
◦ロータリーソング◦

ソングリーダー
川辺　哲君

◦ゲ ス ト 紹 介◦

ＦＰＣ㈱代表取締役社長　森薗政崇さん

ジョセリン・ネオ・ワンティンさん

静岡ローターアクトクラブ　豊泉慶亮さん

静岡ローターアクトクラブ　福島彩加さん

◦会　長　挨　拶◦

会長　望月啓行君

今日は、フィリピン・ポーランド・タイの３

つの国とズームをつなぎ、現地ロータリアン

に出演してもらい、それぞれのプロジェクト

の話をしていただく例会になります。トライ

アルの例会にもなりますので、もしかしたら
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トラブルが起こる可能性もありますが、その

時は多めに見ていただければありがたいです。

例会テーマは「国際奉仕フォーラム」ですの

で本日はロータリー奉仕事業の「サポート（補

助金）とその要件」という題名でお話をさせ

ていただきたいと思います。 さて、ロータリー

クラブは、世界中で奉仕活動をしています。

これはロータリーの使命が「人々に奉仕する」

そして「世界理解、親善、平和を推進する」

ということに基づいています。また、全世界

のロータリアン１２０万人が寄付して作られ

ている基金「ロータリー財団」があり、この

基金は奉仕事業をサポートする２種類の補助

金として提供されます。それが、地区補助金

とグローバル補助金です。この地区補助金と

グローバル補助金が違いですが、地区補助金

はクラブの規模によって補助金額が異なり、

上限が５０万円で事業費の１／２をクラブが

負担しなくてはならない、一方グローバル補

助金はクラブの規模による上限は無く、クラ

ブ負担も基本的にはない。そして３００万以

上で上限は４０００万円使うことができるの

で、非常に大きな奉仕事業がこの補助金を使っ

てできます。簡単にまとめれば、小規模事業

対象が地区補助金、大規模事業対象がグロー

バル補助金になります。しかし、やはり多額

の補助金支援があるグローバル補助金は満た

すべき「要件」が多くなっています。まずは、

奉仕事業の目的が決まっていて「七つの重点

分野」に適さなければなりません。そして二

つ以上の国の異なるロータリークラブが共同

に行う事、また実施した地域に「持続可能性」

の仕組みをつくること、等がありこれらを満

たさないとグローバル補助金を使うことがで

きません。しかし、ロータリーは奉仕団体です。

世界中のロータリアンは、この大規模なグロー

バル補助金にいろいろを果敢にチャレンジし、

素晴らしい奉仕事業をしています。さて、こ

こで「七つの重点分野」について少し掘り下

げてみたいと思います。この通り「平和構築

と紛争予防」「疾病予防と治療」「水と衛生」

「母子の健康」「基本的教育と識字率向上」「地

域社会の経済発展」「環境」です。細かくみて

いくと、例えば「基本的教育」に関しては世

界で５７００万人の子供が学校に通ってない、

そのためにロータリーは環境改善をしていく、

また「疾病予防」ですが、世界人口の９人に

１人に医療費が払えていない、そのためにロー

タリーは予防接種事業を行う等、これらの重

点分野に取り組んでいきましょう、というこ

とです。さて。この「七つの重点分野」ですが、

なぜこの７つなのか？この７つに関連がある

のかを少し考えてみたいと思います。皆さん

も、この７つをみてなにかイメージがつきま

すでしょうか？これを少し違う風に並べ替え

てみて矢印をつけてみると、このようになり

ます。こうやってみると７つが全て連携して

る、と読み解くことができます。例えば、「水」

が綺麗になると「母子が健康」になる。そし

て「母子が健康」になると「疾病予防」につ

ながり、子供がよく育つと「教育」が必要に

なる。そして「教育」が充実すると健全な「経

済成長」につながる。「経済」が良くなると「環

境」に対して活動が重要になる。そして「環

境」への取組は、「水」を綺麗にする。こうやっ

て見ると、この６分野はすべて繋がっており、

そしてこの６分野をすべて取り組む事により

真ん中の「平和構築」が達成される。最初に



ロータリーの使命は「人々に奉仕し、世界理解、

親善平和を推進する」というお話をしました。

今日は国際奉仕フォーラム。今から３つの国

から、それぞれグローバル補助金事業の紹介

があります。是非、それらの事業が「七つの

重点分野」のどこに当てはまるのか、そして

ロータリーの使命である「平和構築」にどの

ようにつながるのか、是非聞いていただけれ

ばと思います。以上で会長挨拶とさせていた

だきます。

◦幹　事　報　告◦

平尾清君にバッジの贈呈がありました。

◦お  め  で  と  う◦

【誕生祝い】

●月●●日　青島廣幸さん

●月●●日　向坂達也さん

●月●●日　杉本健さん

●月●●日　垣谷直人さん

●月●●日　小栗勝男さん

●月●●日　酒井裕美子さん

●月●●日　平松岳人さん

●月●●日　石松博幸さん

●月●●日　瀧上恵美子さん

●月●●日　渡邉孝雅さん

●月●●日　朝原亨さん

【結婚記念日】

●月●●日　小川潤さん・利子さん

●月●●日　馬渕正人さん・知美さん

●月●●日　大石明彦さん・朱美さん

●月●●日　内田健さん・久美子さん

●月●●日　山口良昌さん・紀子さん

●月●●日　水上房吉さん・容子さん

●月●●日　粉川翔太朗さん・優子さん

●月●●日　都築東一郎さん・七重さん

　　
◦ス　マ　イ　ル◦

満席テーブル・・・

伴野さん、山口さんの各テーブル

佐藤長巳君

本日２年半ぶりに例会に出席させて頂きまし

た、佐藤と申します。この２年半はボディビ

ロータリー奉仕事業の
「サポート（補助⾦）」と

その「要件」
2023年2月27日

会長 望月 啓行

世界の会員約１２０万人が寄付している基金

職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人びとに奉
仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進すること

ロータリーの使命

ロータリー財団ロータリー財団

地区

補助金

地区

補助金

グローバル

補助金

グローバル

補助金

ロータリクラブは世界中で

奉仕活動をしています

・期首のクラブ会員数補助額決
定

・１／２補助

・補助額１０万円～５０万円

・クラブ規模による補助金の
規模の設定はなし

・クラブ負担も設定無し

・事業費３００万円以上規模の大きな
奉仕事業（上限４０００万円）

・地区の予算枠（DDF）から事業費を
出すことにより補助金額が決定

地区補助⾦ グローバル補助⾦

小規模奉仕事業対象

※「要件」が少ない

大規模奉仕事業対象

※「要件」が多い

グローバル補助金の要件
地区補助金事業との違い

30,000 ドル以上。15％以上はプロジェクトを

行う国以外から調達する必要がある。

地区財団活動資金（ＤＤＦ）と国際財団活動資金（ＷＦ）
使用。ＤＤＦの47.5％とその80%をＷＦが加算。

海外のクラブや地区との「共同プロジェクト」
ロータリー・クラブのある国や地域に限定。

長期的で持続可能な影響をもたらす

地域社会に自力で取り組む力の向上・モニタリング

持続
可能
性

持続
可能
性

・年度の区切りは無く、長期プロジェクトも可
・プロジェクトごとにロータリー財団が直接審査・認可。実施国・援助国双方
の担当者が提出

地域地域

予算
規模
予算
規模

7つの
重点
分野

7つの
重点
分野

資金資金

ニー
ズ

ニー
ズ

地元地域の人びとが特定した
重要なニーズに取り組む

●●世世界界でで55,,770000万万人人のの子子どどももがが学学校校にに通通っっててなないい

●●1166歳歳以以上上77億億88,,110000万万人人はは読読みみ書書ききががででききなないい

●●世世界界でで初初等等教教育育ののたためめ117700万万人人のの教教師師がが必必要要

備品寄贈・プログラム作成・環境改善 他Action!Action!

●●世世界界でで1144億億人人がが１１日日１ドル2255セセンントト以以下下のの生生活活
●●11億億99,,000000万万人人がが小小口口融融資資をを利利用用

職業訓練・機材物資の提供・IT融資構築 他Action!Action!

●●世世界界人人口口のの66人人にに11人人がが医医療療費費をを払払ええなないい

●●医医療療費費のの負負担担にによよっってて、、毎毎年年11億億人人がが貧貧困困生生活活

●●世世界界でで224400万万人人のの医医師師、、看看護護師師等等がが不不足足

予防接種・医師への奨学金・設備補助他

基本的教育と識字率向上基本的教育と識字率向上

地域社会の経済発展地域社会の経済発展

疾病予防と治療疾病予防と治療

ProblemProblem

ProblemProblem

Action!Action!

ProblemProblem

●紛争や迫害によって 5,100万人が難民生活

●18歳未満の子ども30万人が少年兵として紛争に

●毎年20,000人が地雷で手足や命を奪われる

ボランティア・仲裁支援・難民支援 他

●きれいな飲み水を7億4,800万人利用できない

●衛生的なトイレや水設備を25億人利用できない

●安全な水の欠如で毎日1,400人の子どもが死亡
衛生設備・帯水層還元・井戸やフィルター設置他

●医療の不備等で５歳未満は630万人亡くなる

●避妊を望む女性で2億 2,200万人が安全な避
妊法を利用できない

ワクチン提供・栄養の教育 他

平和構築と紛争予防平和構築と紛争予防
ProblemProblem

Action!Action!

水と衛生月間水と衛生月間
ProblemProblem

Action!Action!

母子の健康月間母子の健康月間
ProblemProblem

Action!Action!

７
つ
の
重
点
分
野

７
つ
の
重
点
分
野

環境環境 陸地、沿岸、海洋、淡水資源の保護と回復

天然資源の管理と保全を支援する地域社会の能力向上

持続可能な農業、漁業、水産養殖の実践の支援

Action!Action!

７つの重点分野

基本的教育と識字率向上基本的教育と識字率向上

地域社会の経済発展地域社会の経済発展

疾病予防と治療疾病予防と治療

平和構築と紛争予防平和構築と紛争予防

水と衛生月間水と衛生月間

母子の健康月間母子の健康月間

環境環境

７つの

重点分野

７つの

重点分野

なぜこの７つなのか？

関連はあるのか？

基本的教育と識字率向上基本的教育と識字率向上

地域社会の経済発展地域社会の経済発展

疾病予防と治療疾病予防と治療

平和構築平和構築

水と衛生月間水と衛生月間

母子の健康月間母子の健康月間

環境環境

７つの重点分野

職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人びとに奉仕し、高潔さを奨励し、
世界理解、親善、平和を推進すること

ロータリーの使命

本⽇は「国際奉仕」
フォーラムです。

それぞれの事業が
ロータリーの⽬指す「７つ重点分野」の
どこをめざし、ビジョンの達成に

役に⽴っているか。是⾮ごらんください。



ルに集中し、昨年は東海選手権マスターズ●

●歳以上で６位に入賞できました。今年はト

レーニングで負った怪我の治療と、平尾次年

度会長よりローターアクト委員長を仰せつか

りましたので、大会には出場せず委員長とし

て、次年度設立５０周年のローターアクトク

ラブのサポートをさせて頂きます。令和２年

８月以降に新しく入会された３６名の会員の

皆様、どうぞよろしくお願いします。

内田健君　

●●回目●●婚式でした。すてきなお花あり

がとうございました。

山口良昌君

●●回目の結婚記念日に素敵なお花をありが

とうございました。

馬渕正人君　

結婚記念日のお花ありがとうございました。

お陰様で平穏な一日を過ごすことが出来まし

た。

石松博幸君

誕生日のお祝いありがとうございます。今後

ともよろしくお願いします。

◦出　席　報　告◦

例会日 全会員数
（出席計算人数）

出 席
会 員 数

欠 席
会員数

暫 定
出席率

2/27 109（108）
54 名

現地 53 名
Zoom 1名

56 名 50％

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！

なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに

変更が無い場合は全会員出席扱いとします。

◦ ◦
クラブフォーラムＩＤＭ（Ⅲ）

国際奉仕委員会国際奉仕事業報告

（フィリピン、ポーランド、タイＲＣとのオン

ライン）

国際奉仕委員会委員長石塚直

美さんより、静岡ＲＣの今年

度のプロジェクトの概要の説

明がありました。フィリピン・

ポーランド・タイとＺＯＯＭでつなぎ、フィ

リピンは恵比寿ＲＣの鈴木さんより、学校と

その周辺の水環境の改善を目指す事業につい

て説明がありました。ポーランドは冨永さん

と現地のローターアクトクラブの方とで、ウ

クライナの病院への設備支援を行うグローバ

ル補助金事業についての説明がありました。

タイは望月会長と現地の方々より、新生児の

ためのラジエントウオーマー（新生児の体を

あたためる機器）や光線療法のための機器を

寄付する事業についての説明がありました。

第二部　懇親会

牧田静二君の乾杯で懇親会が

始まり、終始和やかな会とな

りました。


