
水と衛生月間

みなさんこんにちは。
昨夜、午後11時30分過ぎに発生した福島県沖を震源

地とした震度６強の地震による被害はありませんでし
たでしょうか？

地震の影響で、東北新幹線が福島駅と白石蔵王駅間
で脱線事故が発生し、復旧まで長期化する可能性があ
るという報道となっています。幸いにも乗客乗員にけ
ががなかったとのことですが、高速で走行中の脱線で
すから、乗車していた方たちの恐怖は大変なものだっ
たと想像いたします。越谷市内も震度４を観測し市内
一部で停電も発生したようです。東北に住む方々は、
今月11日に東日本大震災から11年目を迎えたばかりで
の大きな地震にどれほど不安を感じたか心中を推し量
り、お見舞いを申し上げます。

さて、ロシアのウクライナへの軍事侵攻が長期化す
る中で、ロシア国内の良識ある方たちが戦争反対を命
懸けで行っていることが伝えられています。ロシア国
営放送のニュース番組放映中に戦争反対のプラカード
を掲げた女性が国民に真実を知って欲しいと訴え、そ
の後警察に拘束され消息が判らなくなっているという
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①　ウクライナへの人道支援の関係で２つ報告があり
ます。

　　一つは、RI日本事務局から「財団室NEWS号外」
が届きました。それによれば、ロータリー財団がウ
クライナ地域の直接的人道支援の窓口を設置した、
とのことです。詳しい内容につきましては、本日、
皆さま宛にメールにて上記「財団室NEWS号外」を
配信致しますので、ご参照ください。

　　もう一つは、2770地区からです。ウクライナ人道
支援募金協力のお願いが届いています。こちらにつ
きましては、クラブとして寄付するか、それとも各
会員の皆さまに個別に寄付して頂くか、近日中に理
事会に諮りまして、あらためて皆さまにご案内致し
ます。

②　2770地区から「入会３年未満会員対象のオンライ
ン会議開催のご案内」が届きました。松本ガバナー
が、入会３年未満の会員の皆さまとオンライン飲み
会方式で交流を図りたいそうです。入会３年未満の
会員の皆さま宛に上記ご案内文を本日、メールにて
配信致しますので、興味がございましたら、お申し
込み頂けますようお願い致します。

③　次会例会のご案内です。
　次回は、３月24日木曜日通常通り、12時30分からで

す。メインのプログラムとしましては、「米山記念
奨学シンポジウム」（米山記念奨学委員会担当）を
予定しています。楽しみにしていてください。

　なお、まん延防止等重点措置が３月21日をもって解
除となる見込みではありますが、新規感染者の絶対
数が高止まりしている状況ですので、３月いっぱい
は100パーセントZoom例会の方式を採らせて頂く予
定です。多くの会員の皆さまの参加をお待ちしてお
ります。

　　スマイル報告　　　　　　　　　  社会奉仕委員会

今　　回 8,000円

467,610円累　　計

次の例会の案内

第1676回 3月24日

米山記念奨学シンポジウム

報道を目にしました。勇気ある行動を取った彼女が無
事でいることは勿論、ロシア国民が真実に気付いて彼
女の行動を無駄にしないで欲しいと願っています。

春が近づいているというのに、最近明るい話題が少
ないとみなさんも感じていることと思いますので、少
しうれしいニュースを提供させていただきます。

今週の月曜日に隅田幹事と35周年式典記念誌委員長
宮下さんと私で越谷市保健センターを訪問しました。
目的は令和２年７月28日に越谷東ロータリークラブが
寄贈したAIサーマルカメラ運用の検証です。私の本
心は、新型コロナウイルスが終息し、倉庫で埃を被っ
ていて欲しいと思っていたのですが、想像以上に長期
化しているコロナウイルス感染現状において、大事に
活用していただいておりました。ありがたいことに訪
問の趣旨を伝えてアポイントの申入れをした際には、
まん延防止重点措置期間中は断られるものと思ってい
ましたが、是非１歳６ヶ月検診が開催される日に来て
欲しいという回答をいただき、日程が決まった経緯が
ありました。当日は、寄贈の際にも窓口となっていた
だいた越谷市健康医療部健康まちづくり推進課櫻田課
長と保健師の久保田さんが、AIサーマルカメラの運
用方法、活用により得られた効果等についてお話いた
だき、実際に検診に来られた方が検温を行っている場
面を宮下委員長が映像に収めました。感謝の気持ちが
込められたインタビュー内容は、35周年記念式典時に
動画で上映する予定になっていますので、楽しみにし
ていてください。

最後になりますが、今月21日までとされていました
まん延防止重点措置が解除されることになりました。
これによって社会経済活動を重視していくということ
かと思いますが、引き続き会員皆様の健康と会社経営
者の立場を考慮し、例会運営等を相談の上、決めさせ
ていただきたいと考えていますので、ご協力をお願い
申し上げます。
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ウクライナでの人道的危機への対応

【【ロローータタリリーー財財団団ががウウククラライイナナ地地域域ででのの直直接接的的人人
道道支支援援のの窓窓口口をを設設置置】】 

深刻化するウクライナでの人道的危機への対応として、

ロータリー財団は現在、ロータリー地区が実施している救

援活動を支える資金を世界中のロータリー会員が寄付す

ることのできる正式な窓口として、災害救援基金を指定し

ました。

これに伴い、ロータリー財団は以下を承認しました：

⚫ 現在から 2022年 6月 30日まで、ウクライナと国境

を接する指定ロータリー地区とウクライナ国内のロー

タリー地区は、災害救援基金から各地区 50,000 ド

ルまでの補助金を申請できます。迅速な手続きが行われるこれらの補助金は、水、食料、シェルター、医療品、衣

服といった救援物資を含め、この危機による難民や被災者の支援に利用できます。

⚫ 上記の期間、難民やそのほかの被災者への支援を希望する、影響を受けたほかのロータリー地区も、災害救援基

金から 25,000 ドルの補助金を申請することができます。

⚫ 現現在在かからら 22002222年年 44月月 3300日日ままでで、、ロローータタリリーー地地区区はは未未配配分分のの地地区区財財団団活活動動資資金金（（DDDDFF））をを災災害害救救援援基基金金にに充充てて、、

ウウククラライイナナとと関関連連すするる人人道道的的補補助助金金をを支支援援すするるここととががででききまますす。。 

DDDDFFオオンンラライインン寄寄贈贈フフォォーームムははここちちらら 

⚫ ウウククラライイナナ支支援援ののたためめのの災災害害救救援援基基金金へへのの寄寄付付はは、、ここちちららかかららおお寄寄せせいいたただだけけまますす。。ウウククラライイナナででのの救救援援活活動動をを

支支援援すするるたためめのの災災害害救救援援基基金金へへののごご寄寄付付はは、、22002222年年 44月月 3300日日ままででにに行行うう必必要要ががあありりまますす。。 

⚫ ロータリー財団を通じた支援は災害救援基金が主な窓口となりますが、ロータリークラブとローターアクトクラブもウ

クライナでの人道的危機に対して独自の支援を行うことが奨励されています。

記事の続きはこちら

【【関関連連リリンンクク】】 

⚫ ロータリー財団がウクライナ地域での直接的人道支援の窓口を設置

⚫ ウクライナ情勢に関する国際ロータリーからの声明

⚫ My ROTARY RIレート

ＲＩ日本事務局

財 団 室
ＮＥＷＳ

ウクライナ支援のための、

⚫ オンラインでのご寄付はこちら（クレジットカード決済）

⚫ 銀行振込でのご寄付も可能です！お振込みと合わせて「寄付送金明細書」を日本事務局までお送りく

ださい。寄付分類欄には「ロータリー災害救援基金」をお選びください。

⚫ DDF寄贈はこちら

⚫ ご寄付も寄贈も、2022年4月30日までとなります。

2022年 号外
発行日 3月10日



ロータリー財団シンポジウム

ロータリー財団とは何か
1917年アトランタの国際大会で、ロータリー６代

目会長アーチ・クランフ氏により「世界で良いこと
をする基金」として提唱され、最終的に1928年のミ
ネアポリス大会で財団として設立しました。

ロータリー財団の位置づけは、簡単に説明すると
ロータリークラブの子会社的な存在です。

その活動資金は毎年徴収されている一人250ドル
（本日のレートでは29,500円）の寄付で賄われていま
す。当クラブの会員数が現在55名。つまり財団寄付
は13,750ドル（1,622,500円）。2021年12月の2770地区
の会員数が2323名なので2770地区だけで580,750ド
ル（68,528,500円）。更に１クラブ２名のベネファク
ター（2,000ドル）をお願いすると地区74クラブなの
で148,000ドル。合計、当地区のみで728,750ドル（約
8,5992,500円）となります。

これが日本全体、更に世界すべてのロータリーク
ラブから集まるのですから、その資金はかなり莫大
なものになります。

2021年６月、昨年のロータリー年度終了の段階で
ロータリー財団純資産
　　　　　　11億2,658万ドル（1329億3644万円）
　　　収入　３億4,288万ドル（404億5984万円）
これに対し本体の
国際ロータリー純資産
　　　　　　１億4,976万ドル（176億7168万円）
　　　収入　１億5,105万ドル（178億390万円）
であり、「子会社」の方が大きくなっているのが

現状です。

お金の使い道
このお金はどのように使われているのでしょうか。
それにはまず、ロータリーが持つ様々な奉仕プロ

ジェクトを知る必要があります。プログラムは大き

く分けて３つあります。
Ａ．教育プログラム

１．ロータリー財団国際親善奨学金
２．大学教員のためのロータリー補助金
３．国際問題研究のためのロータリーセンタ―
４．研究グループ交換（GSE）Group  Study 

Exchange
Ｂ．人道的補助金プログラム

１．地区補助金（DSG）District Simplified 
Grants

２． ボ ラ ン テ ィ ア 奉 仕 活 動 補 助 金（VSG）
Volunteer Service Grants

３．マッチング・グラント（MG）Matching 
Grants　「グローバル補助金」

４．保険・飢餓追放および人間性尊重（3-H 
Grants ） Health, Hunger and Humanity 
Grants

５．災害復興
Ｃ．特別プログラム

１．ポリオ・プラス　小児麻痺撲滅プログラム

世界での寄付の現状
世界での寄付を見てみると、日本では80％のクラ

ブが年次寄付を行っている一方、世界ではたった
35％、65％の会員が寄付を行っていないのが現状な
のです。日本はロータリー財団に大いに貢献してい
ることになります。

グローバル補助金とは
世界のあらゆるニーズの中で特に６分野を設け、

そこに継続的な援助を主体となるロータリークラブ
と補助を受ける現地のロータリークラブが共同で行
うプロジェクトに対して出資される補助金制度です。

ロータリー財団について

ロータリー財団委員会　守屋トミー



その６つの分野は
①疾病予防と治療　②水と衛生
③地域社会の経済発展　④基本的教育と識字向上

　⑤母子の健康　⑥平和構築と紛争予防

予算30,000ドル以上から20万ドルを上限としてい
ます。この補助金は、クラブ／地区からの DDF（地
区財団活動資金、 District Designated Fund）に対し
て100％（同額）、現金寄付に対して50％（半額）の割
合で、財団からWF（国際財団活動資金, World 
Fund）の上乗せが提供される仕組みです

そもそもDDF（地区財団活動資金）とは何でしょ
うか。これは私達ロータリアンが地区で今から３年
前に収めた年次寄付金の金額（昨年であれば約87万
ドル、現在のレートで約１億円）と恒久基金の運用
利益を足し合わせたものの50％を補助してくれると
いうことです。つまり、ざっくりですよ。ほぼ5000
万円が2770地区で援助してもらえる額になります。

例えば越谷東で500万のプロジェクトを組んだ場
合、同じ500万がロータリー財団から支給されると
いう制度です。つまり1000万のプロジェクトが可能
となるのです。

さて、「このような補助金制度があるんだな」と
いう理解をしていただけたということにして、それ
では現在、どのくらい、このプロジェクトが世界で
実施されているのかを、見てみることにします。

現在世界で実施されているグローバルプロジェク
トはほぼ（新たに始まったもの、終了したものがあ
るので）1,966件　

疾病予防と治療　1020件
　　　　74,800,000ドル（約88億円）
水と衛生　341件
　　　　25,700,000ドル（約30億円）
地域社会の経済発展　364件
　　　　17,000,000ドル（約20億円）
基本的教育と識字率向上　184件
　　　　12,100,000ドル（約14億円）

母子の健康　129件
　　　　8,400,000ドル（約９億９千万）
平和構築と紛争予防　128件
　　　　5,600,000ドル（約６億６千万）
合計　約168億円
確かに世界最大規模の奉仕団体のひとつと言える

でしょう。

ロータリーの組織構造は新しく仲間になられた皆
様には確かに難解な部分があります。越谷東ロータ
リー誕生のときから仲間にいれていただいた私も、
全くの不勉強で未だに無知なままです。それでも、
たったひとつ、青少年交換という高校生を１年間
様々な国に留学できる機会を提供する制度のお手伝
いが出来たことが、不勉強な私でもロータリアンと
して35年、あり続けることができた理由です。新し
いメンバーの方々にも、何かひとつ自分のロータ
リーでの「居場所」を見つけていただき、ロータリ
アンである自負が持てる自分になっていただけたら
と思っています。

最後に「ロータリー財団の父」と言われる創設者、
アーチ・クランフ氏の言葉を引用して、この卓話を
終わりにしたいと思います。今回、このような機会
をいただき、心から感謝いたします。

ロータリー財団は、レンガや石の記念碑を建てる
ものではない。たとえ、大理石に名前を刻んだとこ
ろで、やがてはくずれてしまうだろう。真鍮をつかっ
たとしても、いつかは汚れてしまうだろう。だが、
心の中の碑に名を刻むなら、そして、ロータリー精
神と、神をおそれ、同胞を愛する気持ちを吹き込む
ならば、我々が刻んだものは永遠に輝き続け、文明
の続く限り、ロータリーを不滅のものとするだろう。
　　　　　　　　　　　　　アーチ・クランフ


