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以前、財団の寄付金と利用しフィリピンに医療事業と植林事業の２つ事業を
理事会に提出し、採択された植林事業を行いました。翌年にその結果をフィリ
ピン見に行くと山に木は植わっていませんでした。現地のクラブに確認すると
” そのお金で農家の方にカシューナッツの木を配付をした。カシューナッツ
の茎から出るカシューが、実はフィリピンのアイスクリームの原料になるので、
農家の大事な現金収入になる ” という事でした。
ですが案の定、地元のクラブが、事業報告をしない。RI から 2820 地区が非
常に信用をなくし、補助金が返金されるのも、一時期危ない時期もありました。
そのぐらい補助金事業って非常に難しいのです。地区の研修に出てもなかなか理解できません。その寄附で集められた寄附
金がどのように使われているのかをぜひ地区財団委員会に卓話をお願いし、地区財団総括委員長の保延パストガバナーに来て
いただきました。
今日は半数以上が若い人でロータリー財団の寄附金の流れがわからない人ばかりだと思います。しっかり聞いて理解してい
ただければと思います。

ロータリー財団出前卓話

保延

輝文様

本日はロータリー財団月間として理解していただければと思
います。財団はいろいろな補助金が出るんですが、これはロータ
リーの TRF (The Rotary Foundation) というんですが、ここは厳
密に管理してます。ですから、申請等報告書これ地区の補助金も
そうですが、特にグローバル的にはそういう事がしっかりしてい
ないとですね。あなたのところでは次年度お金出しませんよと、
あなたの地区にはもう次年度はお金出せませんと補助金は出しま
せんというような形になってしまいますので、この補助金関係というのは非常に大事なんですね。
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11 月：ロータリー財団月間
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財団って何なのか、先ほどお聞きしましたら、財団の寄附は皆
さん会費の中で支払われているようですから、寄付しているのか
よくわからない状態だと思います。財団って何でこんなにロータ
リーが力を入れているのか。これは歴史があるんです。
ロータリークラブは初めは 4 人ぐらいから始まったんですよ。
最初の活動は親睦です。そして人が増えていき、仲間同士で仕
事しよう地域業種一人としよう、お互いに親睦を深めながらこの
仕事についてはこの人に頼めばいいよねなど。ある程度の大きい
組織になった時に一体ロータリーは何をやってんだ。こんなに厳
しい世の中なのにそんなお大臣の集まりで勝手にそんなことばっ
かりやってということで批判を受けました。これではいけない、私たちだけ儲かりゃいいという問題
じゃないということで、やはり社会奉仕も必要だということで、1917 年にみんなの社会のために何か
やらなきゃいけないということで、26 ドル 50 セントで財団みたいなものを作ろう。これは世の中のた
めにお金を使うというのが始まりです。
財団の資金はすごく大きくなりました。年間で使うお金の 5 倍
ぐらいの予算持っているんです。
財団はロータリーの中心みたいな考え方をしていますが、私は
決してそうではないと、やはり職業奉仕というものが基本にあっ
て、それで世のため人のために使おうねというようなものの考え
方をするのが本来の考え方だろうと思います。
ロータリー財団の使命は、人々の健康状態を改善し、質の高
い教育を提供し、環境保全に取り組み、貧困をなくすことを通じ
て世界理解、親善平和を構築できるよう支援すること。要するに、
世界のいろんな方たちのために、いろいろ財団のお金を使って、世の中のためになることはしていき
ましょうということです。
‒ 財団のお金について ‒
クラブでも財団は何をやっているか分からないので、寄付を
集めてどのように使っているのかわからないですね。実はチャリ
ティーナビゲーターという評価する機関があります。NPO とかそ
ういうところの機関もですね。査定するところはあるんですが、
ロータリーが 4 つ星という最高ランク、12 年間の財務内容は非常
に素晴らしく明瞭になっているということをお墨付きをいただい
ています。基本はもっと厳密に管理されています。
シェアシステムというのがあるんですが、皆さんが寄付したお
金は 3 年後に地区から戻ってきます。それを地区補助金・グロー
バル補助金として使えるということを頭に入れておいてください。
ポリオプラスとか DTF に対するワールドファンドというか TRF なんですね。上乗せして我々が例
えばポリオプラスに 100 ドルを入れると 100 ドル 100 ドル帰ってきていたのですが、この 1、2 年はコ
ロナの影響で世界中がグローバルの補助金を使いだして資金が枯渇しだしているんです。このままで
は大変な状況が発生するとポリオクラスの場合は、100％から 50％に、グローバルの拠点に対しては
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100％から 80％に変わりました。今までは 1 万 5000 ドルをグロー
バルベーシックから、ワールドファンドから 1 万 5000 ドル入り、
合計 3 万ドル使えたのですが、、それがワールドファンドが 80%
になったので 1 万 2000 ドルになります。
今まで TDF の繰り越しは 100％でしたが、今後は 5 年間、地
区の中でお金が貯まっていれば没収となります。地区がお金使っ
ていない地区って結構日本の中では多いんですよ。その地区は何
に使っていいか分からないので活動をあまりやってない。このよ
うな地区は貯まる一方で、対策として 5 年以降になったら没収と
いうルールになりましたので、これを我々皆さんと共に理解して
おかなきゃいけないなということです。
年次寄付は 130 ドル、ポリオは 20 ドルをお願いし、合計 150 ドルの寄付をお願いしています。
日本ロータリーは実は年次寄付は 150 ドル、ポリオが 30 ドルで合計 180 ドルが日本ロータリーの目
標です。
じゃあ、PHS（ポールハリスフェロー）やベネファクターがあ
ります。ベネファクターとは、その年度に 1,000 ドルを寄付した
方はベネファクターという称号をいただけます。各クラブ 1 名以
上お願いしています。そして PHS、これは毎年 1，000 ドル以上
を寄付していただける方については、PHS 制度があります。
大野ガバナーエレクトは今年度、PHS に入会されたんです。
毎年 1,000 ドル、これは本当に素晴らしい。
−補助金−
補助金にはどのような補助金があるかというと地区補助金とグ
ローバル補助金この 2 つの種類があります。DG（District Grants）や GG（Global Grants）ですね。
地区補助金というのは地域の地元の人たちといろいろプロジェクトを作り活動されています。その
時に例えば、80 万ぐらい予算を立てて補助金利用する際は、例えば 50 万はクラブで出そう、あとの
30 万は地区からの補助金を使いたいとか、そのような形で奉仕プ
ロジェクトは使われています。
それから奨学金ってありますけれども、今まではこの奨学金と
か VTT というのは、地区の補助金は地区の法律というか決め事
で使うと使うことができなかったんですが、新井年度になりまし
て、こういうものも使っている必要性はこれはどういうことかと
いうと奨学金とですね。
財団奨学金みたいな海外に学生を出すというような奨学金をメ
インとしていましたが、この奨学金は優秀な学生がいるので、そ
の家庭のお子さんに対して奨学金を出そうということが可能となりました。
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前年度は、補助金総額が 9 万 6663 ドル使えました。これは 3 年
経った後に戻ってきた金額です。どのように利用したかというと、
参加クラブが 55 クラブ中 39 クラブが地区の補助金を使って各ク
ラブの事業を行えました。
緊急医療支援プロジェクトということで 8 クラブが参加した事
業があり、これは手袋送ったり、シールド送ったり、地区として
お声がけして行った事業ですが、大井川知事も感謝されました。
この参加率は 71% でした。
今年度は 8 万 3676 ドル、55 クラブ中 43 クラブが個別の自己補
助金を使った事業と合同プロジェクトとして茨城海岸美化プロジェ
クトこれは 55 クラブ中 55 クラブ参加されましたので、今年度の参加率は 100％。これは画期的なこと
なんです。皆さんも参加されてたと思います。
プロジェクトはどんなものを皆さん地区の補助に使っているん
ですかという地域社会の発展が大体 47％、環境問題が 16％後、教
育関係の 37% です。
事業は例えば魚を捕って魚を渡すのではなく、魚の釣り方を教
えてあげるという事業にした方が持続的な教育になるだろう。
ものは、一時的に何かあげたというのは一時的なものですが、
やはり持続的にそれが活きるようなお金の使い方、これは地区の
人間関係の分野なので、当然グローバル補助金も同じような考え
方が必要と思います。
補助金の関係、地区のお金も申請と報告がしっかりしてくれな
いと通らないんですよ。監査がそういうそういうことで、この責任は誰が最終的に取るかというと、
ガバナーが最終責任を負うことになります。次年度は大野 治夫
ガバナーエレクトの年度になりますので、しっかり申告できるよ
うに万全を整えておいてください。なぜここが大切かというと、2
年に渡るので担当者が変わるからです。
申請を出す人と、それから報告する人と、年度もまたぐのでよ
く打ち合わせをして申請と報告書があうように出していただきた
い。実は今年度あるクラブなんですね。申請と報告書合っていな
い状態で監査が下りない状態です。ある 1 つのクラブがきちんと
してくれないことによって、監査が通らず財団の承認が下りない
のです。そうなると次年度の補助金がおりなくなってしまう可能
性があるんです。そうならないようにとにかく大至急提出してくだ
さい。皆さんもしっかり申請報告書というのはしっかりお願いしたいと思います。
グローバル補助金
グローバル補助金は予算 3 万ドル以上使ってくださいということで海外と連携します。海外のいい
加減な地区もあって、申請と報告書が出鱈目といった場合もあるので、これはグローバル補助金とい
うのは相当相手との信頼関係がなっていないと非常に難しくなります。
今、私たちの地区の友好地区はネパール、タイ、フィリピン。この 3 カ国と地区の友好地区になっ
ていますが、信頼を置けるクラブと付き合わないと大変な事になります。
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ロータリーのグローバル補助金を使うのは、今まで 6 つの重点
分野でしたが、これが今年度から「環境」が増えて、7 つの重点
部門が入りました。グローバルの時に使うのには、必ずこの分野
も入っていないとグローバル補助金が使えませんので、特にグロー
バル補助金を利用する中で注意してください。
ロータリー財団ハンドブックを各クラブにお送りしてます。グ
ローバル補助金のやり方が記載されています。
特に財団委員長よく目を通していただきたい地区の補助金。そ
れからグローバル補助金は、今年 6 月に改訂版が出てますので、
これは最新版を各クラブにお送りしますので、見ておいてくださ
い。
−グローバル補助金と奨学生−
つくば学園 RC はスポンサークラブです。この柴田君 1 年間に
地区の方から 1 万 5000 ドルグローバル補助金を出します。そして、
ワールドファンドから 1 万 5000 ドル、約 300 万円ぐらいのお金
を支援しています。この奨学金は、その人にに 300 万掛ける価値
があるかないかのご判断です。大野ガバナーエレクトには一つ厳
密な審査をお願いします。柴田君も国連などに入っていただいて、
我々に情報を入れていただき、世界平和の貢献が出来たら素晴ら
しい。こういう条件も示しています。
− VTT −
職業訓練の補助金は、昔ですね。タイで人工授精の技術を教え
ようと技術者が現地に行き、人工授精のやり方を教えて VTT の実績があります。
−ロータリー平和フェローシッププログラム−
今世界に 7 つ提携があり、優秀な学生が国連に入って活躍する
ような学生を育てています。このような事業もロータリーは行っ
ています。PHS の案内ということで、これをしっかり書かれてご
申告します。現在の会員数は全地区で 65 名います。要するに毎年
1,000 ドル納める方がこの地区には 65 名もいます。約 700 万円ぐ
らいのお金が自動的に TRF の方にお金が振り込まれる。これは
すごいことです。つくば学園が 1 名です。あと 1・2 名ぐらい参加
していただければありがたいと思います。今、地区では 70 名を目
標にしていますが、強制力を付けず、本人のそういう意志を持っ
て入会していただく事に意味がありますので、俺は 10 年たったら
PHS 入るかと志を持っていただけるとありがたいと思います。
−ポリオプラス−
歴史をつくるカウントダウン、全世界で 2 名です。30 数年間続
けて、ゼロになってから 3 年間続くと根絶となります。根絶に近
いの良いのですが、やはりある程度、予防でいろんな人に打って
ておかないと根絶になりません。皆さんもポリオについて御理解
をいただきたいと思います。
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これは冠名基金という新井さんが 15 万ドルを収めた今、金利だ
けで 7 万 8000 ドルあります。こちらも奨学生が 3 人ぐらいいます。
地区のお金が枯渇してしまったら、この冠名基金の 7 万 8875 ドルの
お金から使わせていただこうという計画が持ち上がってます。
寄付に税制上の優遇措置がありますので、確定申告で何割か戻っ
てきますので。ご理解しておいていただきたいと思います。

ニコニコ BOX
大野

治夫会員

保延パスと本日は卓話ありがとうございます。

石渡

琢磨会員

2 年ぶりに髪を切りに行きました。
サッパリしました引き続きがんばります。

木村

英博会員

保延パストガバナー卓話ありがとうございました。
今週末は、森づくりのイベント楽しみです。今月は誕生日のお祝い
もありがとうございます。

中田

勝也会員

保延パストガバナー卓話ありがとうございました。
沖山さん PC 操作完璧でしたね

前島

正基会員

坐骨神経痛と格闘中です。ニコニコ BOX で治りますように！

高田

稔美会員

保延パストガバナーありがとうございました。またゴルフよろしく
お願いします。

鈴木冨士雄会員

保延輝文パストガバナー本日は卓話ありがとうございました。
11 月 23 日職業奉仕セミナーもご協力ありがとうございます。

中野

勝

会員

保延様、卓話ありがとうございました。

増山

栄

会員

誕生祝いの霧筑波ありがとうございました。早速今夜いただきます。

保延

輝文パストガバナー

本日はよろしくお願いいたします。
。
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して
会員数

出席数

欠席数

無断欠席数

出席免除数

メイクゲスト

出席率

88

58(1)

29

0

4

1

70.23%

プログラム予告
11 月 20 日

09：30

11 月 25 日

休会

〜

13：30 移動例会（11/25 より）
「ロータリーの森創り」会場：つくば市豊里ゆかりの森
9：30 ゆかりの森工芸館ウッドデッキ集合〜・12：00 閉会の挨拶・後片付け
休会（11/20 に振替の為）

つくばオールロータリアン FaceBook 同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報
などを FaceBook 上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。
つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト
公開
https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts

公開 QR コード

非公開 QR コード

友好クラブ
第 2650 地区

京都山城ロータリークラブ
国際ロータリー会長

シェカール・メータ

Ｒ I テーマ

https://www.rotary.org/ja

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/
第２８２０地区

国際ロータリー第 2820 地区
地区スローガン

第 30 代ガバナー新井和雄

“ ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ ”
奉仕しよう みんなの人生を豊にするため

https://www.rid2820.jp/

４つのテスト
１．真実かどうか
３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か
４．みんなのためになるかどうか

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/

つくば学園ロータリークラブ 『みんなの力を地域のために！』
〒 305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室
電話 029-858-0100
FAX 029-858-0101

例会日：木曜日 １２：３０〜１３：３０
例会場：ホテル日航つくば

茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４−１

