
奉仕プロジェクト委員会
＆

ロータリー財団・米山記念奨学会委員会

2021年10月7日

ロータリー財団について

先日のロータリー奉仕デーにご参加された皆様、大変ありがとうござ
いました。

本日は ９月11に行われました「財団セミナー」の内容も少し触れま
して 説明してまいります。
また、財団の内容が濃くボリュームが多すぎるので、駆け足での説明
しますのでご了承下さい。
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１．ロータリー財団とは？

まずはじめに ロータリー財団とは についてです
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１．ロータリー財団とは？

ロータリー財団の正式名称

「国際ロータリーのロータリー財団」
【The Rotary Foundation】

ロータリー財団の創始者

「アーチ・クランフ」
ロータリー財団の標語

『世界でよいことをしよう』
【Doing good in the world】
（注）現在のロータリー財団章典から削除されているが、現在も財団のモットーとして広く使われている。

ロータリー財団の正式名称

「国際ロータリーのロータリー財団」

ロータリー財団の創始者 「アーチ・クランフ」

ロータリー財団の標語 『世界でよいことをしよう』
（注）現在は財団の章典（しょうてん）から削除されているが、現在も
財団のモットーとして広く使われている。
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１．ロータリー財団とは？
ロータリー財団の定義
【Definition Of The Rotary Foundation】

「ロータリー財団は、ロータリークラブおよび地区を通じて実施

される、承認された人道的および教育的活動の支援のために寄付を

受け付け、資金を分配する非営利財団である。」
（ロータリー財団章典10.010 2011年9月管理委員会会合 決定8号）

ロータリー財団の定義

「ロータリー財団は、ロータリークラブおよび地区を通じて実
施される、承認された人道的および教育的活動の支援のために

寄付を受け付け、資金を分配する非営利財団
である。」
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１．ロータリー財団とは？
ロータリー財団の使命（ミッションステートメント）
【The Rotary Foundation Mission Statement】

「ロータリアンが、人びと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に支援することである。」
（ロータリー財団章典10.020 ２０２０年6月管理委員会会合 決定１３１号）

ロータリー財団の使命（ミッションステートメント）

「ロータリアンが、人びと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に支援することである。」

こちらは２０２０年6月の会合 で決定され
赤字の環境の所が新たに追加されました。
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１．ロータリー財団とは？
ロータリー財団の目標（ビジョンステートメント）
【The Rotary Foundation Vision Statement】

「私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、

持続可能な良い変化を生むために、

人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています」
（ロータリー財団章典10.030 ２０17年9月管理委員会会合 決定１2号）

ロータリー財団の目標（ビジョンステートメント）

「私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、

持続可能な良い変化を生むために、人びとが手を取り

合って行動する世界を目指しています」
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２．ロータリー財団の歴史

続いては 財団の歴史です。
ロータリー財団とは？と思った時に、歴史から調べた方が早いかと思
い、一覧にしてみましたのでお付き合いください。
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２．ロータリー財団の歴史

1917年

ロータリー年次大会の演説で、当時の会長アーチ・フランクが

世界でよいことをするための

国際ロータリー連合会基金をつくる。

26ドル50セント（53円）からスタートし、現在では世界有数の財団に
成長し、何百万という人のために人道的支援を行ってきました。
※当時のレート：１ドル＝約2円
大正9年（1920年）山手線の旅客運賃（山手線の初乗り運賃）は5銭」とあり。令和３年の山手線初乗り運賃は1４0円なので、

2８00倍ということになる。53×2,８00＝148,400

現在の日本円価値に換算すると 148,400円

※

ここから財団の歴史に入ります。

1917年

ロータリー年次大会の演説で、当時の会長アーチ・フラン
クが

「世界でよいことをする」ための

国際ロータリー連合会基金をつくる。

26ドル50セント（53円）からスタートし、現在では世界有数の財団
に
成長し、何百万という人のために人道的支援を行ってきました。

※当時のレート：１ドル＝約2円
大正9年（1920年）山手線の旅客運賃（山手線の初乗り運賃）は

5銭」とあり。令和３年の山手線初乗り運賃は1４0円なので、
2８00倍ということになる。53×2,８00＝148,400

現在の日本円価値に換算すると 148,400円
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２．ロータリー財団の歴史

1920年 東京ロータリークラブの創立

1928年 ミネアポリス国際大会で国際ロータリー連合会基金 から

ロータリー財団 と 名称 を 変え、 ロータリークラブ の

世界的 な 拡大 と 共 に 財団 も 大きく なりました。

1930年 ロータリー財団が国際障害児協会に500ドルの補助金を授与

1931年 ロータリー財団信託宣言

1928年 ミネアポリス国際大会で「国際ロータリー連
合会基金」から

「ロータリー財団」と
名称を変え、ロータリークラブの世界的な拡大と共に財団も大きくな
りました。
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２．ロータリー財団の歴史

1947年

ロータリー創設者ポール・ハリスの逝去後、ロータリー会員から

130万ドルの寄付が財団に寄せられました。

同 年 ポール･ハリスを記念して、ロータリー財団初のプログラム

「高等教育のためのロータリー財団奨学金（国際親善奨学金）」を開始。
（この助成金は2013-14年度に廃止）

1957年 ポール・ ハリス・ フェロー認証プログラム
を 創設

1947年 ロータリー創設者ポール・ハリスの逝去（せい
きょ）後、ロータリー会員から130万ドルの寄付が財団に

寄せられました。

同 年 ポール･ハリスを記念して、
財団初のプログラム 「国際親善奨学金」を開始。

その10年後に
1957年

ポール・ハリス・フェロー認証プログラムを創設
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1978年
大規模な人道的取り組みを可能とする

「 3H（保健、飢餓追放及び人間性尊重）の補助金プログラム」を創設
（この助成金は2013-14（09-10）年度に廃止）

1979年

ロータリーがフィリピンで630万人の児童へポリオ予防接種活動を開始
※３-H補助金プロジェクトの第1号

1980年

「予防接種を通じてポリオを撲滅する」
ことがロータリーの目標にする。

２．ロータリー財団の歴史

1978年
大規模な人道的取り組みを可能とする

「 3H 補助金プログラム」を創設
（この助成金は2013-14（09-10）年度に廃止）

1979年

ロータリーがフィリピンで630万人の児童へ
ポリオ予防接種活動を開始

※３-H補助金プロジェクトの第1号

1980年

「予防接種を通じてポリオを撲滅する」
ことがロータリーの目標にする。
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1981年 恒久基金を設立

1985年 ポリオプラス・プログラム を 創設

1988年 世界ポリオ根絶推進活動（GPEI） を 開始
1988年に発足した世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）は 4つの組織 （ロータリー、WHO、CDC、UNICEF)
2007年にビル&メリンダ・ゲイツ財団 2019年にGavi the Vaccine Allianceが加わり、現在は6組織

1999年 ロータリー平和センターの設立

2003年 特定非営利活動法人ロータリー日本財団 設立

2004年 「Every Rotarian, Every Year」（EREY） を 開始

2007年 ビル＆メリンダ・ゲイツ財団が1億ドルのチャレンジ補助金を RI に 授与

２．ロータリー財団の歴史

1985年 ポリオプラス・プログラムを創設
1988年 世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）を開始
1988年に発足した世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）は 4つの組
織 （ロータリー、WHO、CDC、UNICEF)
2007年にビル&メリンダ・ゲイツ財団
2019年にGavi the Vaccine Allianceが加わり、現在は6組織

＝GPEI＝
世界保健機関（WHO）は「戦略担当」技術面や運営面でのサポート
米国疾病対策センター（CDC）は「ウイルス対策担当」流行の調査や感染源の特定
UNICEF（国連児童基金）は「予防接種担当」ワクチンの購入と分配など
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団は「リソース（財源）担当」財政面の援助
Gavi the Vaccine Allianceは「ワクチン予防接種の普及」
ロータリーは「アドボカシー（政府や民間への支援の働きかけ）担当」
その他、各国政府や各地の保健従事者が活動パートナーとしています。
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2008年 未来の夢計画 発案

2009年 ロータリーとUSAID（米国国際開発庁）が国際H2O協力を開始
同 年 一般財団法人ロータリー日本財団 設立

2010年 公益財団法人ロータリー日本財団 認定

2013年 未来の夢計画の試験が終了し新しい補助金モデルが全世界で導入される。

2015年 1988年のGPEI発足以来

ポリオの発症数は99.9％減少
2017年 アトランタ国際大会にて

財団100周年の幕開けとなる

２．ロータリー財団の歴史

2015年 1988年のGPEI発足以来、ポリオの発症数は
99.9％減少

2017年 アトランタ国際大会にて財団100周年を迎える
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2018年 日本ロータリー平和センター恒久基金設立
同 年 ロータリー財団レガシーソサエティ 設立

2019年 ロータリー財団章典の日本語訳版が
初めて国際ロータリーより発行された。

同 年 GPEIのパートナーとして Gavi を正式に追加
同 年 ロータリー災害救援基金 設立

2020年 新型コロナに対し災害救援補助金、グローバル補助金の推進
同 年 RIとビル＆メリンダ・ ゲイツ財団がポリオ根絶資金の上乗せを延長

同 年 東京ロータリークラブ 100周年
同 年 RIと財団理事会は「環境の保全」を新たな重点分野を追加
同 年 8月25日にWHOアフリカ地域の野生型ポリオ根絶が認定された

２．ロータリー財団の歴史

2020年 新型コロナに対し災害救援補助金、グローバル補助金の
推進

同年 ロータリーとビル＆メリンダ・ゲイツ財団がポリオ根絶資金の
上乗せを延長

同年 RIと財団理事会は「環境の保全」を新たな重点分野を追加

同年 アフリカ地域の野生型ポリオ根絶が認定された
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2021年 7月1日より、ポリオプラスへのDDF（地区財団活動資金）の寄贈に対する

WF（国際財団活動資金）の上乗せを100%から50%引き下げ
同 年 7月1日より、グローバル補助金へのDDFの寄贈に対するWFの上乗せを

100%から80%引き下げ

同 年 7月1日より、年次基金（シェア）寄付の5%が
運営費に充てるためにWFとDDFから均等に
差し引かれることに同意した。DDFの繰り越しを5年間に制限

前年度の災害救援補助金、グローバル補助金の推進により

現在は、資金不足により補助金を充てられず止めている

２．ロータリー財団の歴史

2021年 7月1日より、ポリオプラスへの寄贈に対する上乗せを
100%から50%引き下げ
グローバル補助金への寄贈に対する上乗せを100%から80%引
き下げ

年次基金（シェア）寄付の5%が、運営費に充てる。
DDFの繰り越しを5年間に制限

前年度の災害救援補助金、グローバル補助金の推進
により 現在は、資金不足により色々な補助金を充
てられずに止めていることが重要問題とされてお
り、新型コロナに対する補助金も止められていま
す。

また、先程からビル＆メリンダ・ゲイツ財団の名前が出
ておりますが、このお二人は今年の5月に離婚されまし
た。
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［シアトル ３日 ロイター］ - 米マイクロソフ
ト創業者で慈善活動家のビル・ゲイツ氏（６５）
とメリンダ夫人（５６）が３日、

両氏が創設した慈善団体の活動は今後も
協力して行うとしている。
両氏はツイッターへの投稿で「人生の次の段階で夫婦として共
に成⻑できるとはもはや思えない」として、２７年の結婚生活
を終える決断をしたと明らかにした。
両氏は２０００年に創設した慈善団体「ビル・アンド・メリン
ダ・ゲイツ財団」の共同会⻑および理事を務めている。財団
によると、２人は今後もこれらの役割で協力して
活動に取り組むという。
同財団は公衆衛生や教育、気候変動分野を中心に活動し、新型
コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）でもワクチン
メーカーや治療薬開発などへの支援を行っている。
ビル・ゲイツ氏は慈善活動に取り組むため２０００年にマイク
ロソフトの最⾼経営責任者（ＣＥＯ）を退任。１４年まで会⻑
を務め、２０年３月に取締役を退いた。

ロイター通信のホームページより抜粋です。

赤字で強調しておりますが
離婚後も財団の仕事は協力して続けるらしいとおっしゃっております
が、今後どうなるのかは見届けたいと思います。

自分の場合、家の事だけでも色々と大変なので、よその夫婦の事に
ついては触れずに次に進みます。
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３．財団の重点分野 と目標

つづいては 財団の重点分野と目標についてです
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地元地域や世界の為に、持ちうるリソース（資源）を最大限に生かしたい。
これまでの経験から、もっと大きく、持続可能なインパクト（影響力）を

もたらすことを目指して活動をしています。

３．ロータリー財団の重点分野 と目標

現在の重点分野
平和構築と紛争予防 疾病予防と治療
水と衛生 母子と健康
基本的教育と識字率向上 地域社会の経済発展
環境の保護 ※2021年7月1日より補助金申請開始

重点分野に関しましては

２年前までは６つでしたが、2020年6月のロータリー財団の管理員
会会議で新たに環境が加わり、現在の重点分野は７つあります。
今年度の7月1日より補助金申請を開始しております。

詳しいことにつきましては、時間の関係上割愛しますが、ホームページ
に掲載されておりますので各自でご覧になってください。
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国際ロータリーとロータリー財団の2021-22年度目標

優先事項 1の目標 - より大きなインパクトをもたらす

優先事項 2の目標 - 参加者の基盤を広げる
優先事項 3の目標 - 参加者の積極的なかかわりを促す
優先事項 4の目標 - 適応力のを高める

（2020年10月・11月・12月 2021-22年度国際ロータリー理事会 決定59号）

３．ロータリー財団の重点分野 と目標

また、国際ロータリーとロータリー財団の2021-22年度目標の優
先事項は４つあり
その中で、本日は 優先事項 １ について簡単に触れます。
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優先事項 1 の目標 – より大きなインパクトをもたらす

1.ポリオを根絶し、ロータリーの役割を強調する。

2.年次基金とポリオ・プラスへの寄付を増やしつつ、2025年までに恒久基金を
20億2,500万ドルにする。

3.以下の項目の測定可能な影響を改善し、効果的にコミュニケーションする（伝える） 。
a ) クラブによる奉仕活動
b )地区補助金、グローバル補助金、大規模プログラム、ポリオプラス、ロータリー平和センター

4.人道的プロジェクトの世界的な実績（グローバルフットプリント）を向上させるために、政府機関との機会も
含め新たなパートナーシップを構築する。

5.より大きなインパクト（影響力）をもたらすため、プログラムを通じた活動に焦点を当てる。

３．ロータリー財団の重点分野 と目標

優先事項 １ の１番目に掲げている目標に

ポリオを根絶し、ロータリーの役割を強調する と掲げて
あり国際ロータリー と 財団の １丁目１番地 がポリオに関することに
なっています。

そして、第二の優先事項として2025年までに恒久基金を20億
2500万ドルとし、年次基金とポリオプラスへの寄付を増やす事です。
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世界の寄付目標内訳

年次基金 １億２，５００万ドル

ポリオプラス基金
１億２，５００万ドル
（ゲイツ財団からの上乗せ含む）

恒久基金
９，５００万ドル

（２０２５年までに ２０億２，５００万ドル）

その他の基金 ４，０００万ドル

全 体 ４億１，０００万ドル

【ロータリー財団の目標】

こちらが寄付の内訳です。

寄付にに関しまして、本日の例会では１丁目２番地くらい
に軽く聞き流して頂ければと思います。
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4．ロータリー財団の

寄付 と認証 について

続きましては、先日の財団セミナーでは １丁目１番地の説明でしたが

本例会では1丁目２番地になる 寄付と認証について説明してまいり
ます。

さらっと、説明しますので、軽く聞き流してください。

22



4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

寄付について

寄付の種類

① 年次基金 ② ポリオプラス

③ 恒久基金 ④ 災害救援

⑤ その他

寄付の種類は大きく分けて５種類となります。

寄付の種類は大きく分けて５種類あります。

※ 時間状況に応じて①～⑤を読み上げる
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

種類① ・・・ 年次基金

地元や海外で実施されるロータリー財団の幅広い
活動を支援する主な資金源です。

クラブの活動の補助金に反映する年次基金へは毎年ご寄付をいただく事を強く
お願いいたします。

Every Rotarian, Every Year（毎年あなたも 150ドルを）」
ひとりひとりが、毎年、寄付をしてほしいという計画。

当クラブの場合 150ドル×65名（7月1日）＝9，750ドル

ロータリー賞の目標設定金額 ＄7，000

一番目の年次基金です
「年次」とは “毎年続ける” という事で、財団の
「Every Rotarian, Every Year」の取り組みを通じて寄せられる
寄付である。

地元や海外で実施されるロータリー財団の幅広い活動
を支援する主な資金源です。
クラブの活動の補助金に反映する年次基金へは毎年
ご寄付をいただく事を強くお願いいたします。

また、Every Rotarian, Every Yearでは毎年一人150ドル以
上と言われておりますが、こちらは年次寄付に対しての 1 人あたりの
寄付であり、寄付総額を会員数で割ったものではないことになります。

本年度より始まりました「ロータリー賞」の目標では7000ドルになっ
ております。

こちらの目標達成方法は一人あたりではなく「クラブと会員に
よる年次基金への寄付総額」となります
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

年次基金の寄付の方法には大きく分けて３つあります。

1． シェア（使途の配分）

寄付の 47.5％が 3 年後にDDF（地区財団活動資金）に

残り 47.5％は WF（国際財団活動資金）に分割されます。

残りの5％は財団の運営費に充てられます。※2021年7月1日より

2． WF（国際財団活動資金）
グローバル補助金に対する上乗せや、その他財団プログラムの資金等に活用される。

3．重点分野
7 つの重点分野のいずれかを指定して寄付ができます。DDF には分配されません。
※①平和構築と紛争予防 ②疾病予防と治療 ③きれいな水の提供 ④母子の健康 ⑤基本的教育と識字率向上

⑥地域社会の経済発展 ⑦環境の保護

年次基金の寄付の方法には大きく分けて３つあります。

1． シェア（使途の配分）
寄付の 47.5％が 3 年後にDDF（地区財団活動資金）に、残り
47.5％は WF（国際財団活動資金）に分割されます。
残りの5％は財団の運営費に充てられます。※2021年7月1日よ
り

2．WF （国際財団活動資金）ワールドファンド
グローバル補助金に対する上乗せや、その他財団プログラムの資金
等に活用される。

3．重点分野
7 つの重点分野のいずれかを指定して寄付ができます。DDF には
分配されません。

※（地区財団活動資金）と（国際財団活動資金）は読んでおく
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

種類② ・・・ ポリオプラス

寄付は、すべての子どもにポリオ予防接種を行うために生かされます。
この寄付はまた、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団から２倍の上乗せの対象となります。

種類③ ・・・ 恒久基金
恒久基金は、ロータリの活動を末永く支えるための基金です。寄付には大きく分けて５つあります。

1． シェア（使途の配分）
寄付の元金は投資され、投資収益の 50％が DDF に、残りの 50％が WF に均等に分けられます。

2．WF（国際財団活動資金）
運用益の全額が WF になります。
WF は、グローバル補助金に対する上乗せや、その他財団プログラムの資金等に活用される。

二番目のポリオプラスは
RIとロータリー財団が目標と掲げている「ポリオを世界から根絶す
る」という目標の支援のための寄付です。
また、こちらに寄付されると、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団から2倍の上
乗せの対象となります。

三番目は恒久（こうきゅうききん）基金
恒久基金は、ロータリの活動を末永く支えるための基金です。寄付に
は大きく分けて５つあります。

1． シェア（使途の配分）
年次基金とは違いコチラは寄付の 50％づつをDDFとWFに分割さ
れます。

2．WF （国際財団活動資金）ワールドファンド
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

3．ロータリー平和センター
平和センターに指定された寄付は、平和と紛争解決の分野で活躍するリーダーを育成する学術研究やプログラム、
ネットワーク構築のために生かされます。

４．重点分野
7 つの重点分野のいずれかを指定して寄付ができ、利用可能な収益がプロジェクトに活用される。

５．冠名基金
恒久基金25,000 ドル以上で、好きな名前を付けた基金（冠名基金）を設立でき、個別で管理される。
冠名基金を保有されている方は、ご自身の基金に寄付を追加することができる。

3． 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やセンター維持費など、プログラム全
体に係る費用に活用される。

4．重点分野

5.冠名基金
恒久基金25,000 ドル以上で、好きな名前を付けた基金（冠名基
金）を設立でき、個別で管理される。
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

種類④ ・・・ 災害救援基金
地区でも使える災害救援活動や復興活動に生かされます。
この基金への寄付は、特定の災害に指定することはできず、ロータリー災害救援補助金を通じて活用されます。

種類⑤ ・・・ その他の基金

1．承認済みのグローバル補助金事業への拠出
承認されたグローバル補助金事業に対して寄付が出来ます（現金拠出と言う）。

２．冠名指定寄付
グローバル補助金冠名指定寄付、ロータリー平和センター冠名指定寄付、ロータリー平和シンポジウム冠名指定寄付、
平和のための新たな機会：冠名寄付です。

3．その他
その他、臨時に設置された基金

四番目は災害救援基金

災害救援基金はロータリークラブや地区による災害救
援活動や復興活動に生かされ、この基金への寄付は、
特定の災害に指定することはできず、ロータリー災害救
援補助金を通じて活用される。

五番目のその他の基金は

承認されたグローバル補助金、平和センターや冠名指
定寄付、その他、臨時に設置された基金になります。
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

認証について
寄付して頂いた方への感謝のしるしが認証です。ロータリー日本財団は ロータリー財団（TRF)への寄付を取り次ぐ財団
であり、同財団への日本円での寄付は「税制上の優遇措置」が受けられます。

・個人に対する認証
① 「財団の友」会員 ･･･ 年次基金に毎年 100 ドル以上のご寄付をした方。

② ベネファクター ･･･ 遺産計画に財団恒久基金を受益者として指定した方。

または恒久基金に 1,000ドル以上を現金で寄付された方。
白鳥会員、平野会員、岡本会員、上野会員（クラブ累計7名）

つづいて、認証についてです。
初めに個人に対する認証について説明します。

①財団の友・・・年次基金に毎年 100 ドル以上のご寄付さ
れた方
②ベネファクター・・・恒久基金に1,000ドル以上寄付をした
方
当クラブでは 白鳥会員、平野会員、岡本会員、上野会員を
はじめ クラブ累計７名 おられます。
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

認証について

③ ポール･ハリス･フェロー
マルチプル･ポール･ハリス･フェロー

年次基金、ポリオプラス、災害救援基金、承認された財団補助金のいずれかに

1,000 ドル以上を寄付した方。
また、追加で 1,000 ドル以上をご寄付いただくごとに、

「マルチプル・ポール・ハリス・フェロー」として認証されます。

③ポール・ハリス・フェロー・・・年次基金、ポリオプラス、あるい
は財団が承認した補助金に 累計1,000 ドル以上を寄付し
た方。
その後、1,000 ドルごとにマルチプル・ポール・ハリス・フェ
ローが授与されます。
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

ポール・ハリス・フェロー（PHF）
三木（曉）会員、山田会員、白鳥（政）会員、赤星会員、鶴岡会員、小池（清）会員、川島会員、始関会員、
加藤（利）会員、津留会員、西村（美）会員、深川会員、藏内会員、長田会員、山本会員、三宅会員、
平野会員、岡本会員、西村（芳）会員、上野会員、本郷会員、宮地会員、宮武会員、小泉会員、野口会員

（クラブ累計120名）

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
三木（曉）会員、白鳥（信）会員、小池（紗）会員、加藤（初）会員、伊藤会員、高澤会員、篠田会員、
万崎会員、福原会員、箕輪会員、宮坂会員、角谷会員

（クラブ累計45名）

ポール・ハリス・フェロー（PHF）（クラブ累計120名）

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー （クラブ累計45名）
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

認証について

④ メジャードナー（MD） ･･･ 累積寄付の合計が 10,000 ドルに達した

個人または夫妻。
白鳥会員（Level2）、西村会員（Level1）

⑤ アーチ・クランフ・ソサエティ（AKS）
累積寄付の合計が 250,000 ドルに達した個人または夫妻。

⑥ レガシー・ソサエティ
恒久基金に 100 万ドル以上の寄付を誓約された個人または夫妻。

⑦ 遺贈友の会 (Bequest Society) 
遺産計画で、10,000 ドル相当以上のご寄付を誓約した個人または夫妻。

④メジャードナー・・・寄付の分類が関係なく寄付の累
計が10,000 ドルに達した個人または夫妻。
白鳥会員（Level2）、西村会員（Level1）の２名

⑤アーチ・フランク・ソサエティ・・・寄付の分類が関係な
く寄付の累計が250,000 ドルに達した個人または

夫妻。
⑥レガシー・ソサエティ・・・恒久基金に100万ドル以上
の寄付を誓約（せいやく）などをされた個人または夫婦
が会員となる。

⑦遺贈友の会（いぞう とものかい）・・・遺産計画で、
1万 ドル相当以上のご寄付を誓約（せいやく）した個人
または夫妻が「遺贈友の会」会員となります。
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

認証について

⑧ ポール・ ハリス・ ソサエティ（PHS）
PHSは年次基金、ポリオプラス、または承認した財団補助金へ、一括または１年間の合計で
毎年合計 1,000 米ドル以上の支援を約束いただける方の認証である。
約束を果たされている限りPHSの会員で肖像写真と略歴が掲載されます。

1000米＄（1年間）÷365日＝2.7米$

110円（ １米$）× 2.7米$＝297円（1日）

PHS（$1000）⇒10年後（$10,000：MD）⇒25年後（$250,000：AKS）

⑧ポール・ ハリス・ ソサエティ・・・PHSは年次基金、ポ
リオプラス、または承認した財団補助金へ、一括または１
年間の合計で毎年合計 1,000 米ドル以上の支援を
約束いただける方の認証である。約束を果たされている
限りPHSの会員となります。

財団セミナーでは、1000ドルを365日で割ると、一日
当たり2.7ドル 日本円にしますと1日297円
１日約300円の寄付を続けてまいりますと、初めの１年
でポールハリスフェロー、10年後にはメジャードナー、
25年後にはアーチ・クランフ・ソサエティの認証に繋が
るので頑張ってほしいとセミナーでは力を入れて説明さ
れておりましたが、本日は時間が無いので次に進みます。
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

認証について
・クラブに対する認証

① 100％ロータリー財団寄付クラブ
② 100％ポール・ハリス・フェロー・クラブ
③ 100％ポール・ハリス・ソサエティ・クラブ
④ 100％Rotary'sPromiseクラブ
⑤ 毎年あなたも 150 ドルを（EREY：EveryRotarianEveryYear）クラブ
⑥ 年次基金の一人当たりの寄付が地区で上位３クラブ

・冠名の機会
寄付者または特定の方のお名前のついた冠名基金または冠名指定寄付としてご寄付
いただくことも可能です。

その他にも、クラブに対する認証制度などあります
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寄付分類 寄付分類の詳細 MD/ASK ベネファクター
PHF/MPHF/

PHS
RFSM/年次基
金寄付ｾﾞﾛｸﾗﾌﾞ

年次基金－シェア 寄付金は3年後に、シェアシステムを通じて、利用されます。

○ 対象

× 対象外 ○ 対象 ○ 対象

恒久基金ーシェア 元金はそのままに利用可能な収益が、シェアシステムを通じて、利用されます。 ○ 対象 × 対象外

× 対象外

ポリオプラス ポリオ撲滅活動を支援します。

× 対象外 ○ 対象

グローバル補助金 指定したグローバル補助金に使われます。

冠名基金
恒久基金累計25,000ドル以上で冠名基金を設立できます。
元金はそのままに利用可能な収益が、設立の同意書で指定した使途に利用されます。
Eで始まる基金番号を入力してください。

○ 対象 × 対象外

年次基金
（基本的教育と識字率向上、疾病予防と治療、経済と地
域社会の発展、母子の健康、平和と紛争予防／紛争解
決、水と衛生）

寄付金は3年後に、指定した重点分野のプロジェクトに使われます。

× 対象外 ○ 対象 ○ 対象

年次基金（国際財団活動資金（WF）） 寄付金は、WFを通じて利用されます。

恒久基金（ﾛｰﾀﾘｰ平和センター（基金指定なし）） 元金はそのままに利用可能な収益が、ロータリー平和センタープログラムに使用されます。

○ 対象
× 対象外 × 対象外

恒久基金
（基本的教育と識字率向上、疾病予防と治療、経済と地
域社会の発展、母子の健康、平和と紛争予防／紛争解
決、水と衛生）

元金はそのままに利用可能な収益が、指定した重点分野のプロジェクトに使われます。

恒久基金（国際財団活動資金（WF）） 元金はそのままに利用可能な収益が、WFを通じて利用されます

冠名指定寄付
一括15,000ドルまたは30,000ドル以上で、寄付は全額指定したプロジェクトに使われます。
プロジェクトに寄付者の名前を付けることができます。 × 対象外

略式用語
＜RFSM＞ 財団の友会員 ＜PHF＞ ポール・ハリス・フェロー ＜MPHF＞ マルチプル・ポール・ハリス・フェロー ＜PHS＞ ポール・ハリス・ソサエティ 会員
＜MD＞ メジャードナー ＜AKS＞ アーチ・クランフ・ソサエティ

寄付と認証の関係に関しては、対象になるものと対象外になるもの
がありますので、気を付けてください。
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

寄付の方法ついて
ご寄付の方法につきましては、主に以下が挙げられます。

① 銀行振込による寄付
1）寄付者を確認する（個人、法人、クラブ、地区、ゾーン）
2）寄付の分類や希望する認証を決める

寄付の種類：年次基金、災害救援基金、ポリオプラス、恒久基金、冠名基金、その他
認証の種類：財団の友、ポール・ハリス・フェロー/マルチ・ポール・ハリス・フェロー、マルチ・ポール・ソサエティ、

メジャードナー、アーチ・フランク・ソサエティ、ベネファクター、レガシー・ソサエティ等）

3）寄付送金明細書を記入する
（通信欄、送金情報、寄付者名、ローマ字名、ID番号、寄付分類、円金額、＄金額）

4）寄付金を指定口座へ送金する

続いては寄付の方法についてです。
寄付の方法には３つの方法があります。

まず一つめに、銀行振込に寄付です。
寄付明細書を記入し、寄付金を指定口座へ送金します。

寄付明細書は2790地区のホームページからダウン
ロードできます。
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

寄付の方法ついて

② オンライン（My ROTARY）による寄付 ※クレジットカード決済

1）My ROTARYにログイン後、画面右上の「ご寄付」をクリック
2）寄付分類や寄付金額、寄付者の情報やクレジットカード情報などの入力。

今回の寄付を、追悼寄付／記念寄付として手続きすることもできます。
３）間違いがないか確認し、「送信」ボタンをクリックしてくだい
4） 「送信」後、今回の寄付の内容がもう一度表示されます。

確認画面として印刷し、保管してください。
また、手続き画面にて、「寄付の種類」で「定期寄付」を選択すれば、設定した金額（日本円）が自動的にク
レジットカードで寄付されるよう設定することができます。
選べる頻度： 月に一度／四半期に一度／毎年

２つめにMy Rotaryからによる寄付で、こちらはクレ
ジットカード決済となります。
こちらはMy Rotaryからご自身のIDで入っていただい
て寄付の画面の指示に従っていただけたら寄付の手続
きができます。

また、①も②も個人で寄付した場合には事務局へ報告
をお願いします。

①も②も手間がかかって面倒だなと思われる方の為に
３つ目の方法ですが、
銀行振り込みやオンラインでの手間を十分にご理解し
ていただいた上で
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

寄付の方法ついて

③①と②の手間を十分理解した上で事務局

（川島さん）に

甘えちゃう�
（お願いする）

※現金のみ。手間賃＆チップは各自でご負担願います（笑）

事務局の川島さんにお願いしちゃう。
こちらは、現金のみとなっております。

38



4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

税制上の優遇措置について
ロータリー日本財団
公益財団法人ロータリー日本財団を通じて日本円で寄付されますと、確定申告を行うことにより寄付金額控除の対象

となります。但し、外貨での寄付は対象となりません。

税制上の優遇措置
公益財団法人ロータリー日本財団への個人、法人からのご寄付は、確定申告を行うことにより税制上の優遇措置の対象

となります。個人の寄付金に対する優遇措置は「所得控除」または「税額控除」のいずれかを選択することができます。
「税額控除」には、確定申告の際「領収書」のほかに、「税額控除に係る証明書」が必要となります。
詳しくは国税局のホームページ（個人・法人）、または最寄りの税務署にお問い合わせください。

確定申告用領収書の発送時期
会員個人による寄付については、所属クラブにまとめて送付されます。7月から12月までの分は翌年1月末に。1月から

6月までの分につきましては、同年7月末に送られます。
法人および会員以外の個人による寄付については、随時領収書が発行されます。

寄付された際には、個人、法人ともに税制優遇措置の
対象となります。
詳しくは、国税局のホームページや最寄りの税務署に
相談してください。
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

財団認証ポイントについて
・財団認証とは？

財団認証ポイントとは、年次基金またはポリオプラスを通じてロータリー財団に

寄付をした方、あるいは財団補助金の提唱者負担金として寄付をした方に授与
されるものです。これらの寄付をした方には、１米ドルにつき１ポイントが与えられます。

恒久基金への寄付は財団認証ポイントの対象とはならないことにご留意ください。

寄付者は、自分の認証ポイントを他の人に移譲して、自分以外の人を

ポール・ハリス・フェロー（またはマルチプル・ポール・ハリス・フェロー）にすることができます。

財団認証ポイントは、寄付者が亡くなるまで、または寄付者がポイントを使い切るまで、寄付者ご本人のものとし
て保存されます（ただし、大口寄付者が亡くなった場合はその配偶者が認証ポイントを使用することができます）。

財団の認証ポイントは年次基金・ポリオプラス・ロータ
リー財団が承認した補助金プロジェクトへ財団を通して
寄付をされた際に、１米ドルにつき１ポイントが与えられま
す。
寄付者は認証ポイントを移譲して、他の人をポール・ハ
リス・フェローまたはマルチプル・ポール・ハリス・フェ
ローにすることができます。

※時間と会場の雰囲気によって
楽天ポイントとは違い買い物はできません。
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4．ロータリー財団の寄付 と認証 について

財団認証ポイントについて
・財団認証を移譲するには？

一度に移譲できるのは最低100ポイントとなり、認証ポイント移譲の要請書式
を提出する際に承認の署名が必要となります。

申請書の PDF ファイルは MyROTARY からダウンロードします。

全てアルファベットで記入し、署名欄以外はタイプで入力して下さい。
・個人が所有する認証ポイントの移譲を承認できるのは、寄付者ご本人のみとなります。
・クラブが所有する認証ポイントの移譲を承認できるのは、クラブ会長のみとなります。
・地区が所有する認証ポイントの移譲を承認できるのは、地区ガバナーのみとなります。
寄付者個人の認証ポイントをクラブまたは地区に移譲することはできない場合があります。

また、こちらのポイントは自分自身やクラブには
移譲できません。

寄付と認証については、ここまでになります。
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５．なぜ、ポリオ！？

続きましては なぜ、ロータリーはポリオに力を入れてい
るのかについて説明します

42



５．なぜ、ポリオ！？

ポリオとは？

「脊髄性小児まひ」とも呼ばれ、ポリオウィルスによって

発症する疾患です。

特に感染しやすいのは5歳未満の子どもですが、まれに成人でも発症する場合

があります。

したがって、ロータリーでは小児まひ ではなくポリオ と呼んでいます。

まず、ポリオとは？

「脊髄性小児（せきずいせいしょうに）まひ」とも呼

ばれ、ポリオウィルスによって発症する疾患です。

感染力が強く、特に感染しやすいのは5歳未満の子どもで
すが、まれに成人でも発症する場合があります。

したがって、ロータリーでは小児まひ ではなくポリオ と

呼んでいます。
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５．なぜ、ポリオ！？

ロータリーの最優先項目は、”ポリオの根絶”

1985年より、ロータリーはポリオプラスプログラムを開始

地球上に野生株のポリオウィルスが根絶されない限り、どこかでまたポリオウィルスが蔓延
をし、また新たな子供たちが疾患をする可能性が高まります。

ロータリーは、子どもたちとポリオを根絶する約束をしてきました。

これまで25億人以上の子どもたちにワクチン投与をし、

発症数を99.9％減少させてきました。

ロータリーの最優先項目は、

”ポリオの根絶”
1985年より、ロータリーはポリオプラスプログラムを

開始し、ロータリーは、子どもたちとポリオを根絶する約束をしてき
ました。

これまで25億人以上の子どもたちにワクチン投与

をし、発症数を99.9％減少させてきました。

その歴史については次のページからになります
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↓ ポリオ撲滅運動 ↓

紀元前1580-1350 ポリオ後遺症患者を描いたと考えられる古代エジプトの石碑が見つかる。

1894年 米国史の記録に残る初のポリオ大流行（バーモント州）。18人が死亡、132人のまひ症状が報告される。

1905年 スウェーデンの内科医オットー・イヴァー・ヴィックマンが

ポリオは人から人に感染する病気であり、症状のない人もポリオに感染している可能性があることを指摘。

1908年 ウィーンの2人の医師、カール・ラントシュタイナーとアーウィン・ポッパーが、ポリオがウイルス感染による病気であることを発表。

1916年 ニューヨーク市でポリオの大流行が発生し、2,000以上が死亡。

米国全土でも約6,000人が命を落とし、さらに数千人がまひ障害に。
1929年 フィリップ・ドリンカーとハーバード大学のルイス A. ショーが、ポリオによるまひで呼吸不全となった患者のために

「鉄の肺」とよばれる人口呼吸器を発明。
1955年 ジョナス・ソーク博士が開発したワクチンが「安全で効果的である」と宣言される。
1960年 アルバート・セービン博士が開発した経口ポリオワクチンが米国政府から認可される。

1979年 フィリピンの600万人以上の子どものためにポリオワクチンを購入・輸送・接種するプロジェクトがロータリークラブにより開始。
1985年 国際ロータリーが、民間による国際的な公共保健イニシアチブとしては史上初かつ最大規模となる「ポリオプラス」を開始。
1988年 国際ロータリーと世界保健機関（WHO）が「世界ポリオ撲滅推進活動」（GPEI）を立ち上げる。

当時の症例数は、125カ国で推定35万件以上。
1994年 「ポリオ撲滅認定のための世界委員会」が、南北アメリカ大陸からポリオが撲滅されたことを発表。
1995年 中国とインドで、保健従事者とボランティアによりわずか1週間で1億6500万人の子どもにワクチンが投与される。

ポリオのない国のロータリー会員が世界のポリオ撲滅活動を支援するため、「ポリオプラス・パートナー」プログラムを立ち上げる。

ポリオに関する最近の歴史＆根絶活動の主な進展

ポリオについては、紀元前1580年頃のエジプトの石碑に描かれて
るのが見つかったのが始まりとされています。

その後も、色々と感染した記録はあるみたいですが。。。
1894年（127年前）に、ロータリーのお膝元であるアメリカでもポ
リオが大流行したたそうです。
その後、1955年には世界中でポリオが流行します。

1979年にロータリーがフィリピンの6３0万人の子どもにポリオワ
クチン接種が開始されます。
ここからロータリーの歴史でポリオ撲滅運動について出てきます。

1985年 「ポリオプラス」を開始。
1988年 「世界ポリオ撲滅推進活動」（GPEI）を立ち上げる。
1994年 南北アメリカ大陸からポリオが撲滅されたことを発表。
1995年 「ポリオプラス・パートナー」プログラムを立ち上げる。
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2000年 5億5000万人（世界人口の10分の1近く）という記録的な数の子どもに経口ポリオワクチンが投与される。
オーストラリアから中国にわたる西太平洋地域でのポリオ撲滅が宣言される。

2003年 12カ月間のキャンペーンでロータリー財団が1億1900万ドルの募金に成功。
ポリオ撲滅へのロータリーからの寄付総額が5億ドルを超える。常在国の数は6カ国となる
（アフガニスタン、エジプト、インド、ニジェール、ナイジェリア、パキスタン）。

2004年 アフリカの23カ国で8000万人の子どもを対象に一斉に全国予防接種日が実施される。
アフリカ大陸で最大規模の一斉ポリオ予防接種活動となる。

2006年 ポリオ常在国数が4カ国に（アフガニスタン、インド、ナイジェリア、パキスタン）。
2009年 ポリオ撲滅に対するロータリーからの寄付総額が約8億ドルに。1月、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団が、ロータリーからポリオ撲滅

に2億ドルを寄付することを条件に、ロータリーに3億5500万ドルの補助金を提供することを発表。その結果、世界ポリオ撲滅
推進活動に合計5億5500万ドルが寄付される。

2011年 ロータリーがポリオ撲滅の新しい啓発キャンペーン「あと少し」を立ち上げ、各界の著名人がこれに参加。参加した著名人には、
ビル・ゲイツ、ジャッキー・チェン（俳優）、デズモンド・ツツ（ノーベル平和賞受賞者）、イツァーク・パールマン（バイオリニスト）、
アンジェリーク・キジョー（グラミー賞受賞歌手）、ジェーン・グドール（動物行動学者）などが含まれる。
ポリオ撲滅へのロータリーの寄付総額が10億ドルを超える。

2012年 インドで丸1年にわたりポリオ症例が確認されなかったことを受け、同国がポリオ常在国リストから除外される。
これにより、ポリオ常在国数は3カ国のみに。ロータリーが予定より5カ月以上早く「2億ドルのチャレンジ」の募金目標を達成。

2014年 インドで3年間、野生型ポリオウイルスによる新規症例が確認されなかったため、世界保健機関（WHO）が東南アジア地域の
ポリオ撲滅を認定。ポリオの症例は1988年以来、99％減少。

2019年 ナイジェリアでは、丸3年間、野生型ポリオウイルスによる新たな感染者が出ていません。
2020年 世界保健機関（WHO）がアフリカ地域の野生型ポリオ無発生を認定。

ポリオ常在国数が２カ国に（アフガニスタン、パキスタン）。

その後、ワクチン接種がどんどん進み各地域で撲滅宣言がされて
2020年には、アフガニスタンとパキスタンの2カ国だけとなりました。

ちなみに日本におけるポリオは、1940年代頃から全国各地
で流行がみられ1980年の1型ポリオの症例を最後に、
1981年以降、野生株ポリオウイルスによる発症例は報告さ
れていません。また、カンボジアでは1997年が症例が最後
であり、その後2000年10月に開催された国連の京都会議
において、この地域でのポリオ根絶宣言がなされた。
※厚生労働省HP,国立感染症研究所HP

※時間に応じて
また、ポリオの歴史について知りたい方は、財団のホームペー
ジもしくは英文表記ですがGPEIのホームページにもあります
ので、グーグル先生に翻訳してもらって見てください。
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１９５５年グリーンランド

西サハラ

ポリオなし

ポリオあり

地図で表しますと
赤い国がポリオ常在国、灰色がポリオ非常在国になっ
ています。

1955年では
グリーンランド と 西サハラ の人があまり住んでいない
エリアだけポリオの発生がない状況です。

その後の流れです
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１９６１年

ポリオなし

ポリオあり

その後の流れです
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１９７０年

ポリオなし

ポリオあり
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１９８０年

ポリオなし

ポリオあり
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１９９１年

ポリオなし

ポリオあり
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２０００年

ポリオなし

ポリオあり
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２０１０年

ポリオなし

ポリオあり
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２０２０年

アフガニスタン

パキスタン

ポリオなし

ポリオあり

2020年では常在国がアフガニスタンとパキスタンの
２カ国だけとなっています。
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ポリオ 国 2021年
4/20迄

2020年
（通年）

2019年
（通年）

2018年
（通年）

2017年
（通年）

2016年
（通年）

常在国
パキスタン 1 84 147 12 8 20

アフガニスタン 1 56 29 21 14 13

常在国以外 ナイジェリア 0 0 0 0 0 4

世界合計 2 140 176 33 22 37 

野生株によるポリオ発症例数

３年連続で発症数 0が続きますと、WHOから根絶の認
定をしてもらえます。

ナイジェリアは2017年から0が続き2020年に撲滅
宣言されました。
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５．なぜ、ポリオ！？

費用について

ロータリーの支出の内、一番多いのが「ポリオ根絶活動」です。
2020-21年度ポリオプラスプログラムに１億５１８０万ドル（総支出の約半分）
の支出がなされました。

なぜここまで費用がかかるのかというと…
・毎年４億人以上の子供たちへの予防接種
・予防接種をするために、１５万人以上の保健従事者の雇用

費用について

ロータリーの支出の内、一番多いのが
「ポリオ根絶活動」です。

2020-21年度ポリオプラスプログラムに

総支出の約半分になる１億５１８０万ドルを支出
されました。

なぜここまで費用がかかるのかというと…

・毎年４億人以上の子供たちへの予防接種
・予防接種をするために、１５万人以上の保健従事
者の雇用
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５．なぜ、ポリオ！？

ポリオプラスの”プラス”とは？
当初、「プラス」は、子どものかかりやすい他の伝染病（はしか・結核・ジフテリア・百日咳・
破傷風）の5つの同時追放を目指してプラスという言葉を使っていました。

現在は、ポリオ撲滅の取り組みにより築かれたインフラや協力体制の
ノウハウを、他の疾病対策に生かしていくことを意味しています。

ロータリーのポリオ根絶活動の恩恵
ポリオ根絶のために築かれてきた「インフラ」や「協力態勢」は、2014年のエボ
ラ出血熱の封じ込めや、2020年の新型コロナウィルス流行への対応にも役
立っています。

ポリオプラスの”プラス”とは？
当初、「プラス」は、子どものかかりやすい他の伝染病の追放を目指し
てプラスという言葉を使っていました。

現在は、ポリオ撲滅の取り組みにより築かれたイン
フラや協力体制のノウハウを、他の疾病対策に生
かしていくことを意味しています。

ロータリーのポリオ根絶活動の恩恵
ポリオ根絶のために築かれてきた「インフラ」や「協力態
勢」は、エボラ出血熱の封じ込めや、新型コロナウィルス
流行への対応にも役立っています。
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５．なぜ、ポリオ！？

ポリオを撲滅する５つの理由
① 人びとの生活を改善

ポリオ根絶活動のおかげで、身体まひにならずにすんだ人の数は1900万人
命を落とすことのなかった人の数は150万人に上ります。

② 未来への投資
ポリオが根絶されなければ、今後10年間に、毎年20万人の子どもが身体まひ
になる可能性があります。 ポリオの根絶は、世界中の子どもに、より安全な世界
を贈ることなのです。

③ 子供の健康を改善
ポリオ撲滅のサーベイランスや予防接種活動では、ビタミン欠乏やはしかといった
ほかの保健問題の検査も行われるため、早めに対処することができます

ポリオを撲滅する５つの理由
① 人びとの生活を改善

ポリオ根絶活動のおかげで、身体まひにならずにすんだ人の数は
1900万人命を落とすことのなかった人の数は150万人に上ります。

② 未来への投資
ポリオが根絶されなければ、今後10年間に、毎年20万人の子ども

が身体まひになる可能性があります。 ポリオの根絶は、世界中の子
どもに、より安全な世界を贈ることなのです。

③ 子供の健康を改善
ポリオ撲滅のサーベイランスや予防接種活動では、ビタミン欠乏や

はしかといったほかの保健問題の検査も行われるため、早めに対処
することができます
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５．なぜ、ポリオ！？

ポリオを撲滅する５つの理由
④ 医療費の削減

ポリオのない世界を実現することで、今後20年間で、400～500億ドルの資金が
節約でき、世界経済にも良い影響をもたらします。

⑤ 歴史をつくる
ポリオが世界から根絶されれば、天然痘に続いて２番目に根絶される疾病となり、
歴史上で最も偉大な公共保健での達成の一つとなります。

④ 医療費の削減
ポリオのない世界を実現することで、今後20年間で、400～500

億ドルの資金が節約でき、世界経済にも良い影響をもたらします。

⑤ 歴史をつくる
ポリオが世界から根絶されれば、天然痘に続いて２番目に根絶され

る疾病となり、歴史上で最も偉大な公共保健での達成の一つとなり
ます。

言い方を変えたら、長い歴史の中でまだ、天然痘（てんねんとう）しか
根絶されていない為、加藤会員が以前 自分たちの身の回りは「うん
ちとおしっこだらけ」というのもわからなくはないと思います。
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『私たちは、自分のためだけに生きるべきでは
ありません。誰かのために

“よいこと”
をする喜びのために生きるべきです』

ロータリー財団の創始者 「アーチ・クランフ」

【Doing good in the world】

こちらは創始者のアーチ・クランフさんの言葉です。

ご寄付をしていただいて
“よいこと”をする喜びを感じて頂けたらと思います。
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みんなが健康でこそ豊かな地域社会となると、ロータリー
は信じています。だからこそ私たちは、25億人以上の子ども
へのポリオ予防接種を粘り強く続けてきました。
「世界を変える行動人」である私たちが 目指すのは、

人びとの命を奪う疾患を撲滅すること。

Rotary.orgからあなたもご参加ください

こちらは今年のポリオ撲滅ポスターとEND POLIO NOWの
ロゴです。

赤い枠の中に書かれている言葉です。

みんなが健康でこそ豊かな地域社会となると、ロータリーは信
じています。だからこそ私たちは、25億人以上の子どもへの
ポリオ予防接種を粘り強く続けてきました。「世界を変える行
動人」である私たちが 目指すのは、

人びとの命を奪う疾患を撲滅すること。

本日、END POLIOのバッジをつけてきましたけど、
こちらは篠田年度の時に当時の幹事でした福原さんから頂い
てからずっと机にもらった状態のまま置いてあり、今日はじめ
て袋から取り出して付けてまいりました。

61



毎年１０月２４日は

「世界ポリオデー」
ポリオワクチンを開発した

ジョナ・ ソーク博士 の

誕生日 １９１４年１０月２８日 を

記念して定められたこの日の前後に

世界中のロータリークラブや

地区がポリオ撲滅を目的とした

イベントを実施しています。

また、毎年１０月２４日は
「世界ポリオデー」となっています。

ポリオワクチンを開発した
ジョナ・ ソーク博士 の

誕生日である１０月２８日 の前後に
世界中のロータリークラブや地区が
ポリオ撲滅を目的とした
イベントが実施されます。
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世界ポリオデー
１０月２４日（日）

･祈願プロジェクト（成田山新勝寺）

･世界ポリオデー・ ウォークラリー
（丸の内仲通り～有楽町駅前広場）

･トレインジャック プロジェクト

2021年10月18日(月) ～ 24日(日)
JR東日本の全ての女性専用車及び南部線、横浜線の1編成の
中刷り広告を「END POLIO NOW」でジャックします

2790地区では、成田山新勝寺で祈願プロジェクトを
はじめ、都内ではポリオデー・ウォークラリー。
各地域でトレインジャックも行われます。

コロナ禍で行動しにくいですが、10月24日は頭の片隅
で「今日は世界ポリオデーなんだなと」思っていただけ
たら幸いです。

駆け足になってしまい、勉強不足な点もあったかと思い
ますが以上でロータリー財団の説明を終わりにします。
ご清聴ありがとうございました。
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