project celebrates the eleventh
year in the period of 2020-21, and
it became a joint project by 24
clubs in the district 2019-20.
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leader at team of the Rotarian as a general rule. There is no upper limit of the number of the

国際ロータリー第 2750 地区学友会
私たち第 2750 地区では、1965 年以来、約 320 人もの国際親善奨学生等を世界各国に派遣してまいりま
した。
当地区に待望の学友会が 2015 年に発足しました。
元国際親善奨学生、元ロータリーピースフェロー、
元 GSE 等の学友の方々が多く参加しています。

1）学友会の推進の目的
・ロータリーと奨学生との生涯に渡る関係を育む。
・帰国した奨学生に地区の活動に参加してもらう。
・奨学金が自分の人生にどの様な影響を与えたかを
伝える機会を与える。
・次年度の奨学生の選考や卓話に参加してもらい、
熱意、やる気を起こさせる。
・奨学生 OB･OG を主体としたクラブの設立。
学友会を通じて学友との交流を維持することができ、
学友を地元ロータリークラブまたはローターアクト・
クラブの会員候補として検討することもできます。
奨学・学友・VTT

学友会は、毎年地区に留学する来訪奨学生の歓迎会を
開催したり、クラブや地区の奉仕プロジェクトに
参加するなど、多様な活動を実施しています。

2）学友会のニュースレターの発行
・学友会では年に 4 回ニュースレターを発行しています。
色々な地域で活躍されている学友の方々や
新しい奨学生の紹介など、行っています。
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RID2750 The Rotary Foundation Alumni
Since 1965 RID2750 has dispatched over 320 international
goodwill scholarships and other program students in the world.
We are pleased to inform you that our long-awaited TRF
Alumni was established with participation of ex-scholarship
students, ex-Rotary peace fellow and ex-GSE members.

1）Purpose of Driving TRF Alumni
・Cherish lifetime relationship between Rotary and scholarship alumnus
・ Join the District programs after study abroad
・ Opportunities given to present the outcomes of scholarship program
in the Club meetings.
・ Participate in scholarship students selection of next year round or
in presentation speech of alumnus returned from abroad to raise
member’
s motivation and zeal
・ Establish new Clubs by scholarship alumnus
Through TRF Alumni network we could be able to
maintain exchanges with scholarship alumnus and
or Rotaract Clubs.
TRF Alumni carries out various activities such as; holding welcome parties annually for foreign

scholarship students in the District joins voluntary projects organized by local Rotary

Clubs and the District

2）Alumni Newsletter
・RID2750 Rotary Foundation Alumni publishes newsletters 4 times a year.
The newsletter contains articles such as introducing alumni who are active in various areas
and new scholars.
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奨学・学友・VTT

also to nominate them as member of local Rotary

PolioPlus Subcommittee

ポリオプラス委員会
ポリオプラス委員会の任務は、ポリオの現状に関する情報を的
確にクラブにお届けするとともに、ポリオプラスへの寄付をお
願いするにあたって、寄付を集めていただくためのヒントをク
ラブにご提供して行きます。また、各クラブの主催される、ポ
リオ撲滅チャリティーイベントを支援、協力させていただきます。

The mission of the PolioPlus Subcommittee is to provide
accurately information of current situation of Polio in the
world and clues to PolioPlus Contribution. Also, we will
suppor t and cooperate with polio eradication charity
events organized by each club.
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■ 国際ロータリーはポリオ撲滅を最優先の目標にしています

The Rotary International set the highest priority goal to
eradicate Polio in the world.

● ポリオとは？

● What is Polio ？

脊髄性小児麻痺のことで、ポリオ・ウイルスによっ

Polio is spinal cord paralysis disease trans-

て、人から人へ伝染する病です。動物や昆虫を介

mitted from person to person with polio

すことはありません。ですから、ポリオは撲滅する
ことができるのです。ポリオ・ウイルスには、1、2、
3 型の 3 つのタイプがあります。1999 年 10 月以
降、2 型のポリオ・ウイルスは見つかっていません。
また、ここ 5 年間 3 型ウイルスによる発症も無く、
2 型と 3 型のウイルスを撲滅することができたと
言えます。

● ポリオプラスとは？
当初は、ポリオと共にはしか、ジフテリア、結 核、
百日咳、破傷風の五つをプラスしてプログラムを設
けたものを指しましたが、現在ではポリオ撲滅運
動がもたらした遺産のことを指します。ポリオプラ
スへの寄付は、基金としてプールし、要請がある都
度使っていきます。

● ロータリーのポリオ撲滅運動の歴史は
以下の通りです。
1) ロー タリー は、当 時 の 3H 補 助 金を利 用し、
万人の児童にポリオの予防接種をし、初めてポ
リオのプロジェクトに携わりました。
2) 国 連 の 40 周 年 に 当 たる 1985 年 にロ ー タ
リーは 1 億 2,000 万ドルを集 めると言う声
明を出し、ポリオプラス・プログラムを設け
ました。
3) 1995 年の規定審議会で、ポリオプラスの目標
を 2000 年までにポリオを一掃し、ロータリー
100 周年にあたる 2005 年までにポリオ撲滅
を証明することが採択されました。

fore, Polio must be eradicated. There are
three types of Polio Virus (I, II, III), Type II
Polio Virus has not been found since October 1999, furthermore Pathogenesis of Type
III has not been recognized for the last 5
years. We declare Type II and Type III viruses had been already eradicated.

● What is PolioPlus?
PolioPlus initially pointed to the Polio with
measles, diphtheria, tuberculosis, pertussis,
tetanus. The name PolioPlus remains with
this eradication campaign.
Contribution for PolioPlus will be kept as
Fund and utilized with request.

● The history of Rotary
，s Polio
Eradication Campaign was following:
1) Polio Rotary had vaccinated 6 million
children in the Philippines with a fiveyear plan from 1979 using the 3H Grant
at that time. We took a successful first
step toward the goal.
2) In 1985, the 40th anniversary of the
United Nations, Rotary issued a statement saying that we would collect 120
million dollars and set up the PolioPlus
Program.
3) In 1995, Council on Legislation had adopted targets to eradicate Polio by 2005
the 100th anniversary of Rotary and
proof eradication of Polio.
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ポリオプラス

1979 年から 5 カ年計画でフィリピンの 600

virus not through animals or insects. There-

4) 	2007 年の規定審議会で、ポリオ撲滅を国際

4) In 2007, Council on Legislation set up

ロータリーの最優先の目標にすることが承認

the Rotary’
s highest priority target to

されました。

eradicate Polio.

＊ 野生ポリオ・ウイルスの世界的撲滅の証明を国
際ロータリーの最優先事項とすること。
＊ 野生ポリオ・ウイルスの撲滅の証明がなされる
まで、他のコーポレート・プロジェクトを採択
しないこと。

● 現在のポリオ発症の現状は
以下の通りです。
1) 現在野生株のポリオ・ウイルスが残っている国
は、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリア
の 3 か国です。ナイジェリアは一度ポリオの発
症が 0 になったため、常在国から外れましたが、
2016 年 8 月に新たにポリオの発症が確認さ
れ、常在国に後戻りしました。
2) 現 在、一 番 難 攻しているのは、パキスタンの
FATA（政府直轄部族地域）で、この FATA は
部族制度の伝統が強く、強い自治権を有してい
ることから、なかなかポリオワクチンの投与が
行き届かなく、この地域から他の州や隣のア
フガニスタンに移動する者がポリオ・ウイルス
のキャリアーになることもあり、その封じ込め
に困難を要している状態です。
3) ポリオ・ウイルスが他の国に持ち出されるケー
ポリオプラス

スもあり、ポリオ・ウイルスを持って海外に渡

* 	 To prove the worldwide eradication of wild
polioviruses as the top priority for Rotary
International.
* 	 Do not adopt other corporate projects until eradicate wild poliovirus completely.

● Current onset status of Polio is
following;
1) Currently the wild poliovirus remains in
the three countries - Afghanistan, Pakistan and Nigeria. Nigeria once departed
from a polio-endemic country because
the onset status of Polio became zero
“0”, however in August 2016 the onset
of Polio was newly confirmed in Nigeria
and returned on the list of polio-endemic countries.
2) Currently, the country that is the most
difficult country to eradicate polio is the
Pakistani FATA (Federally Administered
Tribal Areas) because FATA has strong
tribal system traditionally also strong
autonomy right, it will be difficult to administer polio vaccine without their permission. Moreover, People traveling from

航した人によって、その渡航先の国でポリオの

this area to other states or neighboring

発症があった場合、外来株による発症とみなさ

Afghanistan may become carriers of po-

れます。この場合、感染ルートが特定できます
ので、
1 年後にはその発症数が激減します。現
在では、外来株による発症数はほぼ 0 になり
ました。

lio virus.
3) There is a case polio virus will be brought
out to other countries. If those carriers
travel abroad and polio virus develop in
the destination, it will be considered to
be caused by an exogenous strain. In
this case, we will specify infection route
to eradicate drastically within 1 year.
Currently, the incidence due to exogenous strains has become almost zero.
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● ロータリアンとしてのポリオに対する
取り組みは以下の通りです。
ポリオの撲滅は、ロータリーが掲げる最優先事項
です。このポリオの地球上からの完全撲滅は、ロー
タリーが世界中の子供たちと交わした大切な「約
束」です。ポリオ撲滅まで、あと一歩（Final Inch）
まで来ています。ロータリアンの皆様のあたたか
いご支援を心よりお願いします。
2017 年のアトランタ国際大会において、ビル &
メリンダ・ゲイツ財団は今後 3 年間、ロータリー
がポリオ撲滅活動の為に集める募金に対し、年間
5,000 万ドルを上限として、その 2 倍の上乗せを
する約束をしました。この事によりロータリーは
3 年間で 4 億 5,000 万ドルの資 金をポリオ撲 滅
活動に提供する事が可能となります。しかしなが
ら、これを実現させるには、我々ロータリアンが
多くの寄付をしなければなりません。
寄付をするだけでなく、ポリオ常在国や再発のリス
クの高い国でワクチン投与の活動をするロータリア
ンもいます。日本ではクラブや地区の壁を越えて、
毎年多くのロータリアンがインドでのワクチン投与
活動に参加しており、今後パキスタンでの活動も
計画されております。ご興味のある方は地区ポリオ
プラス委員会までご連絡下さい。

● Efforts as a Rotarian against Polio
The worldwide elimination of polio has
been Rotary’
s top priority. Rotary has made
promises with children around the world to
completely eradicate Polio from the earth.
We are coming to a“Final Inch”to meet our
goal. We sincerely ask all of Rotarians for
your efforts and supports.
At the Atlanta International Convention in
2017, the Bill & Melinda Gates Foundation
promises to raise twice as much as Rotary’
s
collecting funds for polio eradication (up to
$ 50 million each year) over the next three
years. This will enable Rotary to provide
$ 450 million in funding for polio eradication activities in three years. However, this
means we have to make effort to donate
further more for End Polio.
Some Rotarians are not only donating, but
carry out the vaccination activities in polio-striking countries and countries with
high risk of recurrence. Every year many
Japanese Rotarians, cross the club and
district, participate in the vaccination activities in India and start to plan vaccinating in
Pakistan from now on. If you are interested
in activities of Rotarians or progress of polio
eradication, please contact PolioPlus Comポリオプラス

mittee in RID2750.
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● 2020-21 年度の RI 第 2750 地区の
取り組みは以下の通りです。
1) 募金箱の活用
昨年度各クラブに配布させていただきました
募金箱を本年度も是非ご活用ください。
2) ポリオ撲滅支援企業の募集
ポリオ撲滅支援企業を募集します。
一口 50,000 円で、その全てを支援企業を経
営されているロータリアンの方のお名前でポリ
オプラスに寄付させていただきます。支援企業
にご登録いただきますと、感謝状をお送りする
と共に地区大会にて発表もさせていただきま
す。皆様のご協力を心からお願い致します。
3) チャリティーイベントへの協力
世界ポリオデーや周年行事に合わせた各クラ
ブ主催のポリオ撲滅チャリティーイベントを支
援いたします。イベントのご案内、宣伝、当日
のお手伝い等、地区委員会として可能な限り
の協力をさせていただきます。
4) 卓話のお願い
ポリオの現状を知っていただく為に各クラブで
卓話をさせていただきたくお願いしています。
卓話は委員会だけでなく「ポリオの会」から
も講師をお招きする事が出来ます。大変貴重
なお話をうかがう事が出来ますので是非お招
きいただきたくお願い致します。ご希望のクラ
ブはガバナー事務所までお問い合わせ下さい。

● The endeavors of RID2750
in 2020-21
1) Donation Box for Polio
Please leverage“Polio Donation Box”
distributed to each club last Rotary year
for collecting contributions.
2) Call for Polio-Plus eradication support
companies
Please be a Polio eradication support
company. We will certainly donate all of
your contribution to PolioPlus with the
name of the Rotarian who is running the
support company, with a total of 50,000
yen. We will send a appreciation letter
and make a presentation at the district
conference. We sincerely appreciate
your cooperation.
3) Cooperation for charity events
We will support polio eradication charity
events sponsored by each club for“World
Poly Day”or“Anniversary events”
.  We will
support as much as possible to inform
your events, advertise or help on the day.
4) Please invite us for a Table Speech
We would to attend you club for Table
Speech in order to let you know the current situation of Polio. We are able to
prepare Speakers not only from the our
committee but also from the“Polio As-

ポリオプラス

sociation”
. We believe you will listen to
very valuable stories. Please contact the
Governor Office if you are interested.
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ポリオプラス
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Rotary Peace Fellowships Subcommittee

ロータリー平和フェローシップ委員会
私たちの委員会は、当地区が世界に６つあるロータリー平和
センターの一つである ICU（国際基督教大学）の所在地である
ことから、近隣の６つの地区で構成されているホストエリア連
絡協議会の運営に協力し、各種セミナーの開催や来日フェロー
のお世話などを行なっています。また、このプログラムの認知
度がまだ低いことから、広報活動にも力を入れています。更に、
日本から派遣するフェローの募集、選考の仕事も行っています。

Rotary Peace Fellowships Subcommittee cooperates with
the Rotary Peace Centers Host Area Coordinators consist
of the neighboring 6 Districts, holds various seminars, and
takes care of the Fellows studying in ICU (International
Christian University) located in D2750 and one of the 6 Rotary Peace Centers in the world. We also actively engage in
publicity activities in order to be widely known. We accept
applications and select Fellows in D2750.
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ロータリー平和フェローシップとは
① このプログラムは、ポール・ハリス没後 50 周年を記念し創設されたポリオ撲滅に次ぐ重要なプロ
グラムです。
② 世界の平和紛争解決に向けたリーダー（平和フェロー）を育成します。
・当初はロータリーによる平和大学設立構想でした。
③ 世界には「修士号取得プログラム」を学ぶ 6 つのロータリー平和センター（7 校の提携大学）と、
1 校の「専門修了証取得プログラム」提携大学があります。
・毎年 100 名が世界中から競争選考されています。
（修士号 50 名、専門能力 50 名）
④ その 1 つが三鷹の国際基督教大学にあります。
・当地区は近隣 5 地区（ホストエリア）と協力して援助しています。
⑤ この素晴らしいプログラムを日本中に認知頂き、優秀な日本人を世界に送り出しましょう！

ロータリー平和フェローシップ

いずれの大学もコースは英語で提供されます。
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What is Rotary Peace Fellowships
① This program will be an important Rotary’
s program after Polio Plus created in commemoration
of the 50th anniversary of Paul Harris’
s death.
② The final aim is cultivating leaders (peace fellows) toward resolving world peace.
• Initial plan was Rotary Peace University.
③ There are six Rotary Peace Centers (7 partner universities) to learn master’
s degree program.
Also there is a partner university for diploma for world peace.
• 100 fellows are selected competitively every year from all over the world. (Master’
s degree 50,
specialized ability 50)
④ One of partner universities is in International Christian University of Mitaka in Japan.
• District 2750 cooperates with neighboring 5 districts (host area).
⑤ We will let the people throughout Japan recognize this wonderful program and send excellent
Japanese peace fellows to the world !

Six Rotary Peace Centers
(7 partner universities)
University of
Bradford (UK)

ロータリー平和フェローシップ

Duke - UNC
North Carolina State
University
at Chapel Hill (U.S.A)

Uppsala
University (Sweden)

Chulalongkorn
University
(Thailand)

University of
Queensland
(Australia)

All classes will be provided in English.
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International
Christian University ICU (Japan)

● 提携大学とプログラム
奨学金プログラム

修士号取得プログラム

専門修了証取得プログラム

目的

明日のリーダーを育成

今日のリーダーを強化

期間

15 ～ 22 カ月（大学により異なる）

3 カ月

ロータリー
平和センターの数

5

1

提携大学

デューク大学
ノースカロライナ大学
国際基督教大学
ブラッドフォード大学
クイーンズランド大学
ウプサラ大学

チュラロンコーン大学

最高 50 人
（各平和センターに 10 人まで）

フェローシップ受領者数

夏季休暇中、2 ～ 3 カ月の実践的な
インターンシップ

実地研修

最高 50 人（1 ～ 4 月コースと
6 ～ 8 月コ ース、各コース 25 人まで）
カリキュラムの一環として
2 ～ 3 週間 の実習

※ 2021 年からウガンダにあるマクレア大学に新しく平和センターが設置されることとなりました。

● 平和フェローの進路

ロータリー平和センターは平和構築に力を
入れるロータリアンの支援を受けて、大きな

研究機関／大学

成果を挙げてきました。2019 年 10 月現在、
1,300 名を超える数の平和フェローが 平和

7％

センターで学び現在さまざまな機関・団体の

20％

38％

要職に就いて、平和をめざす任務に取り組ん

政府機関

でいます。
（修士号プログラム 800 名、専門

非政府組織

8％

10％
8％
進学

7％
その他

教師

2％

ジャーナリズム

国連機関

修了証プログラム 500 名）
平和フェローのうち、日本の地区から海外に
派遣した平和フェローの数は、37 名に過ぎま
せん。
（平和フェロー 18 期生まで）
1 人でも多く、日本人の平和フェローを海外の
と考えます。
また、当地区にあります ICU 平和センターを
卒業した平和フェローは134 名（平和フェロー
16 期生まで）です。
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ロータリー平和フェローシップ

平和センターへ送り出すことが我々の使命だ

● Partner Universities and Programs
Master’
s degree acquisition
program

Scholarship program
Aim

Cultivate future leaders

Cultivate leaders now

15 to 22 month
（depend on each University）

Term

Diploma program

3 month

Numbers of Rotary
Peace Fellowships

5

1

Partner Universities

Duke University
University of North Carolina at
Chapel Hill
International Christian University
University of Bradford
Queen's University

Chulalongkorn University

Number of fellowship
recipients

Up to 50 (Up to 10 in each
Peace fellow Center）

Up to 50 (January - April course
and June - August course, up to
25 each)

Practical Training

Practical intercourse for
2-3 months during the summer
vacation

2 to 3 weeks practical training
as part of the curriculum

※ The new Rotary Peace Center will be estabished at Makerere University in Uganda.

● Career of Fellows

The Rotary Peace Center has achieved
significant results with the support of

Research institution/
university

Rotarians who emphasize peacebuilding.
As of October 2019, over 1,300 Peace

7％

38％

Non-governmental
organization

Center and currently working on the

governmental
organization

8％

10％
8％

Academic career

Fellows have been studying at the Peace

20％

7％
Other

mission to achieve peace with regard to
Teacher

2％

Journalism

ロータリー平和フェローシップ

United Nations and
concerned agency

the key positions of various concerned
organizations (Master’
s degree program
800, Diploma program 500)
The number of Japanese Peace Fellows
within 18th Fellows is only 37. We set up
our mission to send a lot more Japanese
Peace Fellows to overseas Peace Centers.
In addition, the number of Peace Fellow
who graduated from ICU Peace Center is
134 (within 16th graduates).
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● 申請資格と選考基準
申請者は、以下を備えていなければなりません。
・ 優れた英語力
・ 優れたリーダーシップ
・ 個人的活動や社会奉仕活動を通じて、また学問上、職務上の実績を通じて国際理解と平和への
熱意を実証
・（専門能力開発修了証プログラム）優れた学問上の実績と関連分野における少なくとも合計 5 年間
のフルタイムの職歴
・（修士号取得プログラム）学士号またはそれに相当する学位、さらに関連分野における少なくとも
3 年間のフルタイムの職歴またはボランティア経験
・（修士号取得プログラム）第二言語能力（日本語を含む）
・ 申請はロータリークラブを通じ全てウェブサイト経由で行われ、世界審査によってフェローが選出
されます。
申請はロータリーのウェブサイト（www.rotary.org）をご覧下さい。

● 申請過程の流れ
1 月〜4 月
クラブと地区が申請者を
募集

1 月〜6 月
地区が面接、選出、承認した
申請者の書類をロータリー財団に送り、
財団の手続開始

10 月
世界競争性の下、選考委員会によって
フェローが選出される

すべての申請締切りは
7 月 1 日です

7 月〜9 月
ロータリー財団が申請書を処理する。
不備のない申請者は、財団から地区に受理を確認する
E メールが送信される

● 2 年間にフェローに支払われる奨学金
合計支給額
（平均）

修士号プログラムの資金
授業料、宿泊費、留学先への往復旅費、
インターンシップ費用、大会／研究費用

修士号フェローシップ：80,000 ドル
修了証フェローシップ：11,000 ドル
修士証取得プログラム

授業料、キャンパス内宿泊費、コース教材費、
保険、バンコクへの往復旅費、実地研修費
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ロータリー平和フェローシップ

フェローシップの支給金

● Eligibility and Selection Criteria
All applicants are required following:
1. Good English ability
2. Excellent leadership
3. Demonstrate international understanding and enthusiasm for peace through personal activities and community service activities or academic and professional records.
4. (Diploma program) Excellent academic achievement for world peace and at least 5
years a full-time employment record in the concerned field.
5. (Master’
s degree program) bachelor degree or equivalent degree, further at least 3
years full-time work experience or volunteer experience in the concerned field.
6. (Master’
s degree program) Second language ability (including Japanese).
7. All candidates apply via the website cooperated with the any Rotary club. The
Peace Fellows will be elected with the world review

● Process for Application
January - April
Clubs and Districts will accept
applications from applicants

January - June
Districts will hold an oral examination to
applicants, select and approve candidates,
therefrom start to submit their concerned
documents to TRF

October

Deadlines will be
strictly July 1st

Fellows will be elected by the Selection
Committee under world competition

July - September
The Rotary Foundation will process Applications.
The Rotary Foundation will send e-mails conﬁrming acceptance
to each district with verifying complete applications

● Scholarship amount paid for Fellows in two years
ロータリー平和フェローシップ

Master’
s degree programs：$80,000
Scholarship amount Amount of
Scholarship
paid for Fellows
（Average） Professional development certificate program：$11,000
Master’
s degree programs

Professional development certificate program

Tuition,  Living Expenses, Round trip
expenses to study abroad,  Expenses
for Internship,  Attending expenses
for Conferences / Research expenses

Tuition,  Living Expenses,
textbooks for course,  insurance,
Round trip fee to Bangkok,  
Hands-on training fee

78

■リンク集／参考資料目次
●リンクのご案内
国際ロータリーホームページ

https://www.rotary.org

国際ロータリー第 2750 地区ホームページ

https://www.rid2750.org

国際ロータリー第 2750 地区ロータリー財団委員会ホームページ

https://rid2750.org/trf

●参考資料
目次
P80	～	 P82

2020-21 年度用クラブと地区の間で取り交わす MOU（和文）

P83	～	 P85

2020-21 年度用クラブと地区の間で取り交わす MOU（英文）

P86	～	 P87

補助金の支給基準について / 補助金申請方法（和文）

P88	～	 P89

補助金の支給基準について / 補助金申請方法（英文）

■ Websites ／ References Contents
● Websites
Rotary International Website
RID2750 Website

https://www.rotary.org

https://www.rid2750.org

RID2750 the Rotary Foundation Committee Website

https://rid2750.org/trf

● References
Contents
P80 
- P82

CLUB QUALIFICATION MEMORANDUM OF UNDERSTANDING（Japanese）for 2020-21

P83 
- P85

CLUB QUALIFICATION MEMORANDUM OF UNDERSTANDING（English）for 2020-21

P86 
- P87

Standard of Grants / How to apply Grants（Japanese）for 2020-21

P88 
- P89

Standard of Grants / How to apply Grants（English）for 2020-21
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クラブの参加資格認定：覚書（MOU）

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ロータリー財団
1. クラブの参加資格
2. クラブ役員の責務
3. 財務管理計画
4. 銀行口座に関する要件
5. 補助金資金の使用に関する報告
6. 書類の保管
7. 補助金資金の不正使用に関する報告
1. クラブの参加資格
クラブは、ロータリー財団のグローバル補助金とパッケージ・グラントの活用にあたって、ロータリー財
団
（以下
「財団」
）
から提供されるこの覚書
（MOU）
に記載された財務と資金管理の要件を遂行すること、お
よび、毎年最低 1 名のクラブ会員を地区主催の補助金管理セミナーに出席させることに同意しなければな
らない。地区は、クラブの参加資格として追加の要件を定めたり、地区補助金の活用についてもクラブの
参加資格認定を義務づけることができる。これらの条件をすべて満たすことにより、クラブの参加資格が
認定され、ロータリー財団補助金プログラムにクラブが参加することが認められる。
A. 参加資格条件がすべて満たされた場合には、1 ロータリー年度にわたり、クラブの補助金への参加資
格が認められる。
B. クラブが認定状況を維持するには、この覚書
（MOU）
、地区が定めた追加要件、その他該当するすべて
のロータリー財団方針を順守しなければならない。
C. 資金の管理を誰が行なったとしても、クラブが提唱した補助金資金の使用に対しては、クラブが責任
を負う。
D. 以下のような補助金資金の不正使用ならびに不適切な管理
（ただしこれらに限られない）
が確認された
場合、クラブの参加資格が保留、あるいは取り消しとなる場合がある。
不正、偽造、会員情報の改ざん、重大な過失、また受益者の健康、福利、安全を脅かす行為、不適切
な寄付、私益のための資金使用、利害対立の未開示、個人による補助金資金の独占、報告書の偽造、
水増し行為、受益者からの金銭の受領、不法行為、認められていない目的での補助金資金使用。
E. クラブは、いかなる財務監査、補助金監査、業務監査にも協力しなければならない。
2. クラブ役員の責務
クラブ役員は、クラブの参加資格認定およびロータリー財団補助金の適切な使用について主要な責任を有
する。
クラブ役員の責務には以下が含まれる。
A. クラブの資格認定手続きの遂行と管理、認定状況の維持を担当するクラブ会員を最低1 名任命する。
B. すべてのロータリー財団補助金が、資金管理の方策と適切な補助金管理の慣行に従って管理されるよ
う確認する。
C. 補助金に関与するすべての人が、実際の利害の対立や、利害の対立であると認識される事態を避ける
ように活動するよう確認する。
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3. 財務管理計画
クラブは、補助金の一貫した管理を行なうために、書面で財務管理計画を作成しなければならない。
財務管理計画には、以下の手続きが含まれていなければならない。
A. すべての領収証と補助金資金の支払いの記録を含め、標準的な会計基準に則って会計を維持する。
B. 必要に応じて、補助金の資金を支払う。
C. 資金の取り扱いは、複数の人で分担する。
D. 補助金で購入した備品・設備やその他の財産の目録システムを確立し、補助金関連活動のために購入
したもの、作られたもの、配布されたものの記録を付ける。
E. 資金の換金等を含む全補助金活動が、現地の法律や規制を順守したものであることを確認する。
4. 銀行口座に関する要件
補助金資金を受け取るには、ロータリー財団の補助金資金の受領と支払いのみを目的とする口座をクラブ
が設けなければならない。
A. クラブの銀行口座は以下を満たしていなければならない。
1. 資金の支払いには、クラブの少なくとも 2 名のロータリアンが署名人となること。
2. 低金利、または無金利の口座であること。
B. 利子が生じた場合には、すべて書類に記録し、承認された補助金活動に使用するか、ロータリー財団
に返還しなければならない。
C. クラブが提唱する各補助金につき、別個の口座を開設し、口座名は、補助金用であることが明らかに
分かるものとすべきである。
D. 補助金は、投資用口座に預金してはならない。これには、投資信託、譲渡性預金、債権、株の口座が
含まれる
（ただし、これらに限られるものではない）
。
E. ロータリー財団補助金資金の受領および使用を裏付ける銀行明細書をいつでも提示できるようにして
おかなければならない。
F. クラブは、署名人の交代に備えて、銀行口座の管理責任の引継ぎ計画書を作成し、保管しなければな
らない。
5. 補助金資金の使用に関する報告
クラブは、ロータリー財団のすべての報告要件に従わなければならない。補助金に関する報告を通じて、ロー
タリー財団は補助金の使用状況を知ることができる。このため、この報告は補助金の適切な資金管理の重
要な部分である。
6. 書類の保管
クラブは、参加資格認定とロータリー財団補助金に関連する重要書類を保存するための、適切な記録管理
システムをつくり、これを維持するものとする。これらの書類を保管することにより、補助金管理の透明
性が保たれるとともに、監査や財務評価の準備に役立つ。
A. 保管する必要のある書類には、以下が含まれる
（ただし、以下に限られない）
。
1. 銀行口座に関する情報
（過去の銀行明細書を含む）
。
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2. 署名入りのクラブの覚書
（MOU）
を含む、クラブの参加資格認定に関する書類。
3. 計画や手続きを記載した書類。これには以下が含まれる。
a. 財務管理計画書
b. 書類の保存と管理の手続き
c. 銀行口座署名人の引継ぎ計画書、および銀行口座の情報と書類の保管
4. 購入したすべてのものの領収証と請求書を含む、補助金に関連する情報。
B. クラブの記録は、クラブのロータリアンが、または地区が要請した場合は地区が、閲覧、入手できる
ようにしなければならない。
C. 書類は、少なくとも 5 年間、もしくは国や地域の法律によってはそれ以上の期間、保管しなければな
らない
（日本の場合、グローバル補助金奨学金に関する書類は 10 年間保管しなければならない）
。
7. 補助金資金の不正使用に関する報告
補助金資金の不正使用や不適切な管理があった場合、またはそう疑われる場合には、クラブはこれを地区
に報告しなければならない。このような報告により、補助金資金の不正使用が絶対に許されないという環
境をクラブ内に作り出すことができる。
承認と同意
この覚書
（MOU）
は、クラブと地区の間に交わされる同意書であり、補助金活動の適切な管理と財団補助金資
金の適切な管理を行なうための措置をクラブが取ることを認めるものである。この文書を承認することにより、
クラブは、この覚書
（MOU）
に記載されたすべての条件と要件に従うことに同意する。
___________________________ ロータリー・クラブを代表し、下記署名人は、_____________ ロータリー年度、
この覚書
（MOU）
に記載されたすべての条件と要件に従い、これらの要件に関してクラブの方針や手続に変更
や修正があった場合には、国際ロータリー第 __________地区に通知することに同意する。

クラブ会長
就任年度

2020-21 年度

クラブ会長
就任年度

氏

名

氏

名

署

名

署

名

日

付

日

付
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2021-22 年度

CLUB QUALIFICATION MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THE ROTARY FOUNDATION
1. Club Qualification
2. Club Officer Responsibilities
3. Financial Management Plan
4. Bank Account Requirements
5. Report on Use of Grant Funds
6. Document Retention
7. Reporting Misuse of Grant Funds
1. Club Qualification
To participate in Rotary Foundation global and packaged grants, the club must agree to implement the
financial and stewardship requirements in this memorandum of understanding (MOU) provided by The
Rotary Foundation (TRF) and to send at least one club member to the district’
s grant management
seminar each year.
The district may also establish additional requirements for club qualification and/or require its clubs to be
qualified in order to participate in Rotary Foundation district grants. By completing these requirements,
the club becomes qualified and eligible to participate in the TRF grant program.
A. Upon successful completion of the qualification requirements, the club will be qualified for one Rotary
year.
B. To maintain qualified status, the club must comply with this MOU, any additional district
requirements, and all applicable TRF policies.
C. The club is responsible for the use of funds for club-sponsored grants, regardless of who controls the
funds.
D. Qualification may be suspended or revoked for misuse or mismanagement of grant funds involving,
but not limited to: fraud; forgery; membership falsification; gross negligence; endangerment of health,
welfare, or safety of beneficiaries; ineligible contributions; use of funds for personal gain; undisclosed
conflicts of interest; monopolization of grant funds by individuals; report falsification; overpricing;
acceptance of payments from beneficiaries; illegal activities; use of grant funds for ineligible purposes.
E. The club must cooperate with any financial, grant, or operational audits.
2. Club Officer Responsibilities
The club officers hold primary responsibility for club qualification and the proper implementation of TRF
grants.
Club officer responsibilities include:
A. Appointing at least one club member to implement, manage, and maintain club qualification
B. Ensuring that all TRF grants adhere to stewardship measures and proper grant management
practices
C. Ensuring that all individuals involved in a grant conduct their activities in a way that avoids any actual
or perceived conflict of interest
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3. Financial Management Plan
The club must have a written financial management plan to provide consistent administration of grant
funds.
The financial management plan must include procedures to
A. Maintain a standard set of accounts, which includes a complete record of all receipts and
disbursements of grant funds
B. Disburse grant funds, as appropriate
C. Maintain segregation of duties for handling funds
D. Establish an inventory system for equipment and other assets purchased with grant funds, and
maintain records for items that are purchased, produced, or distributed through grant activities
E. Ensure that all grant activities, including the conversion of funds, comply with local law
4. Bank Account Requirements
In order to receive grant funds, the club must have a dedicated bank account that is used solely for
receiving and disbursing TRF grant funds.
A. The club bank account must
1. Have a minimum of two Rotarian signatories from the club for disbursements
2. Be a low- or noninterest-bearing account
B. Any interest earned must be documented and used for eligible, approved grant activities, or returned
to TRF.
C. A separate account should be opened for each club-sponsored grant, and the name of the account
should clearly identify its use for grant funds.
D. Grant funds may not be deposited in investment accounts including, but not limited to, mutual funds,
certificates of deposit, bonds, and stocks.
E. Bank statements must be available to support receipt and use of TRF grant funds.
F. The club must maintain a written plan for transferring custody of the bank accounts in the event of a
change in signatories.
5. Report on Use of Grant Funds
The club must adhere to all TRF reporting requirements. Grant reporting is a key aspect of grant
management and stewardship, as it informs TRF of the grant’
s progress and how funds are spent.
6. Document Retention
The club must establish and maintain appropriate recordkeeping systems to preserve important
documents
related to qualification and TRF grants. Retaining these documents supports transparency in grant
management and assists in the preparation for audits or financial assessments.
A. Documents that must be maintained include, but are not limited to:
1. Bank information, including copies of past statements
2. Club qualification documents including a copy of the signed club MOU
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3. Documented plans and procedures, including:
a. Financial management plan
b. Procedure for storing documents and archives
c. Succession plan for bank account signatories and retention of information and documentation
4. Information related to grants, including receipts and invoices for all purchases
B. Club records must be accessible and available to Rotarians in the club and at the request of the
district.
C. Documents must be maintained for a minimum of five years, or longer if required by local law.
7. Reporting Misuse of Grant Funds
The club must report any potential and real misuse or mismanagement of grant funds to the district. This
reporting fosters an environment in the club that does not tolerate the misuse of grant funds.
Authorization and Agreement
This memorandum of understanding is an agreement between the club and the district and acknowledges that
the club will undertake measures to ensure the proper implementation of grant activities and proper management
of Foundation grant funds. By authorizing this document, the club agrees to comply with all of the conditions
and requirements of the MOU.
On behalf of the Rotary Club of ___________________________, the undersigned agree to comply with all of the
conditions and requirements of the MOU for Rotary year ______________ and will notify Rotary International
District __________ of any changes or revisions to club policies and procedures related to these requirements.

Club President
Term

2020-21

Club President
Term

Name

Name

Signature

Signature

Date

Date

2021-22
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参考資料
●補助金の支給基準について
補助金は、地区補助金、グローバル補助金ともに、下記のすべての基準に該当する必要があります。実
行するプロジェクトが該当するかどうかは、補助金委員会の委員にお問い合わせください。
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、承認された活動のみに使用すること。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。ロータリー財団は、学位取得プログラムの学期ごとに新しい活動とみなし、
補助金の支給対象とする。
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 10.030 節ならびに以下の XII 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 33.040.6 項ならびに 33.040.12 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 1.060.3 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には、ロータリー財団から要請され、かつ受益者（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）または受益者の写真を含むべきではない。そのような個人データが不適
切に含まれている場合、ロータリーのプライバシーの方針への順守をロータリー財団が確認する間、
補助金手続きの遅延につながる可能性がある。
（ロータリー財団

地区補助金とグローバル補助金

授与と受託の条件より）

※ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、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です。
注）ここで言う「教育」は、社会生活で最低限必要な基礎教育を意味します。

●補助金申請方法
１．地区補助金
2020-21 年度より、地区補助金はオンライン申請になります。申請のデータ入力方法及び関連資料のアッ
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プロードについては、第 2750 地区ロータリー財団委員会ページ（https://rid2750.org/trf/）よりログインし、
申請してください。
※入力方法は、オンライン申請画面の「操作方法（PDF）」をご参照ください。
※ログイン ID 及びパスワードは、3 月 20 日までに、クラブ事務局にメールでお知らせします。
※申請書、報告書及びチェックリストは、オンライン上でのデータ入力方式です。見積書、領収書、通
帳のコピーデータ（JPGE もしくはスキャンデータ）、関連資料（協力団体のパンフレット、チラシ類等）、
広報資料
（URL 可）、動画や音声データ（URL 可）、理由書等は、添付ファイル（PDF もしくは画像データ）
でアップロードをお願いいたします。
※注意事項：
地区補助金は、地区に多くの裁量が与えられており、また責任を負っています。そのため地区補助
金の支給基準や提出書類はそれぞれの地区ごとに違います。さらに年度毎に変わる可能性もあります。
第 2750 地区でも、標準の支給基準である「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託の
条件」をベースに、独自の支給基準や必要書類を定めております。地区補助金のプロジェクトに関しては、
ぜひ補助金委員会の委員とご相談の上、申請及び報告書の作成を行っていただけますよう、お願いい
たします。
２．グローバル補助金
従来どおり、申請は My Roraty よりオンライン申請を行ってください。なお、地区の DDF を活用
される場合は、オンライン申請前に必ず地区補助金委員会に DDF 申請をしてください。地区の DDF を
活用されない場合は地区補助金委員会に対する DDF 申請は不要です。
なお、DDF 申請は 2750 地区ロータリー財団委員会ページ（https://rid2750.org/trf/）より DDF 申請書
（Word 形式）をダウンロードし、メールにて補助金委員会グローバル補助金担当副委員長までお送り
ください。
３．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託の条件等、関連資料
ロータリー財団の申請に関連する資料については、第 2750 地区ロータリー財団委員会ページ（https://
rid2750.org/trf/）のサイトや My Rotary のサイトにアップロードされています。ぜひご活用ください。
資料及びその他、ご質問事項は、補助金委員会にご遠慮なくお問い合わせください。

87

Reference
● Standard of Grants
Grants must meet all of the following criteria for both District and Global Grants. Please contact a
Grant Subcommittee member if your project is applicable.
1. Relate to the Foundation’
s mission ※
2. Include active participation from Rotarians
3. Exclude The Rotary Foundation or Rotary International from any liability beyond the amount
funded by the grant
4. Comply with the laws of both the United States and the area where the grant will be carried out
and cause no harm. If you sponsor projects in or plan travel to countries sanctioned by the U.S.
Treasury Department’
s Office of Foreign Assets Control, you may need to supply more information.
5. Be reviewed and approved by the Foundation before being implemented. You can’
t use grants to
reimburse clubs or districts for activities and expenses that are in progress or already completed.
We encourage you to plan for activities before a grant is approved, but don’
t incur any expenses. If
you want to alter a project after a grant is approved, the Foundation also needs to approve those
changes before they are carried out.
6. Demonstrate sensitivity to the traditions and culture of the area where a project will be carried out
7. Comply with the Conflict of Interest Policy for Program Participants as outlined in section 30.040. of
The Rotary Foundation Code of Policies and in Section XIII below.
8. Comply with Rotary International’
s policies for the use of the name“Rotary”and other Rotary logos,
emblems, and graphics, as outlined in sections 34.040.6. and 34.040.11. of the Rotary Code of Policies.
9. Include signs on or near projects that identify the role of the grant sponsors and The Rotary
Foundation, as outlined in section 40.010.2. of The Rotary Foundation Code of Policies and in
accordance with Rotary’
s Voice and Visual Identity Guidelines.
10. Follow Rotary’
s Privacy Statement for Personal Data outlined in section 26.080. of the Rotary Code
of Policies. Don’
t include the personal data (name, age or date of birth, or other identifying
information) of grant beneficiaries or images of them in grant applications and reports unless the
Foundation requests it and you have the written consent of the beneficiary (or their parent or legal
guardian). Inappropriately including that personal data can cause delays in the grant process while
we ensure compliance with Rotary’
s Privacy Policy.
（TERMS AND CONDITIONS FOR ROTARY FOUNDATION DISTRICT GRANTS AND GLOBAL GRANTS）
※ T he mission of The Rotary Foundation of Rotary International is to enable Rotarians to advance world
understanding, goodwill, and peace through the improvement of health, the support of education, and the alleviation
of poverty.

● How to apply Grants
１. District Grant
District grants will be available online in 2020-21. For more information (How to input your
application data or upload related materials will show in the District 2750 Rotary Foundation
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Committee page at (https://rid2750.org/trf/).
* For the input method, please refer to“Operation (PDF)”on the online application screen.
* Your login ID and password will be sent to the club secretariat by e-mail by March 20.
* Applications, Final Reports and Checklists are also available at online site. Estimates, Receipts, Bank
Statement copy (jpeg or scan data), Related materials (cooperating group pamphlets, flyers, etc.),
Publicity materials (URLs possible), Video and Audio data (URLs possible), Please upload with
attached file (PDF, Mpeg, Mp3).
※ Notes: District grants have a great deal of discretion and are the responsibility of the District. Our
District and also other District have different standards and required documents and might be
changed every year. D2750 also has its own payment standards and required documentation based
on the standard payment criteria, “TERMS AND CONDITIONS FOR ROTARY FOUNDATION
DISTRICT GRANTS AND GLOBAL GRANTS.”For applying your District Grant projects, we will
strongly encourage you to consult with members of the Grants Subcommittee to complete your
application and report.
2. Global grants
Please apply online from My Roraty. If you wish to take advantage of your district’
s DDF, be
sure to submit your DDF application to D2750 Grant Subcommittee before applying online. If you
will not use DDF, you do not have to submit a DDF application to the Grant Subcommittee.
To apply for a DDF, download the DDF application (Word format) from the D2750 Rotary
Foundation Committee page (https://rid2750.org/trf/) and email it to the Grants Committee Vice
Chairman, in charge of Global Grants.
3. Resources including“TERMS AND CONDITIONS FOR ROTARY FOUNDATION DISTRICT
GRANTS AND GLOBAL GRANTS”or others
Rotary Foundation application materials are uploaded to the District 2750 Rotary Foundation
Committee page (https://rid2750.org/trf/) or at“My Rotary”site. For more information, please do
not hesitate to contact the Grants Subcommittee.
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Memo

Memo

あとがき

Afterword

2750地区では2月に開催される補助金管理
セミナーに合わせて毎年ロータリー財団ハン
ドブックを製作しております。私たちの地
区特有の日本語と英語の2ヶ国表記とロータ
リー財団のあらゆる活動を網羅していること
が大きな特徴です。
多くのロータリアンの皆様がこのハンド
ブックをご活用いただきロータリー財団の
プログラムを理解いただくこと、ロータリー
財団を身近に感じていただくこと、そして
更に充実した奉仕活動を実行されますことを
願っております。
末筆ながらハンドブックの制作にご協力

The 2750 district produces the Rotary
Foundation Handbook every year to coincide with the Grant Management Seminar in February. This handbook is written
in two languages, Japanese and English,
and covers all activities of The Rotary
Foundation Committee.
We hope that many Rotarians will use
this handbook to find the way to apply
for any The Rotary Foundation’
s program, and to conduct more fulfilling services.
I would like to thank all of you who have
contributed to the handbook production.

いただきました多くの皆様に心より感謝申し
上げます。
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