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【ゲイリーC.K.ホァン管理委員長と懇談の集い 開催報告】 
 

ロータリー財団管理委員会委員 北 清治     

第 1 地域 E/MGA 中谷研一・RRFC 羽部大仁  

第 2 地域 E/MGA 野口英一・RRFC 舟木いさ子 

第 3 地域 E/MGA 佐藤芳郎・RRFC 田村泰三  

 

7 月 25 日(東京)及び 27 日(神戸)のゲイリーC.K.ホァンロータリー財団管理

委員長との懇談会には、多くのロータリアンにご出席いただきまして、大変

有り難うございました。おかげを持ちまして大盛況の中、和やかな会になり、

また委員長にも日本のロータリアンのロータリー財団に対する深い思いを実

感していただくことができました。心より深く御礼申し上げます。 

 

25 日ホテルニューオータニ東京で開催された集いの様子 

 

東京と神戸を合わせ、約 260 名が参加されました。会の中では、7 名

が新たな AKS への入会やレベルアップに名乗りをあげられたのをは

じめ、メジャードナーのレベルアップや冠名基金設立に多くの方が壇

上に立ち、宣言される場面もありました。この熱き思いの下に、今後と

もロータリー財団へのご支援・ご協力をお願い申し上げます。 

 

ゲイリーC.K.ホァンロータリー財団管理委

員長は、年度寄付目標額を 4 億ドルと掲

げておられます。また、ロータリー財団は

2025 年までに恒久基金を誓約も含めて

20 億 2,500 万ドル到達の期目標を掲げ

ています。是非、皆様方の御浄財をロー

タリー財団にお寄せ下さり、「世界でよいこ

とをしよう」の合言葉のもとで、世界平和の実現のためのご支援をお願い申

し上げます。  

ＲＩ日本事務局

財 団 室
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会員増強・新クラブ

結成推進月間 

発行日 7月29日 

RIレートは、My ROTARYから随時

ご確認いただけます。 

My ROTARY RIレート  

 

寄付送金明細書 

寄付・認証 ロータリークラブの手引き 

 

寄付総額 世界上位3ヶ国 

2019年7月21日現在 

アメリカ ＄ 1,984,713 

韓国 ＄ 1,325,897 

日本 ＄ 424,653 

 

日本の状況  

冠名基金数 183 

※地区、クラブが設立した冠名基金含む 

AKS会員数 43 

PHS会員数 887 

 

目標（世界） 

・全体：4億ドル 

・年次基金：1億4,000万ドル 

・ポリオプラス基金：1億5,000万ドル

（ゲイツ財団とのマッチング分含む） 

・恒久基金：7,500万ドル（2025年まで

に20億2,500万ドル） 

・その他基金：3,500万ドル（グローバ

ル補助金への現金拠出等） 

 

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：冠名基金を各地区１件以

上設立 

・大口寄付：1 万ドル以上のご寄付

100 件、AKS10 名増（日本全体） 

・ポリオプラスへ DDF の 20％を寄贈 

・ロータリー平和センター、重点分野

へ DDF 寄贈 

・各地区が DDF を使い切る 

・グローバル補助金・地区補助金の活

用の推進 

・ロータリー平和フェローシップの推進 

 

https://my.rotary.org/exchange-rates
https://my.rotary.org/ja/document/piif-contribution-form-rotarians-clubs
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACXP%2Duc4cUKthP8&id=E807CCC4EA676F6E%21479&cid=E807CCC4EA676F6E
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【恒久基金／大口寄付アドバイザー（E/MGA）の役割（案）】 
第3地域 E/MGA 佐藤 芳郎 

この 3 月に寒さの残るエバンストンで E/MGA 研修を受けて参りました。研修の模様は財団室

ニュース 6 月号に報告されましたので、私は役割について私見を書かせていただきます。 

 

 E/MGA は「極悪人」でも「毛虫」でもありません 

E/MGA は「国際ロータリーのロータリー財団」への寄付をロータリアンに強要・強奪する｢極悪

人｣のごとく嫌われ、近寄ると｢毛虫｣のごとく避けられてしまいますが、決して極悪人でも毛虫で

もありません。そんなに嫌わないで下さい。人間には「利己のため」と同時に「他人のために何

かしてあげたい」との相反する気持ちがあり、ロータリーは「One Profits Most Who Serves 

Best」のモットーに示されるように、その葛藤を和らげるといわれています。しかしながら私たちは日頃「他人のために何

かしてあげたい」という気持ちは持っていても、勇気がなくて実践できないことが多いのが現実です。満員電車の中で妊

婦や身体の不自由な方に席を譲るとか、横断歩道で目の不自由な方の手を引いて差し上げることなどが、思ってはい

ても、なかなか実際の行動に移せない経験はどなたにでもあることでしょう。 

 

 E/MGA は貴方の背中を少しだけ押すのが役目です 

ロータリー財団に対する寄付もこれに似たところがあって、寄付すると一人だけ浮き上がって目立ってしまうとか、奉仕実

践に代えて金でことを済ましていると思われるとか、寄付のきっかけを探しているがなかなか踏ん切りがつかない等の話

をよく聞きます。E/MGA は、そのような方々の「背中を少しだけ押させていただく」のが仕事です。 

ロータリー財団が行う、ポリオ根絶をはじめとした世界的または各地域での奉仕活動といった、この「世界での超我の奉

仕」の原動力は皆様方の浄財しかありません。是非とも、世界平和を実現するためのご支援をお願い申し上げたいと存

じます。 

 

 「きっかけ」を見つける 

皆様方の人生には、様々な転機があるでしょう。人生にプラスとなるものを喜び、「さらに進展させるきっかけ」として、ま

た残念ながら｢マイナスを断ち切るきっかけ」として、ロータリー財団への寄付をご活用いただきたいと考えます。 

1. ニュースや報道等に触発されて 

• ポリオ根絶や疾病、伝染病流行等の速やかに対処すべき状況 

• 難民や開発途上国の困窮・飢餓状態の報道 

• 紛争・内戦等で日常生活を脅かされている人々の情報 

2. 人生の転機に 

• ご自身の結婚・転職・退職・叙勲・表彰・長寿祝・周年・職業上又は社会での成功 

• 子供や孫の誕生・入学・卒業・就職・結婚 

3. 会社・事業における奉仕の機会として 

• 周年祝・表彰・発明・利益の社会還元策・事業承継実現・社会貢献と節税策として 

4. ロータリーで 

• 役員就任(会長･幹事･委員長等)・地区ガバナー就任・特別の役職記念・周年記念 

5. その他（財団委員や E/MGA の話を聞く、を含む） 

 

 具体的なご寄付の方法 

毎年の奉仕に使われる「年次基金」、ポリオ根絶等の特定の使途指定、いただいたご寄付を投資し、利用可能な収益の

一部がプログラムを恒久的に支える「恒久基金」もあります。恒久基金に 2 万 5 千ドル以上ご寄付いただくと「冠名基

金」として恒久的に寄付者のお名前や寄付目的等を残すこともできます。現金のご寄付以外に、「遺贈」や、3 年の分割

でご寄付を完了していただく方法もあります。 

関心のある方は、E/MGA または国際ロータリー日本事務局財団室 寄付推進コーディネーターの近藤までご相談くださ

い。  
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寄付・認証 

【確定申告用の領収証】  
2019年1月1日から6月30日までの個人の方からいただいたご寄付について、 

7月末に確定申告用の領収証がクラブ事務局宛てに発送されます。必ずロータリ

アンの皆様へお渡しください。また、確定申告まで失くさないように気をつけて保

管して下さい。 

 

  

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 

ロータリーボイス 

組織規定 

管理委員会の決定 

ロータリーのプライバシーの方針 

EU 一般データ保護規則（GDPR）に

ついて 

 

＜資料＞ 

財務報告 

2017-18 年度年次報告（オンライン

版） 

2018 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) 

 

＜各種レポート＞ 

My ROTARY にログインをすると、 

「各種レポート」から、役職に応じてレ

ポートを閲覧できます。 

⚫ 寄付者履歴レポート 

⚫ PHF とベネファクターレポート 

⚫ クラブ認証概要レポート（CRS） 

⚫ 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 

⚫ PHS レポート 

⚫ 月次寄付レポート（MCR） 

⚫ 地区ファンドレイジング分析 

⚫ 補助金に関するレポート  など 

※レポートの閲覧方法はロータリーク

ラブの手引きｐ.31 をご参照くださ

い。 

 

【2019-20年度 寄付・認証 ロータリークラブの手引き 更新】 
 

2015-16年度発行以来ご好評をいただいております「寄付・認証 ロータリー

クラブの手引き」を更新いたしました。本書では、日ごろ皆さまより多くお問い

合わせいただく寄付・認証の情報や手続き方法、各種レポートなどについて

掲載しています。ぜひ地区内クラブの皆さまとご活用ください。 

 

 

≪主なトピック≫ 

➢ 寄付分類について 

➢ ご寄付の方法 

➢ 確定申告用の領収証 

➢ 認証の種類とその詳細 

➢ My ROTARYから閲覧できる各種レポートについて 

 

本書ダウンロードのためのURLは変更ありません。本年度も引き続き、以下の

URLからダウンロードしていただけます。 

ダウンロードはこちら https://goo.gl/7LTNWP  

 

※本書は、2019年7月時点の情報をもとに作成されています。 

https://www.rotary.org/myrotary/ja/learning-reference/learn-topic/rotaryorg-resources
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
https://rotaryblogja.wordpress.com/
https://www.rotary.org/myrotary/ja/governance-documents
https://www.rotary.org/myrotary/ja/learning-reference/about-rotary/trustee-decisions
https://my.rotary.org/ja/privacy-policy
https://my.rotary.org/ja/what-you-need-know-about-new-data-protection-rules
https://my.rotary.org/ja/what-you-need-know-about-new-data-protection-rules
https://my.rotary.org/ja/financial-reports
https://www.rotary.org/ja/annual-report-2018
https://www.rotary.org/ja/annual-report-2018
https://my.rotary.org/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
http://www.rotary.org/myrotary/ja/document/575
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACXP%2Duc4cUKthP8&id=E807CCC4EA676F6E%21479&cid=E807CCC4EA676F6E
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://my.rotary.org/ja
https://my.rotary.org/ja/manage/club-district-administration/reports
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACXP%2Duc4cUKthP8&id=E807CCC4EA676F6E%21479&cid=E807CCC4EA676F6E
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACXP%2Duc4cUKthP8&id=E807CCC4EA676F6E%21479&cid=E807CCC4EA676F6E
https://goo.gl/7LTNWP
https://goo.gl/7LTNWP
https://goo.gl/7LTNWP
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ポリオプラス 

【10月24日は世界ポリオデー： 今からご計画を】 
ポリオワクチンを開発したジョナス・ソーク博士の誕生日を記念し

て定められた「世界ポリオデー」の前後には、世界中のロータリーフ

ァミリーがポリオ根絶を目的としたイベントや活動を実施します。全世界が一斉に

ポリオ根絶にスポットライトを当てることで、ポリオへの認識と支援が大きく高まる

でしょう。ロータリーデーの開催、スポーツイベント（マラソンや自転車レースな

ど）、チャリティコンサート、街頭募金、地域のお祭りへの参加など、それぞれのク

ラブや地域に合った活動をぜひご計画ください！ 

昨年に情報が寄せられたポリオ根絶イベント数は、世界で 4,000 件以上、日本

では 128 件でした。昨年のイベントの例をこちらからご覧ください。 

「世界ポリオデー クラブや地区にできること」のチラシをクラブに配布して、イベ

ント実施を奨励しましょう。研修や例会での配布にも最適です。 

チラシのダウンロードはこちら 

 

◆ 計画中のイベント情報をお寄せください 

計画中のポリオ根絶イベント／活動の情報を、オンラインフォームからお寄せく

ださい（大まかな情報で構いません）。配布用チラシにはフォームの QR コードも

記載されています。 

◆ フェイスブックでの世界ポリオデー 

特別プログラム 

10月24日には、国際ロータリーのフェイスブック（日本語ページを含む全言語）で

ポリオ根絶の特別プログラムが配信されます。今年は各地域の時間に合わせて

配信され、日本を含むアジア地域のプログラムは24日の晩に配信予定です（詳

しい時間は後日、国際ロータリーの日本語フェイスブックページでご確認くださ

い）。近日中にフェイスブックのイベントページが開設されますので、「参加予定」

をクリックしてぜひご参加ください！ 

 

  

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 

認証ポイント使用申請書 

ポール・ハリス・ソサエティ(PHS) 

PHS について パンフレット 

PHS 入会フォーム 

PHS 認証状テンプレート 

 

END POLIO NOW 

 

2019-20 年度 ロータリー賞 

 

＜DDF の寄贈＞ 

ポリオプラス基金に DDF（地区財団

活動資金）を寄贈されますと国際財

団活動資金（WF）から同額の組み

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： DDF1+WF1+ゲイツ 4＝6 

※WF からの組み合わせ上限額は

1,000 万ドル、ゲイツ財団からの上

乗せ対象は上限 5,000 万ドルで

す。 

• DDF のオプション 

• レポートの開き方 

• レポートの項目詳細 

• DDF オンライン寄贈フォーム 

 

 

 

＜感謝状＞ 

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、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

感謝状が贈られます。 

 

https://rotaryblogja.wordpress.com/2018/12/12/日本発%ef%bc%9a世界ポリオデー2018/
http://bit.ly/30J7b3d
https://endpolio.org/ja/promote-your-event
http://bit.ly/30J7b3d
https://www.facebook.com/rotaryjapan
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/10641
https://www.rotary.org/myrotary/ja/paul-harris-society
https://www.rotary.org/ja/about-rotary/history/paul-harris-society
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/512
https://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eCYMZ3u8qeCZALb
https://my.rotary.org/ja/document/paul-harris-society-certificate-template
http://www.endpolio.org/ja
https://my.rotary.org/ja/document/presidential-theme-and-rotary-citation-brochure-2019-20
http://msgfocus.rotary.org/c/166ddpxgxYSJyrNjc8MpHUVy
https://my.rotary.org/ja/document/available-ddf-district-report
https://goo.gl/7LTNWP
https://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9ztdKml8KEamNmt&Q_JFE=0
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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） 

 

2019年 

1月1日～ 

7月24日 

2018 2017 2016 

常在国 

パキスタン 45 12 8 20 

アフガニスタン 11 21 14 13 

ナイジェリア 0 0 0 4 

常在国 

以外 

赤道ギニア 0 0 0 0 

イラク 0 0 0 0 

カメルーン 0 0 0 0 

シリア 0 0 0 0 

エチオピア 0 0 0 0 

ソマリア 0 0 0 0 

ケニア 0 0 0 0 

世界合計 56 33 22 37 

 

 

補助金 

【地区リーダーのリスト】 
近日中に、2019-20 年度の地区財団委員長（DRFC）、地区補助金委員長、地区 VTT 委員長、地区奨学金委員長のリ

ストが、各委員長宛に配信される予定です。情報交換やプロジェクトでの協力のためにご活用ください。この名簿は、補

助金の目的においてのみご活用いただくものであり、任期終了後には破棄していただきますようお願いいたします。ま

た、委員長の皆さまにのみお使いいただくものですので、ほかの人と共有することのないようお願いいたします。 

このリストは委員長同士の連絡を手助けするためのリソースであり、ロータリーの公式業務のみに使用されるべきです。

委員長の名簿を、国際ロータリーの許可なくウェブサイトや共有ドライブなどで配布、発行、再版、保存、共有したり、販

売したりすることはできません。この個人データにアクセスすることにより、それらの情報を外部に漏らさず、安全に保管

し、ロータリーのプライバシーの方針および個人データの使用に関する方針に沿って扱うことに同意したものとみなされま

す。また、このリストを受け取った皆さまは、委員長の任期が終了し次第、リストを破棄するようお願いいたします。 

 

 

 

  

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmsgfocus.rotary.org%2Fc%2F115s1CjQtg84t2eSroq3jmTPx&data=02%7C01%7Ckaren.mcleod%40rotary.org%7C909bb54b236f4c5379ef08d69758b219%7C67b4e0430afd4afb8b94bf96370c8e7f%7C1%7C0%7C636862804542017644&sdata=6xYr5tDSXDhcMuM14oMGZj1qk7HjCeB%2BPBRdkXYecfo%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmsgfocus.rotary.org%2Fc%2F115s1EmAfE4F6tnYaVvntty70&data=02%7C01%7Ckaren.mcleod%40rotary.org%7C909bb54b236f4c5379ef08d69758b219%7C67b4e0430afd4afb8b94bf96370c8e7f%7C1%7C0%7C636862804542027653&sdata=G8F1EbQxOYLdopL459e9VzZ9gNoqRtYX3%2Btks8nkGzg%3D&reserved=0
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【プロジェクトと補助金申請のヒント】 
新年度にあたり、新たなプロジェクトの計画や補助金の利用をご検討いただい

ている方もいらっしゃると思います。 

プロジェクトの立案と補助金申請に役立つ情報をご紹介いたします。 

◆ 「グローバル補助金ガイド」 資料番号 1000JA-(319)： 

グローバル補助金プロジェクトの立案や申請に必要な情報、ご相談いただく内

容に対するほとんどの回答が、この冊子に含まれています。 

地区補助金プロジェクトや補助金を使わない場合でも、プロジェクトをより効果

的に行うためのヒントになりますので是非ご一読ください。 

◆ 「地域調査の方法」 資料番号 605JA-（119）： 

グローバル補助金の要件である地域調査の方法を紹介しています。実施地と

受益者の抱えるニーズを調査する様々な方法や、現状の分析、プロジェクトに

つながるリソースなどを知ることで、地元の人たちに参加を促し、長期的な成果

をもたらす、持続可能なプロジェクトの実施が可能となります。 

◆ 「地区補助金とグローバル補助金 授与と受諾の条件」 2019 年 7 月改定： 

ロータリーの補助金を利用するための基準となる文書です。地区補助金とグロ

ーバル補助金の受領資格や制約事項、申請方法、資金源、支払い、協力団

体、報告と書類、利害の対立についてなど、補助金の各段階でのプロセスや

注意事項が記載されています。 

◆ 「重点分野の基本方針」 2019 年 7 月改定： 

重点分野ごとに、目標や受領資格の判断基準、成功のための要素など、詳し

い要件をご確認いただけます。この資料に沿って立案することで、スムーズに

実行可能な計画が立てられ、申請に必要な情報を集めることができます。 

◆ 「協力団体の覚書（MOU）」 2019 年 3 月改定： 

協力団体と、提唱者となるクラブまたは地区との覚書（MOU）のフォームが、大

幅に改定されました。協力団体のほか、実施国側提唱者、援助国側提唱者に

期待される役割なども記載されています。役割分担やプロジェクト予定表作成

のヒントにもなります。 

◆ 補助金センター(オンライン申請)： 

実際の申請書や報告書は、My ROTARY の補助金センターからオンラインで

ロータリー財団に提出します。グローバル補助金申請のテンプレートや報告書

のテンプレートを利用して事前に入力内容を準備しておくこともできます。入力

方法は補助金センターのご利用ガイドをご参照ください。 

 

My ROTARYには、そのほか、様々な情報が出ています。それぞれのページを

開いて、概要やリソース&参考資料をご参照ください。 

グローバル補助金 地区補助金 

参加資格認定  プロジェクトを立ち上げる 

  

＜補助金＞ 

ロータリーの補助金 

地区補助金とグローバル補助金授与

と受諾の条件 

補助金による旅行 

グローバル補助金ガイド 

地域社会調査の結果フォーム 

地域調査の方法 

協力団体の覚書(MOU) 

補助金レポートの利用方法 

 

＜重点分野＞ 

重点分野の基本方針  

重点分野別ガイド 

• 基本的教育と識字率向上 

• 疾病予防と治療 

• 地域社会の経済発展 

• 母子の健康 

• 平和構築と紛争予防 

• 水と衛生 

モニタリングと評価の計画について 

 

＜プロジェクトのヒント＞ 

アイデア応援サイト 

プロジェクトの流れ（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 

補助金担当者一覧 

重点分野担当マネージャーの連絡先 

補助金レポートの利用方法 

 

＜オンライン申請＞ 

補助金センター 

補助金センターのご利用ガイド 

グローバル補助金申請のテンプレート 

グローバル補助金報告書のテンプレート 

グローバル補助金 計算表 

 

<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 

グローバル補助金奨学生のテンプレート 

 

＜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 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmsgfocus.rotary.org%2Fc%2F17WoOqiAmYZkBlfBcxjt5vm2&data=02%7C01%7CAyano.Mochizuki%40rotary.org%7C11dcfcb03f114ec1839508d70987661d%7C67b4e0430afd4afb8b94bf96370c8e7f%7C1%7C0%7C636988349474321826&sdata=vUq%2BMMHBtkfgHqeaHgeMI3xHhhHehkI65hRqqZGQ%2BQw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmsgfocus.rotary.org%2Fc%2F17WoOYRCieY3aVy4wPFSoe9T&data=02%7C01%7CAyano.Mochizuki%40rotary.org%7C11dcfcb03f114ec1839508d70987661d%7C67b4e0430afd4afb8b94bf96370c8e7f%7C1%7C0%7C636988349474331825&sdata=Tvgj97OKa2jDjQIkWyTN2v0vWVdH4bigBF2Z%2BA2Qqjw%3D&reserved=0
https://my.rotary.org/ja/document/terms-and-conditions-rotary-foundation-district-grants-and-global-grants
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmsgfocus.rotary.org%2Fc%2F17WoOBOVG4jzsxlKYDqWbKhZ&data=02%7C01%7CAyano.Mochizuki%40rotary.org%7C11dcfcb03f114ec1839508d70987661d%7C67b4e0430afd4afb8b94bf96370c8e7f%7C1%7C0%7C636988349474331825&sdata=VRLy26ASO41153UUjc92HgUm35dIUg%2Btz%2FcBfwl217c%3D&reserved=0
https://my.rotary.org/ja/document/cooperating-organization-memorandum-understanding
https://my.rotary.org/ja/document/cooperating-organization-memorandum-understanding
https://my.rotary.org/ja/user/login?destination=secure/13166
https://my.rotary.org/ja
https://my.rotary.org/ja/user/login?destination=/secure/application/236
https://my.rotary.org/ja/document/global-grant-application-template
https://my.rotary.org/ja/document/global-grant-report-template
https://my.rotary.org/ja/document/global-grant-report-template
https://my.rotary.org/ja/document/how-use-grant-center
https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/global-grants
https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/district-grants
https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/qualification
https://my.rotary.org/ja/take-action/develop-projects
https://www.rotary.org/ja/our-programs/grants
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/728
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/728
https://www.rotary.org/myrotary/ja/grants-travel-request
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/guide-global-grants
https://my.rotary.org/ja/document/global-grants-community-assessment-results
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/community-assessment-tools
https://my.rotary.org/ja/document/cooperating-organization-memorandum-understanding
https://my.rotary.org/ja/document/using-grants-reports-my-rotary
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/areas-focus-policy-statements
https://my.rotary.org/ja/document/basic-education-and-literacy-guidelines-global-grant-funding
https://my.rotary.org/ja/document/disease-prevention-and-treatment-guidelines-global-grant-funding
https://my.rotary.org/ja/document/economic-and-community-development-guidelines-global-grant-funding
https://my.rotary.org/ja/document/maternal-and-child-health-guidelines-global-grant-funding
https://my.rotary.org/ja/document/peace-and-conflict-prevention-resolution-guidelines-global-grant-funding
https://my.rotary.org/ja/document/water-and-sanitation-guidelines-global-grant-funding
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/5676
http://ideas.rotary.org/
https://my.rotary.org/ja/take-action/develop-projects/project-lifecycle-resources
https://my.rotary.org/ja/take-action/develop-projects/project-lifecycle-resources
http://ideas.rotary.org/Project/Find
http://map.rotary.org/ja/project/pages/project_showcase.aspx
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://my.rotary.org/ja/document/using-grants-reports-my-rotary
https://my.rotary.org/ja/user/login?destination=secure/13166
https://my.rotary.org/ja/document/how-use-grant-center
https://my.rotary.org/ja/document/how-use-grant-center
https://my.rotary.org/ja/document/global-grant-application-template
https://my.rotary.org/ja/document/global-grant-report-template
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/global-grant-calculator
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
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/global-grant-scholarship-candidate-application-template
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


財団室NEWS8月号 

 7/8 

【グローバル補助金の報告】 
新年度となりましたが、これまでのプロジェクトの報告書の提出漏れはありませんか？ 

地区財団委員長や補助金委員長が、＜補助金センター＞の＜私の補助金＞を開くと、地区内のすべてのプロジェクト

が表示されます（資金調達のみを含む）。 

報告書の期日が近づいたもの(2 か月前)、期日が過ぎているもの、提出された報告書に不備がある場合、日付が赤く表

示されます。期日が赤字になっているプロジェクトがございましたら、速やかに報告書や追加書類の提出ができるよう地

区にてサポートをお願いいたします。審査中及び残額の返金待ちの場合、期日はブランクになります。 

 
右側の報告をクリックして状況を確認することができます。 

 

  

提出済み審査中

または 

返金待ち 

報告期限が 

過ぎている 

または 

不備、追加情

報の提出が求

められている 

報告期限が 

近い 
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大口寄付（一括10,000ドル以上のご寄付） 

 

 

 

 

 

2019年6月27日～7月19日 確認分   （敬称略、寄付日順） 

地区 クラブ 寄付者 地区 クラブ 寄付者 

2600 岡谷 宮坂 宥洪 2690 岡山南 佐藤 芳郎 

2670 坂出東 前田 直俊 2570 本庄 高柳 育行 

2830 八戸南 黒田 正宏 2580 
東京 

新都心 吉田 雅俊 

2680 宝塚 
武庫川 大室 㒞 2680 

神戸 
西神 丸尾 研一 

2690 岡山南 延原 正 2550 足利東 中谷 研一 

計 10名 

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（オンライン研修） 

My ROTARY 写真＆動画 

Rotary Video（日本語） 

ロータリーの動画（vimeo） 

重点分野の動画（YouTube） 

 

今後の予定 

9 月 1 日 

2～3 日 

Pre GETS （東京） 

GETS （東京） 

10 月 24 日 世界ポリオデー 

11 月 16 日

～19 日 
 

16 日 

17 日 

18～19 日 

第 48 回ロータリー研究

会及び付随行事（神戸） 
 
財団地域セミナー 

メジャードナー午餐会 

ロータリー研究会 

 

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 

近藤かおり 

Kaori.Kondo@rotary.org  

牧野美希 

Miki.Makino@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 

 

 

大きなご支援を 
誠にありがとうございました。 

財団室 NEWS への個人データの掲載は、本人の許可を得ています。お名前やクラブ名等個人を特定できる情報

を含むデータの複製、転用、転載等はできません。詳しくは個人データの使用に関するロータリーの方針をご参照

ください。 

 

【表彰】 
⚫ ロータリー最優秀学友会賞 推薦期間： 7 月 1 日～9 月 15 日 

⚫ ロータリー学友世界奉仕賞 推薦期間： 7 月 1 日～9 月 15 日 

 

⚫ ポリオのない世界を目指す奉仕賞 推薦期限： 10 月 1 日 

⚫ ポリオプラス・パイオニア賞 推薦期限： 10 月 1 日 

 

詳細、推薦手続きは、My ROTARY「各種賞・表彰」よりお願いいたします。 

https://www.rotary.org/myrotary/ja/learning-reference/webinars/upcoming
https://brandcenter.rotary.org/ja-JP/Images-Video
http://vimeopro.com/rotary/rotary-videos-ja
https://vimeo.com/rotary
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGukUvNU_i3KhmDPWahIg75AUIIOoBnaV
https://www.rotary.org/myrotary/ja/calendar
mailto:Yuki.Shimizu@rotary.org
mailto:Ritsuko.Yamamoto@rotary.org
mailto:Kaori.Kondo@rotary.org
mailto:Miki.Makino@rotary.org
mailto:Ayano.Mochizuki@rotary.org
https://my.rotary.org/ja/personal-data-use-policy
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/awards

