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お知らせ 

【RI会長ノミニー決定】 
10月1日、ジョン F. ジャームRI会長は、サミュエル F. オ

オリ氏（ウガンダ、カンパラロータリークラブ所属）を国際

ロータリーの会長ノミニーとして宣言しました。 

8月に会長指名委員会によって指名されたオオリ氏は、

アトランタ（米国ジョージア州）での2017年ロータリー国

際大会にて正式に選出され、2018年7月1日に会長に

就任します。 

記事はこちら オオリ氏の略歴はこちら 

【恒久基金の収益】 
10月24日、「恒久基金（シェア）の使用可能な収益」についてガバナー、地区財団

委員長宛てにメールが配信されました。しかし、「地区で利用可能なDDF」レポート

の更新が遅れているため、地区で利用可能な恒久基金収益の確認は、「年度の

基金状況」レポートにてお願いいたします。 

ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。 

閲覧方法：ウェブサイト「My ROTARY」にログイン後、「運営する」→「各種レポート」

→「地区に関するレポート」→「寄付＆認証」→「レポートを見る」→「年度の基金状

況」へお進みください。 

 

寄付・認証 

【クラブのバナー認証／ポリオ感謝状】 
2015-16年度のクラブのバナー認証とポリオ感謝状が、11月中に各地区へ送られ

る予定となっております。内容は以下の通りです。 

 年次基金への一人当たりの寄付額上位3クラブ 

このバナーは、各地区内で、一人当たりの年次基金寄付額が上位3位に入ったク

ラブに贈られます。（一人当たりの平均寄付額が最低50ドルに達していなければ

なりません。） 

 「Every Rotarian, Every Year」／「財団の友」クラブバナー  

2016年6月30日現在（年度途中の入・退会者は除く）の正会員全員が、年次基金

に100ドル以上寄付をしたクラブに贈られます。 

 100%ロータリー財団寄付クラブバナー  

2016年6月30日現在（年度途中の入・退会者は除く）の正会員全員が、寄付分類

に関わらずロータリー財団へ寄付をし、一人当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に贈られます。 

 ポール・ハリス・ソサエティ・クラブバナー （世界3クラブ受賞） 

2016年6月30日現在（年度途中の入・退会者は除く）の正会員全員が、年次基金、

ポリオプラスおよび、財団が承認した補助金プロジェクトへ、一括でも合計でも、1

年度中に合計1,000ドル以上の寄付をしたクラブに、特別な手紙と併せて贈られ

ます。 

 End Polio Now:「歴史に1ページを刻もう」キャンペーンの感謝状  

ポリオプラス基金に1,500ドル以上をご寄付くださったクラブに贈られます。 

RIレート 

11月：$1=￥102 

10月：$1=￥102 

寄付振込先 ： 

三井住友銀行 赤羽支店(226) 

普通預金 3978101 

名義：公益財団法人ロータリー日本財団 

明細書送付先： kifu@rotary.org 

寄付送金明細書 

送金明細書記入方法・寄付分類と認証 

寄付者の認証 

寄付状況 

2016年9月末現在 

年次基金   

日本 ＄ 3,169,220 

世界 ＄ 21,304,891 

恒久基金   

日本 ＄ 485,030 

世界 ＄ 5,135,924 

寄付総額 世界上位3ヶ国 

2016年10月26日現在 

アメリカ ＄ 16,103,974 

韓国 ＄ 5,834,500 

日本 ＄ 4,654,747 

日本の状況 

冠名基金数  １35 

※地区、クラブが設立した冠名基金含む 

PHS会員数  637 

目標（世界） 2016-17年度 

・全体：3億ドル 

・年次基金：1億5,000万ドル 

・ポリオプラス基金（現金）：3,500万ドル 

・ポリオプラス基金（DDF他）：1,000万ドル 

・恒久基金： 2025年までに20億2,500万ドル 

・ロータリー平和センター大口寄付推進計画：

2017年6月30日までに、1億5,000万ドル 

目標（日本）  

・年次基金：一人当たり150ドル 

・ポリオプラス：一人当たり30ドル 

・恒久基金：各クラブでベネファクターま

たは遺贈友の会会員を1名増やす 

 

寄付目標入力： 

ロータリークラブ・セントラル 

ＲＩ日本事務局

財 団 室
ＮＥＷＳ

2016年11月号 
発行日 

2016/10/28 

ロータリー財団月間 

https://www.rotary.org/myrotary/ja/news-media/germ-declares-owori-president-nominee
https://www.rotary.org/myrotary/ja/news-media/sam-owori-selected-be-2018-19-rotary-president
mailto:kifu@rotary.org
http://piif-rfj.org/pdf/a-contribution_form.xlsx
http://piif-rfj.org/pdf/kifusoukinmeisaisyokinyuuhouhounado.pdf
https://www.rotary.org/myrotary/ja/recognition
https://www.rotary.org/myrotary/ja/user/login?destination=secure/17866
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【ファンドレイジングを成功させるために】 
クラブと地区によるファンドレイジングに役立

つ情報とアイデアを紹介した動画とパワーポ

イントが公開されました。ファンドレイジングと

は、募金や、寄付推進の活動を意味していま

す。財団月間に向けて、本資料をぜひご活用

ください。 

「ファンドレイジングを成功させるために」動画（約15分） 

パワーポイント版 

※パワーポイントのダウンロードには、「LinkedIn」または「SlideShare」のアカウ

ントが必要となります。 

 

ポリオプラス 
【10月24日 世界ポリオデー ライブストリーム】 

「世界ポリオデー」にあたる10月24日（米国時間）、アトランタにある

米国疾病対策センター（CDC）本部でロータリーとCDC主催による特

別イベントが開かれ、世界の保健専門家と著名人が出席しました。『タイム』誌の

総合監修者、ジェフリー・クルーガー氏が司会を務め、200人以上が出席したこ

のイベントは、ライブ動画で全世界に配信されました。 記事の続きはこちら 

「世界ポリオデー」ライブ動画の視聴 

 

【G7神戸保健大臣会合】 
9月11日から12日にかけて、兵庫県神戸市においてG7神戸保健大臣会合が行

われ、議長として塩崎厚生労働省大臣が出席しました。 

会合では「ポリオ終焉もあと少しで実現可能である。ポリオ撲滅活動に出資して

本年が世界で患者が発生する最後の年となることを確かにするためには、活動

が困難な環境にいる子どもを含む全ての子どもにポリオワクチンが行きわたるよ

う、全ての利害関係者がコミットすることが必要である。究極的には、多数のコミ

ュニティ保健人材を含むポリオ対策が残した資産を移し替えることで、保健シス

テムが強化され、UHC※達成の一助となる可能性もある。」と言及されました。 

フォトレポート（厚生労働省ウェブサイト） G7神戸保健大臣会合コミュニケ（仮訳） 

 
※UHC：Universal Health Coverage（ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ） 世界中の全て

の人が生涯を通じて必要な時に基礎的な保健サービスを負担可能な費用で受け入れら

れること。 

 

【ナイジェリア保健大臣がロータリーを訪問】 
2016年10月7日、ナイジェリアのアイザック・アデウォル保健大臣が、国際ロータ

リー世界本部でロータリーリーダーと会談し、ナイジェリアでの最近のポリオ発生

による感染拡大を食い止めるための戦略について説明しました。報告された3件

の症例はいずれも、最近までボコハラムの統治下にあったボルノ州（同国北部）

で確認されたものです。今回の症例を引き起こしたウイルスは、この地域に5年

間存在し続けていたと、WHO（世界保健機関）は推定しています。ポリオ発症が

確認されると、政府はボルノ州に緊急対策チームを派遣し、約100万人の子ども

を対象に徹底した予防接種キャンペーンを実施。アデウォル大臣によると、キャ

ンペーン1日目に85万人以上にワクチンが投与されたそうです。 

記事の続きはこちら 

 

 

 

 

 

 

リソース 

＜My ROTARY＞ 

Rotary.org利用にあたってのリソース 

「My ROTARY」アカウント登録方法） 

ブランドリソースセンター 

ロータリーの日本語フェイスブック 

Rotary Voice ブログ 

財務報告 

組織規定 

管理員会の決定 

＜資料＞ 

2014-15年度年次報告 

2015年携帯用カード 

ロータリー財団参照ガイド 

地区ロータリー財団委員会要覧 

地区ロータリー財団セミナーの手引（zip） 

寄付・認証 ロータリークラブの手引き 

ウェビナー「クラブのためのよくわかる寄

付と認証」(ppt) 

＜寄付に関するレポート＞ 

https://www.rotary.org/からMy 

Rotaryにログインし、役職に応じてデー

タを閲覧できます。 

クラブと地区の運営 

 ポリオプラスに関するレポート 

 クラブ認証概要レポート（CRS） 

 月次寄付レポート（MCR） 

 寄付者履歴レポート  

 バナーレポート 

 メジャードナー/アーチC.クランフ・ソ

サエティ/遺贈友の会レポートなど 

 

 2016-17年度 

年次基金寄付ゼロクラブ状況 

1,151クラブ 
2016年10月26日現在、34地区中、年次基
金へ寄付をしていないクラブ数です。 

https://vimeo.com/178240989
http://www.slideshare.net/Rotary_International/ss-64848771
https://www.rotary.org/myrotary/ja/news-media/rotarys-world-polio-day-event-looks-ahead-ending-disease-good
https://www.endpolio.org/ja
http://www.mhlw.go.jp/photo/2016/09/ph0911-01.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kokusai/g7kobe/KobeCommunique_ja.pdf
https://www.rotary.org/myrotary/ja/my-rotary/nigerias-top-health-official-visits-rotary-discuss-countrys-response-polio-outbreak
https://www.rotary.org/myrotary/ja/learning-reference/learn-topic/rotaryorg-resources
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/158736
https://brandcenter.rotary.org/ja-JP
http://www.facebook.com/RotaryJapan
http://blog.rotary.org/
https://www.rotary.org/myrotary/ja/learning-reference/about-rotary/financial-documents
https://www.rotary.org/myrotary/ja/governance-documents
https://www.rotary.org/myrotary/ja/learning-reference/about-rotary/trustee-decisions
https://www.rotary.org/ja/annualreport/2014-15
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/rotary-foundation-facts
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/518
http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/5466
http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/575
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACXP%2Duc4cUKthP8&id=E807CCC4EA676F6E%21479&cid=E807CCC4EA676F6E
http://www.slideshare.net/Rotary_International/ss-65802389
http://www.slideshare.net/Rotary_International/ss-65802389
https://www.rotary.org/
https://www.rotary.org/myrotary/ja/manage/club-district-administration
https://vimeo.com/178240989
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【野生株によるポリオ症例数】 掲載サイト: GPEIウェブサイト（英語） 

 

補助金 

【補助金受取口座名について】 
グローバル補助金や地区補助金の銀行口座をオンラインで入力した際、通帳表紙

裏のカタカナで口座名が書かれたページをアップロードしていただくようお願いいた

します。 

なお、グローバル補助金の口座の入力は代表連絡担当者が行います。受取口座は

提唱者がクラブならばクラブの口座、地区の場合は地区の口座となります。奨学金

プロジェクトでも、奨学生の口座に直接補助金を支払ことはできませんのでご了承く

ださい。また、覚書にある通り、補助金ごとに専用口座を設けるようにお願いいたし

ます。 

【2017-18年度地区補助金の上限額】 
34地区の地区補助金申請上限額をまとめました。計算式は、（2014-15年度年次

基金シェアへの寄付額50％）+（2016-17年度利用可能な恒久基金収益）×50％で

す。 

地区 上限額（ドル） 地区 上限額（ドル） 

2500 63,795 2670 77,726 

2510 113,226 2680 98,033 

2520 41,737 2690 124,455 

2530 69,657 2700 67,114 

2540 21,387 2710 124,371 

2550 71,320 2720 63,167 

2560 82,255 2730 68,632 

2570 68,463 2740 57,664 

2580 120,307 2750 219,124 

2590 109,935 2760 193,575 

2600 74,985 2770 143,034 

2610 74,977 2780 101,770 

2620 94,125 2790 94,285 

2630 108,535 2800 36,662 

2640 56,745 2820 83,438 

2650 279,621 2830 31,087 

2660 160,177 2840 85,321 

 

リソース 

<資料> 

寄付者の認証 

税制上の優遇措置 

オンラインでの寄付 

認証ポイントについて 

認証ポイント使用申請書 

ポール・ハリス・ソサエティ 

ポール・ハリス・ソサエティ パンフレット 

ポール・ハリス・ソサエティ入会フォーム 

 

ポリオ撲滅 

子供たちにポリオのない世界を 
 

2016-17年度会長賞 
 

地区財団活動資金 （DDF）の寄贈： 

ポリオにDDFを寄贈されますと国際財

団活動資金（WF）から半額の組み合

わせがあり、その合計にゲイツ財団か

ら2倍の上乗せがあります。 

例：DDF２+WF１+ゲイツ6＝9 

 2016-17年度DDF寄贈書式 

 2016-17年度「Miles to End Polio」

DDF寄贈書式 

 地区で利用可能なDDFの確認 

※ポリオプラスへ1,500ドル以上のご

寄付をくださったクラブには、次年度

に感謝状が贈られます。また、DDFの

20％以上をポリオプラス基金へ寄贈

してくださった地区は、次年度に表彰

状が贈られます。 

 

ポリオ 国 
2016年1月1日  

～10月19日 

2015年 

（通年） 

2014年 

(通年） 

常 在 国 
パキスタン 15 54 306 

アフガニスタン 8 20 28 

常在国 

以 外 

ナイジェリア 4 0 6 

赤道ギニア 0 0 5 

イラク 0 0 2 

カメルーン 0 0 5 

シリア 0 0 1 

エチオピア 0 0 1 

ソマリア 0 0 5 

 
世界合計 27 74 359 

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
https://www.rotary.org/myrotary/ja/recognition
http://piif-rfj.org/contribute.html#3
http://map.rotary.org/ja/selfservice/pages/SelectFundF.aspx?FUND=APF
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/foundation-recognition-points-fact-sheet
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/10641
https://www.rotary.org/myrotary/ja/paul-harris-society
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/512
https://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eCYMZ3u8qeCZALb
http://www.endpolio.org/ja
http://www.endpolio.org/docs/default-source/take-action/make-history-today-brochure-ja.pdf
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/2016-17-presidential-theme-and-citation-brochure-john-f-germ-2016-17-ri-president
http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/ri_foundfd_share_donations_py17new_ja.pdf
http://echo4.bluehornet.com/ct/90947458:TD1teqYNN:m:1:2016742895:A8DC870D98B1DC102069147BA28CC197:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/90947458:TD1teqYNN:m:1:2016742895:A8DC870D98B1DC102069147BA28CC197:r
https://www.rotary.org/myrotary/ja/secure/124776
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ロータリー平和センター 

 

【ロータリー平和センター大口寄付推進計画（Rotary Peace 

Centers Major Gifts Initiative - ＲＰＣ＊ＭＧＩ）へのＤＤＦからの

寄贈、及び現金寄付のお願い】 

 

ロータリー平和センター大口寄付推進計画委員会委員 金杉 誠 

 

ロータリー平和センターのプログラムに関しましては、

プログラム開始以来１４年が経過しました。日本のロ

ータリー平和センター、ＩＣＵ(国際基督教大学)の近

隣地区（ホストエリア）のロータリアンの皆様、及びそ

れ以外の地区の皆様にも、深いご理解とご協力を頂

戴しておりますことを感謝申し上げます。 

 

財団管理委員会は財団設立１００周年事業の一環として、２０１７年６月末ま

でにロータリー平和フェローを支援する恒久基金として１億５千万ドルを集め

る事を目標に、ＲＰＣ＊ＭＧＩを設立し活動を続けております。この目標額は

概ね毎年１００名のロータリー平和フェローを支援する必要額から設定された

ものです。８月２９日、３０日にはエバンストンで委員会が開かれ、現在までの

順調な進捗状況を反映して、チャレンジ目標として１億６千５百万ドルが設定

され、日本全体でも今年一年でさらに５０万ドルの上乗せを要請されていま

す。 

 

概して日本のロータリアンの皆様は、平和を希求する思いが強く、２０１５－１

６年度に「ロータリー平和センター：ロータリー平和フェローシップ」へ２５,０００ド

ル以上のＤＤＦを寄贈した「平和推進地区」には９地区が認証されており、こ

れらの資金は直接のプログラム費用に毎年充当されます。一方恒久基金の

重要性につきましては、年次基金と同様に強調されていることはご存じのと

おりであります。 

 

ＲＰＣ＊ＭＧＩの活動は「ロータリー平和センター：恒久基金」へのDDFの寄贈

および現金によるご寄付であります。２５,０００ドル以上の恒久基金へのご寄

付で個人の冠名基金の設立、DDFの寄贈につきましては地区名を関した冠

名基金を設立することも可能でございます。どうかこれを機に財団１００周年

をお祝いするためにもＲＰＣ＊Ｍ

ＧＩへのご寄贈、ご寄付をご検討

いただければ幸いです。ロータリ

ー平和センターにご寄付・ご寄贈

を頂ける場合には、直接財団本

部にではなく、一度日本事務局

の財団室にお問い合わせいただ

ければ幸いです。 

 

 

 

リソース 

＜補助金＞ 

地区補助金とグローバル補助金授与と

受諾の条件 

グローバル補助金ガイド 

重点分野の基本方針  

モニタリングと評価の計画について 

地域調査の方法 

経済と地域社会の発展プロジェクト戦略 

基本的教育と 識字率向上プロジェクト戦略 

 

補助金を申請する 

グローバル補助金の流れ 

グローバル補助金申請のテンプレート 

グローバル補助金 計算表 

グローバル補助金 研修計画 

 

補助金による旅行 

旅行禁止国のリスト 

＜連絡先＞ 

補助金担当者一覧 

重点分野担当マネージャーの連絡先 

公式名簿 

 

地区ロータリー財団委員長のリスト 

地区補助金小委員会委員長のリスト 

地区奨学金小委員会委員長のリスト 

地区VTT小委員会委員長のリスト 

＜オンライン手順＞ 

補助金申請のためのツール 

グローバル補助金申請の手順 

グローバル補助金報告の手順 

グローバル補助金-職業チームメンバー 

申請の手順 

グローバル補助金-奨学生 申請の手順 

＜資格認定＞ 

地区の覚書(MOU） 

クラブの覚書(MOU） 

クラブの覚書（MOU）の実施に関する指針 

クラブの覚書（MOU）ワークシート 

クラブの参加資格認定 よくある質問 

＜プロジェクトのヒント＞ 

ロータリー奉仕コネクション 

プロジェクトライフサイクル 

プロジェクトの閲覧 

ロータリーショーケース 

<奨学金> 

奨学金の提供 

ロータリー平和フェローシップ 

ロータリーの学友 

https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/728
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/728
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/guide-global-grants
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/areas-focus-policy-statements
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/5676
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/community-assessment-tools
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/economic-and-community-development-project-strategies
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/basic-education-and-literacy-project-strategies
https://www.rotary.org/myrotary/ja/take-action/apply-grants
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/global-grant-lifecycle
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/global-grant-application-template
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/global-grant-calculator
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/training-plan-global-grants
https://www.rotary.org/myrotary/ja/grants-travel-request
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/751
http://echo4.bluehornet.com/ct/27880453:24672446316:m:1:2573322935:D679A5CB9346C8EB85674778584E907F:r
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/areas-focus-staff-contact-sheet
https://www.rotary.org/myrotary/ja/secure/13011
http://echo4.bluehornet.com/ct/89855847:7RxqnfYdN:m:1:2785942686:3B959CE03F82CEF4C8932F5BBA9F3A70:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/89854683:7MBenfYuN:m:1:2785942686:A6E0C9E05D1BC1C481F002D9D777B104:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/89855194:7edSnfYqN:m:1:2785942686:9B11E59250DD8FB650BEDF469E736DB3:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/89855405:7sLqnfYNY:m:1:2785942686:6A858E77EDEB6D3036F9223E4A543012:r
https://www.rotary.org/myrotary/ja/secure/17831
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/global-grant-online-application-process
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/reporting-global-grants
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/global-grant-vocational-training-team-member-online-application-process
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/global-grant-vocational-training-team-member-online-application-process
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/global-grant-scholar-online-application-process
http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/10261
http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/6121
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/club-memorandum-understanding-resources-guide-implementing-club-mou
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/621
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/10021
http://rotaryserviceja.wordpress.com/
https://www.rotary.org/myrotary/ja/node/64096
http://ideas.rotary.org/Project/Find
http://map.rotary.org/ja/project/pages/project_showcase.aspx
https://www.rotary.org/myrotary/ja/take-action/empower-leaders/create-scholarship
https://www.rotary.org/myrotary/ja/take-action/empower-leaders/support-peace-centers
https://www.rotary.org/myrotary/ja/alumni
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大きなご支援を 

誠にありがとうございました 

大口寄付（一括10,000ドル以上のご寄付） 
 

 

注： オンライン寄付や諸手続きを要する大きなご寄付の場合、掲載に時間が

かかる場合がございます。 

 

 

 

  

＜視聴覚資料＞ 

・ウェビナー 

・ウェビナー「クラブのためのよくわかる寄

付と認証」 

・ブランドリソースセンターロータリーの動

画ページ 

・ロータリーのビデオ（日本語） 

・VIMEOで検索 ※こちらはロータリーの

ウェブサイトではありませんので検索語に

Rotaryを入れます。登録しなくても検索・

視聴はできます。 

検索例：Rotary VTT 

 

今後の予定 

11月27日 ロータリー財団100周年記念

シンポジウム（東京） 

28日 ロータリー財団地域セミナー 

   29日 メジャードナー感謝午餐会 

30日   

-12月1日 

ロータリー研究会 

（いずれも名古屋） 

 

国際ロータリー日本事務局財団室 

清水優季 

Yuki.Shimizu@rotary.org 

山本律子 

Ritsuko.Yamamoto@rotary.org 

縄田 怜 

Satoru.Nawata@rotary.org 

望月彩乃 

Ayano.Mochizuki@rotary.org 

 

〒108-0073 

東京都港区三田1-4-28 

三田国際ビル24階 

Tel：03-5439-5805 

Fax：03-5439-0405 

 

2016年9月22日～2016年10月27日  確認分      （敬称略） 

地区 クラブ 寄付者 地区 クラブ 寄付者 

2590 横浜戸塚西 森本 剛志 2770 川口 田中 德兵衞 

2780 ふじさわ湘南 相澤 光春 2780 藤沢東 山口 俊明 

2630 上野東 田山 雅敏 2660 八尾中央 松下 和彦 

2770 川口南ロータリークラブ  非公表1名  

計 6名 1クラブ 非公表1名    ※日付順 

ロータリー財団100周年   

ロータリー財団は2016-17年度に100周年を迎えます。私たちの財団は、き

れいな水の提供、疾病との闘い、平和の推進、基本的教育の提供、世界的

なポリオ撲滅活動など、多くのプロジェクトを通じて人道奉仕の最前線に立

ってきました。 

 100周年祝賀行事のアイデアとリソース（WEBページ） 

 財団 100周年のロゴとガイドライン（ZIP ファイル） 

 推進用ビデオ 

 財団 100周年の推進キット（ZIP ファイル）  

 ロータリー財団の歴史（WEBページ）  

 ロータリー財団 100年誌（ご注文は日本事務局 

業務推進・資料室 rijpnpi@rotary.org まで 

ご連絡ください。） 

https://www.rotary.org/myrotary/ja/learning-reference/webinars/upcoming
https://vimeo.com/181876949
https://vimeo.com/181876949
https://brandcenter.rotary.org/ja-JP/Images-Video/Rotary-Videos
https://brandcenter.rotary.org/ja-JP/Images-Video/Rotary-Videos
http://vimeopro.com/rotary/rotary-videos-ja
https://vimeo.com/
https://www.rotary.org/myrotary/ja/calendar
mailto:Yuki.Shimizu@rotary.org
mailto:Ritsuko.Yamamoto@rotary.org
mailto:Ayano.Mochizuki@rotary.org
http://echo4.bluehornet.com/ct/80171622:TeXL-wCVN:m:1:2785942686:B30BBFB1D2652823D8768A2B966372F0:r
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/centennial-logo-and-guidelines-rotary-foundation
http://video.rotary.org/set_language/?language_code=ja&redirect_to=/mhDR/a-century-of-doing-good-in-the-world/
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/centennial-toolkit-rotary-foundation
http://echo4.bluehornet.com/ct/80171621:TeXL-wCVN:m:1:2785942686:B30BBFB1D2652823D8768A2B966372F0:r
mailto:rijpnpi@rotary.org
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