
31．ロータリー財団とは 

（2005 年６月 29 日現在） 

ロータリー財団は、１９１７年、米国ジョージア州アトランタで開催された国際大会

において、アーチ・クランフが「全世界的な規模で慈善・教育・その他社会奉仕の

分野でよりよきことをするために基金をつくろう」と提案したことに始まり、１９２８年国

際大会でロータリー財団と名づけられ、１９３１年に信託組織となり、１９８３年に米

国イリノイ州法の法令の下に非営利財団法人となりました。 

  

ロータリー財団を構成する法人会員は国際ロータリーのみであり、ロータリー財

団の正式名称は、「国際ロータリーのロータリー財団」です。国際ロータリーと法的

に組織は違っても、その目的・使命・活動は両者共に一体のものです。 

 

 ロータリー財団は、国際ロータリー会長エレクトを含む理事会メンバーが推薦し、

理事会が選出した１５名のロータリー財団管理委員によって運営されます。国際ロ

ータリー理事会と管理委員会は密接に連携を取り合い協力しています。管理委員

のうち４名は国際ロータリーの元会長です。 

  

ロータリー財団の使命は、２０００年２月の財団管理委員会において新しく改訂さ

れ、「ロータリー財団の使命は、地域レベル、全国レベル、国際レベルの人道的、

教育的、文化交流プログラムを通じて、ロータリーの綱領とロータリーの使命を遂行

し、かつ世界理解と平和を達成しようとする国際ロータリーの努力を支援すること」

と決定されました。 

 

 ロータリー財団の使命である国際活動に、新しく地域レベル、全国レベルの活動

を加えることによってロータリー財団の基盤と範囲がさらに広がることになりました。

人類は一つです。世界中の貧困や飢餓が減少し、社会が向上し、世界が平和に

ならない限り、私たちの夢は実現されません。 

  

私たちのロータリー財団が地域社会や国際社会への奉仕をさらに強化、増大し

ていくためには、奉仕活動の充実と資金面の援助が大変重要になります。この両

者のバランスが十分よくとれてこそ、初めて貧困や飢餓、疾病や障害に悩み、苦し

んでいる全世界の人たちのために奉仕し、世界理解と平和に貢献するという私た

ちの目的が達成できるのです。 

 



３２．ロータリー財団の父アーチ・クランフ 

（2005 年６月 29 日現在） 

国際ロータリー６人目の会長で、ロータリー財団の父と呼ばれるアーチ・クランフ

は立志伝中の人物です。１８６８年にペンシルベニア州カヌートビルの貧しい家庭

に生まれ、まだ幼少の頃、オハイオ州クリーブランドに移住しました。家計の足しに

するために、１２歳で学校を辞めて仕事に就きました。夜間学校に入学し片道４マ

イルの距離を歩いて通いました。その後、クランフは事業で成功を収め、木材会社、

銀行や汽船会社など、数々の企業の社長や副社長に就任しました。 

 

 １９１１年、クリーブランド・ロータリー・クラブの創立会員となったクランフは、ロータ

リーでも、素晴らしい業績を上げました。１９１２年にはクラブ会長になり、１９１６－１

７年度ロータリー・クラブ国際連合会会長になりました。 

 

 クラブ会長としての最後の演説で、クランフは「クラブが今後多くのことができるよう、

非常時基金を築く必要がある」と提案しました。彼はその後、国際ロータリーの新

定款を起草する委員会の委員長として、地区を設け、地区ガバナー職をつくり、年

次地区大会を確立しました。 

 

国際ロータリー会長の時の国際大会で「ロータリーが基金を創り、全世界的な規

模で、慈善、教育、その他社会奉仕の分野で何かよいことをしようではないか」と提

案しました。最初の寄付は２６ドル５０セントでした。 

 

１９２８年のミネアポリスの大会で基金の名称がロータリー基金から、ロータリー財

団に改称されました。しかし１９３２年の基金の残高はまだ５万ドルに過ぎませんでし

た。 

 

 この当時管理委員の一人であったアーチ・クランフは「我々はこの財団を今日、

明日の時点ではなく何年、何世紀の尺度で見つめるべきです。なぜなら、ロータリ

ーは幾世紀にもわたる運動だからです」と述べております。 

 

財団は１９４７年ポール・ハリスの逝去後全世界からポール・ハリスを悼み､寄付が

寄せられ、最初の奨学金プログラムが実現され､アーチ・クランフは、自分の夢が実

現されるのを眼の当たりにすることができました。 

 



33．ロータリー財団の組織 

（2005 年６月 29 日現在） 

国際ロータリーのロータリー財団は国際ロータリーの会長が任命した１５人の管

理委員会が運営しています。１９９5 年の規定審議会で管理委員のうち４人は、元

ＲＩ会長で任期は全員４年と決定しました。 

 

ロータリアンは、ロータリー・クラブを通じて人頭分担金を国際ロータリーに支払

いますが、ロータリー財団は任意の寄付で支えられています。 

 

国際ロータリー理事会と財団管理委員会は緊密に協力しています。４人の元ＲＩ

会長が管理委員を務めるだけでなく、理事会と管理委員会の合同常任委員会が

あり共通の関連事項を審議します。ＲＩの事務総長は、財団の最高執行役員であり、

財務役員であります。ＲＩと財団は、同じ監査人を使い、それぞれが、その計画、会

合、方針、決定を絶えず報告するようにしています。 

 

ロータリー財団地域コーディネーター（Ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｒｏｔａｒｙ Ｆｏｎｄａｔｉｏｎ Ｃｏｏｒ

ｄｉｎａｔｏｒ―ＲＲＦＣ）は、管理委員会によって任命され、財団セミナーを運営すると

共に情報を提供したり、助言をしたりして地区を指導しています。日本からは第１ゾ

ーン、第２ゾーン、第３/第４ゾーン担当の３人が任命されています。 

 

そして２００５年７月からは大口寄付アドバイザー（Ｍａｊｏｒ Ｇｉｆｔｓ Ａｄｖｉｓｏｒ―Ｍ

ＧＡ）、年次寄付アドバイザー（Ａｎｎｕａｌ Ｐｒｏｇｒａｍｓ Ｆｕｎｄ Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ａｄｖｉｓｏ

ｒ―ＡＰＦＳＡ）がゾーンに２～３名任命されます。 

 

地区ロータリー財団委員会（District Rotary Foundation Committee―ＤＲＦ

Ｃ）の役割と責務は、２００３－０４年度から大きく変わりました。地区ガバナ

ーは、ＤＲＦＣ (地区ロータリー財団委員会 )の職権上の委員となります。ＤＲＦ

Ｃと現職のガバナーの兼任はできません。ＤＲＦＣの委員長には、パスト・ガバ

ナーを指名することが望ましく、その任期は３年ですが、理由があれば解任され

る場合もあります。ＤＲＦＣ委員長を任命しなければＤＤＦ（地区財団活動資金）

を利用することができなくなりました。ＤＲＦＣは八つの小委員会（１．補助金 

２．年次寄付 ３．恒久基金 ４．奨学金 ５．研究グループ交換 ６．ポリオ・プラス 

７．学友 ８．世界平和フェローシップ）で構成されます。補助金委員会と年次寄付

委員会は必ず設置するよう要請されています。  



34．ロータリー財団の変遷  

（2005 年６月 29 日現在） 

ロータリー財団の父といわれるアーチ・クランフは１９１６～１７年度

国際ロータリーの６人目の会長に就任しました。その会長のときの国際大

会で「ロータリーが基金を創り、全世界的な規模で、慈善、教育、その他

社会奉仕の分野で何かよいことをしようではないか」と提案しました。最

初の寄付は、アーチ・クランフ会長への記念品の購入資金であった２６ド

ル５０セントがカンザス･シティーＲＣから寄せられました。 

 

１９２８年のミネアポリスの国際大会で基金の名称がロータリー基金か

ら、ロータリー財団に改称され、元ＲＩ会長５人の管理委員が財団を運営

することになり、このとき国際ロータリーとは別に管理することが規定さ

れました。しかし１９３２年の基金の残高はまだ５万ドルに過ぎませんで

した。 

  

最初はアーチ・クランフの夢は単なる夢に過ぎず、何の効果もなく年月が経過し

ました。財団は国際社会に奉仕することを目指しましたが、ロータリアンの心に訴え

ることはできなかったのです。１９４７年１月２７日にポール・ハリスがシカゴの自宅で

亡くなりました。ロータリー財団はポール・ハリス記念基金を呼びかけ、翌年の７月ま

でに１３０万ドルの寄付が集まりました。そして、現在国際親善奨学金と呼ばれる奨

学金プログラムが実現されました。アーチ・クランフは、自分の夢が実現されるのを

眼のあたりにすることができました。 

 

 財団の発展はプログラムを開発したときに始まりました。世界中のロータリアンの

心をとらえたのはプログラムだったのです。奨学金、マッチング・グラントなどのプロ

グラムはロータリーの理想を掲げ、はぐくむものばかりでした。１９７８年の理事会でＲ

Ｉの７５周年記念として３－Ｈプログラムが決定されロータリーは個人奉仕から一歩

踏みだし新しい道を歩みだしました。この３－Ｈプログラムからポリオ・プラス・プログ

ラムやロータリー・ボランティア・プログラムが生まれました。 

  

２００３年７月１日からは地区補助金がスタートしました。ロータリー財団は国際奉

仕と思われていた点を大きく変換させたプログラムで、自国内の社会奉仕にもロー

タリー財団補助金が使えるようになりました。財団プログラムも世界のニーズと共に

多様化されています。 



35．マッチング・グラント 

（2005 年６月 29 日現在） 

ロータリー・クラブや地区は、他の国のために尽くしたいと思い実行に移そうと考

えています。そのようなときに役に立つのがマッチング・グラントです。ロータリー・クラ

ブが他の国のロータリー・クラブを援助するのが世界社会奉仕であり、そのプロジェ

クトにロータリー財団の補助金を申請しますとマッチング・グラントになります。２カ国

以上のロータリー・クラブが協力しあい、それを補うのがマッチング・グラントです。援

助を受ける地域をホスト･パートナーと言い、援助するほうをインターナショナル･パ

ートナーと言います。 

 

プロジェクトは人道的性格のものでなければなりません。奨学金プログラムがあり

ますので､教育的プロジェクトにはマッチング・グラントは授与されません。建設､改

築､運営費などに補助金を使うことができません。識字プロジェクトは教育的プロジ

ェクトではなく人道的プロジェクトと分類されており、人件費は通常認められません

が、識字プロジェクトに限り、講師への謝礼が認められています。 

 

補助金の算出に際しては、ＤＤＦに対しては 1 対 1、現金に対しては 1 対 0.5 と

なります。 

 

25,001 ドル以上 150,000 ドルのマッチング・グラントの場合は、競争制の補助金

で８月１日と１月１日の年２回の締め切り日があります。競争制の場合は、審査があ

りますのでどのような優れたプロジェクトでも、もっと優れたプロジェクトがあれば承認

されない場合もあります。25,000 ドル以下の非競争制の補助金は所定の書類が整

っていれば承認されます。 

 

2005 年 7 月 1 日より、小口のマッチング・グラントは廃止されます。こ

れまでマッチング・グラントに上限が設定されたことはありましたが、下

限は設定されていませんでした。ですが、補助金の額にして 5,000 ドルか

ら 15 万ドルとなり、上限も下限も設定されました。ということはクラブや

地区の提唱者側負担分は現金の場合､10,000 ドル、DDF の場合､5,000 ドル

となります。DDF と現金の場合は、その組み合わせに基づいて算出します。

海外の援助提供者側が寄付金のかなりの部分を調達しなければなりません。

プロジェクト実施地側は、ゼロでも差し支えありませんが、2006 年 7 月 1
日より 100 ドル以上寄付しなければならないことになりました。  



36．地区補助金  
（2005 年６月 29 日現在） 

地区補助金は 2003 年７月にスタートしたロータリー財団の新しいプログラ

ムです。地区やクラブが実施する人道的な社会奉仕プロジェクトまたはロータ

リー・クラブのない国またはほとんどない国のプロジェクトに、この補助金を

使うことができます。  
 
この補助金は､マッチング・グラントと異なり、地区がプロジェクトを実施

する前年度の 3 月 31 日までに財団に総枠を申し込みます。新年度がスタート

すると､補助金が地区に振り込まれます。地区が、地区内クラブのプロジェク

トまたは地区プロジェクトを選考し､補助金を授与します。ロータリー財団に

はプロジェクト終了後､最終報告を提出するだけです。  
 
プロジェクトの例として次のようなものがあります。  

１）ロータリアンが行う植樹 

(植樹を目的とする現金の寄贈は対象となりません。 ) 
２)病院や養護ホームで不特定多数の人が利用できる車椅子等の寄贈 

（特定の人に対する寄贈は対象となりません。）  
３)災害の被害地に救援物資の寄贈 

（金銭の寄贈は対象となりません。）  
４)識字向上のための在日外国人団体等への図書の寄贈 

 
地区補助金は原則的に１年程度で終了し、支出が確定するプロジェクトが

対象となります。建設や改築などのプロジェクトは対象となりません。また、

奨学金の支給のような教育関連のプロジェクトも対象となりません。  
 
また、贅沢品の贈呈､人道的性格に欠けるプロジェクトも対象になりま

せん。対象にならないものに注意を払えば､プロジェクトの範囲はクラブの

創意で無限に広がります。  
 
 先進国では好評のプログラムですが、年次寄付に基づく DDF の 20%が

上限となっています。手続がマッチング・グラントより簡素化されていま

すので、英文では District Simplified Grant と言います。  
 



37．国際親善奨学金  
（2005 年６月 29 日現在） 

国際親善奨学金プログラムは、1947 年に発足したロータリー財団の最初のプログ

ラムで、民間レベルとしては世界最大規模の奨学制度です。ロータリー財団の奨学金

の目的は学生が他の国の教育機関で勉学することによって国際間の理解と友好を増

進することに寄与することです。 

 

奨学金プログラムは、発足以来これまでに 37,000 人以上の奨学生に勉学の機会

を提供してきました。現在は毎年 800 名から 1,１00 名の財団奨学生が海外で勉学す

るだけでなく、ロータリーの活動や地域の行事への参加を通して親善使節として貢献

しています。 

国際親善奨学金制度には次のようなものがあります。 

１)  1 学年度（９カ月）の国際親善奨学金 

2001-02 プログラム年度より旅費を含めた上限支給額は 25,000 ドルです。支給額は

2006-07 年度から 26,000 ドルとなります。 

２)マルチ・イヤー国際親善奨学金 

これは、学位取得を目的とする２年間の奨学金です。支給額は 2004-05 年度は１年に

つき 12,500 ドル、2006-07 年度より 13,000 ドルとなります。奨学生はホスト国の言語に

堪能でなければなりませんし、学位を取得できる教育課程に登録しなければなりませ

ん。 

３)文化研修のための国際親善奨学金 

これは、３カ月または６カ月の語学研修と相手国の文化に溶け込むことを目的とするプ

ログラムです。上限支給額は、現在３カ月の場合 12,000 ドル、６カ月の場合 19,000 ド

ルとなっています。 

４)ジャパン国際親善奨学金 

この奨学金は海外の奨学生に日本で、日本語および日本文化を学ぶ機会を提供す

ることを目的としていましたが、2007-08 プログラム年度より廃止されます。 

 

2005-06 年度には日本から 232 人の奨学生を海外に派遣し、27 人を海外から受

け入れます。毎年、国際親善奨学生の募集要項が各大学に送られます。応募者はク

ラブの推薦を受けなければなりません。応募者を推薦するクラブは、10 月 1 日までに地

区を通して日本事務局財団室に申請書を提出します。12 月 15 日までにそれぞれの

応募者に指定校が通知されます。学生は 6 校（指定校 1 校、承認校 5 校）まで受験で

きます。 



38．世界平和フェローシップ  
（2005 年６月 29 日現在） 

ロータリーは毎年、国際理解と平和を推進した個人や団体を表彰する「ロータリー

国際理解と平和賞」を授与しており、これまでにカーター元米国大統領、緒方貞子元

国連難民高等弁務官等が受賞されました。また、世界各地で「ロータリー平和会議」

を開催し、政府代表や国際関係の専門家と共に、紛争解決と平和を確立する方法を

考え、活動しています。 

 

このような活動を基に、ポール・ハリス没後 50 周年と財団の教育的プログラム創設

50 周年を記念して、財団管理委員会は国際関係を研究するためのセンターを世界

各地に設立する計画をたてました。この計画は 2002 年に実行に移され、世界の 7 カ

国の 8 つの大学に「紛争の解決と平和問題研究のためのロータリー・センター」が 7 か

所設置（デューク大学とノースカロライナ大学チャペルヒル校で一つのセンター）されま

した。日 本 では、国 際 基 督 教 大 学 がロータリー・センターのひとつに指 定 されていま

す。 

ロータリー・センターで学ぶ奨 学 生を世界 平 和奨 学 生と呼んでいましたが、2005

年 2 月の管理委員会で、世界平和奨学金を世界平和フェローシップに、世界平和奨

学生を世界平和フェローに改称しました。 

 

地 区 は世 界 平 和 フェローシップに毎 年１人 の候 補 者を推 薦 できます。世 界 中 の

地区から推薦された候補者の中から 70 人までの世界平和フェローが選ばれます。候

補者は申請時に学士号をもっていなくてはなりません。既に修士号や博士号をもって

いる候補者も応募できます。候補者はこのプログラムの目的とする分野で 3 年ないし 5

年の職歴を必要とし、ホスト国の言語を含めて 2 カ国語以上に堪能でなければなりま

せん。 

 

1 期生と 2 期生の世界平和奨学生のために、50,000 ドルを寄贈した地区はパイオ

ニア地区になりました。3 期生以降の奨学生のために 50,000 ドルを寄贈する地区は平

和推進地区になります。両方を寄贈すると、平和推進パイオニア地区と呼ばれます。

日本のすべての地区がパイオニア地区、平和推進地区、平和推進パイオニア地区の

いずれかになっています。 

 

日本からは、これまでに 1 期生から 4 期まで１１人が世界平和フェローとなりました

が、内 1 人はカナダ在住 6 年で、カナダの地区から推薦されました。 



39．研究グループ交換  
（2005 年６月 29 日現在） 

研究グループ交換 (GSE)は､1965 年にスタートしたロータリー財団国際交

流プログラムです。24 歳から 40 歳までのチームメンバー4 人とロータリアン

のチームリーダーが GSE チームを構成し、2 カ国が GSE チームを交換し、4
週間から 6 週間に亘って相手国を訪問して互いの国の文化や職業について学

ぶもので、2004-05 年度には 446 チームが GSE に参加しました。日本からは

申請は比較的少なく、例年 20 地区位がこのプログラムに参加しています。  
 
ロータリー財団への寄付（主として年次寄付）は年度末に集計し、50％が

WF（World Fund—国際財団活動資金）となり、世界のために使われ、50％
が地区の指定するプログラムに使われる DDF（District Designated Fund—
地区財団活動資金）となります。  

 
寄付額にかかわりなく、すべての地区は、WF を使って、1 口の GSE を申

請する資格があり、また申請するよう奨励されています。WF を使う GSE は、

2002-03 年度から隔年実施でしたが、2005-06 年度より毎年実施できるように

なりました。  
 
地区によっては、DDF を使い、二つ目の GSE を実施するところもあります。 
 
GSE のチームメンバーはフルタイムで雇用されていて、2 年間の職歴がな

ければなりません。これは、チームメンバーがホスト地区で同じ職業に従事し

ている人と交流し、異なる文化の中で自分の職業がどのように遂行されている

のかを知ることが重要なこととされているからです。  
 
ロータリー財団がチームの往復旅費を支給し、ホスト地区が宿泊、国内の旅

行、地区内の見学等の費用を負担します。また、地区は GSE 語学研修補助金

等を財団に申請することができます。  
 
クラブで GSE メンバーの例会出席やホームスティ、名所の案内、職業研修

の場の提供などの要請を受けた場合は、ぜひ積極的に協力をお願いします。受

け入れに協力するロータリアンにとっても国際交流を体験する貴重な機会に

なります。  



40．ポリオ・プラス  
（2005 年６月 29 日現在） 

1980 年代の初めに、ロータリーは世界中の児童にポリオの予防接種をしよ

うという意欲的なプログラムを計画し実行に移しました。この当時ポリオの予

防接種を受けている児童は世界で 20 パーセントに過ぎないと推定されていま

した。  
 
1985 年にロータリーは政府や WHO 等の国際的保健機関と協力して、児童

にポリオ、はしか、ジフテリア、破傷風、百日咳、結核の予防接種を行うため

に１億２千万ドルを集めるという目標を発表し、それから 2 年の間にこの 2
倍の金額を集め、政府や保健機関と協力して、予防接種を希望するすべての開

発途上国にワクチンを提供しました。  
 
このような活動により、1990 年には米州地域で、2000 年には西太平洋地域

で、2002 年にはヨーロッパ地域でポリオ根絶宣言が出されました。しかしま

だ世界の十数カ国でポリオの発生が報告されています。ロータリーは 2002-03
年度ポリオ撲滅募金活動キャンペーンを実施しました。全世界で 8，000 万ド

ル集めようという目標です。  
 
日本では 3 年間（2002 年７月から 2005 年６月まで）に 1,600 万ドルを集

めることを目標としました。世界では１億 3,500 万ドルと目標額を 5,500 万ド

ルを上回りましたが、日本では惜しくも 1,600 万ドルに達しませんでした。  
 
ポリオの発生は 99％の減少という素晴らしい成果を上げましたが、2004 年

初めにナイジェリアでワクチンの安全性に疑問をもたれ、予防接種が一時停止

されたときがあり、周辺諸国にポリオが広がり、2005 年 9 月 27 日現在､ポリ

オの症例数は、1,273 件です。下記の通りです。  
 

イエメン：470 件、ナイジェリア：451 件､インドネシア：240 件、インド：

30 件、スーダン：26 件、パキスタン：17 件､エチオピア：16 件、アンゴラ：

7 件：ニジェール：4 件、アフガニスタン：4 件、マリ：3 件、ソマリア：2
件、チャド：1 件、カメルーン：1 件、エリトリア：1 件。  

 
＊下線部分は発行後、新しい情報に修正した内容です。  



４１．財団寄付の必要性 

（2005 年６月 29 日現在） 

私たちのロータリー財団が地域社会や国際社会への奉仕をさらに高めていくた

めには、奉仕活動の充実と資金面の援助が大変重要になります。  

 

この両者のバランスが十分よくとれてこそ、初めて貧困や飢餓、疾病や障害に

悩み、苦しんでいる全世界の人たちのために奉仕し、世界理解と平和に貢献する

という私たちの目的が達成できるのです。  

 

ロータリー財団のいろいろなプログラムを支えるのは皆さまの寄付です。寄付

のための寄付でなく、プログラムを実施するために必要な資金を集めるという目

的があります。寄付を集め、その資金を 3 年間投資し、3 年後のプログラムに使

います。  

 

ロータリー財団は 1917 年のスタート当初から 30 年間、寄付が集まらず、停滞

しました。1947 年にポール・ハリスが亡くなると、その死を悼み、世界中から寄

付が寄せられました。そして国際親善奨学金プログラムが発足しました。  

 

寄付が奨学金プログラムにおいて結実していく中で、ロータリー財団は大きく

発展していきました。ロータリー財団は次々と新プログラムを開発していき、そ

れにつれ寄付が増えてきました。  

 

ロータリアンの心をとらえるプログラムを開発し、維持増進していくには皆さ

まの寄付が必要です。ロータリーの歩みを振り返れば、最初のトイレ建設という

社会奉仕プロジェクトから始まり、近年はロータリー財団のプログラムが特に目

立つようになっています。  

 

６人目の RI 会長のアーチ・クランフがロータリー財団という概念をロー

タリーの中へ導入しなかったら、ロータリーの今の発展はなかったかもし

れません。  
 

ロータリー財団の財政、ロータリー財団の成果については、毎年､発行さ

れています年次報告を参照して下さい。  
 



42.年次寄付 

（2005 年６月 29 日現在） 

ロータリー財団寄付の種類は大きく三つに分けることができます。 

 

年次寄付 

恒久基金寄付 

使途指定寄付（ポリオ・プラスなど） 

 

その一つの年次寄付は、使途を決めない寄付で、3 年間投資された後に、地区の希

望を汲んだうえ、プログラムに全額使用されます。すなわち 2003-04 寄付年

度のものが 2006-07 プログラム年度へと使われるわけです。皆さまの貴重

な寄付金が人件費や事務費に使われることはありません。  
 

年次寄付を増やそうというメッセージが、“Every Rotarian, Every Year”
（毎年あなたも 100 ドルを）で、会員ひとりひとりがロータリー財団に寄

付するようロータリー財団からお願いするものです。寄付は任意であり、

強制するものではありませんが、“Every Rotarian, Every Year”の推進は、

2004 年 RI 規定審議会でも決議されています。  
 

2004-05 年度の世界の 1 人当たりの寄付は 100 ドルに到達しませんでした

が、日本の 1 人当たりの寄付は 100 ドルを上回りました。しかし、寄付ゼ

ロ会員は日本に 1,500 人以上、寄付ゼロ･クラブも 67 あります。  
 
クラブ会員全員が毎年 100 ドル以上寄付しますと、100％財団の友クラ

ブになります。クラブ会員全員が何らかの寄付をしていて、その平均額が

100 ドルを超えていますと、たとえ､一部のクラブ会員が、100 ドル未満の

寄付であっても、EREY クラブと言います。  
 
財団の友はクラブだけでなく、個人も財団の友になれます。毎年 100 ド

ル以上寄付することを約束した人が財団の友です。昔のポール・ハリス準

フェローと似ていますが、準フェローが寄付の累計 1,000 ドルでポール・

ハリス・フェローになって目的を達するのに対し、財団の友はポール・ハ

リス・フェローになっても 100 ドルを寄付し続けるものです。  
＊下線部分は発行後、新しい情報に修正した内容です。  



43.認証ポイント 

（2005 年６月 29 日現在） 

PHF（ポール・ハリス・フェロー）の人が、1,000 ドル寄付した場合、

自分が 1 回目の MPHF（マルチプル・ポール・ハリス・フェロー）になっ

た上に、他の人を一人 PHF にすることができます。これを認証ポイント (以
前の据え置きクレジット )と言います。また、他の人に 500 ポイントの認証

ポイントを与え、その人に現金で 500 ドルを寄付してもらい PHF になっ

てもらうこともできます（マッチング・クレジット）。この認証ポイントは、

3 年で失効していたときもありましたが、1998～99 年度以降、失効するこ

とがなくなりました。認証ポイントは他の人にあげることができますが、

亡くなった方，退会した方のポイントは使えません。他クラブの人のポイ

ントは、譲る人が承認すれば，受けることができます。  
 

クラブ名で年次プログラム基金やポリオ・プラス、マッチング・グラン

トに寄付した場合、クラブに認証ポイントがつきます。個人で年次プログ

ラム基金やポリオ・プラスに寄付した場合、ポール・ハリス・フェローに

なるための 1,000 ドルを上回った金額から認証ポイントがつきます。例え

ば累計 5,000 ドルに達すれば，4,000 ポイントです。クラブや地区の場合、

ポール・ハリス・フェローになれませんので、1,000 ドル未満であっても

認証ポイントがつきます。  
 

1,000 ドルの認証ポイントをもらって、ポール･ハリス･フェローになっ

てから、1,000 ドルの年次寄付をした場合、1,000 ドルの認証ポイントがつ

き、自分がマルチプル･ポール･ハリス･フェローになったうえ、他の人をポ

ール･ハリス･フェローに指名できます。 

 

1,000 ドルを現金で寄付した、と仮定します。その後、クラブが寄付額の

同額の認証ポイントを 1,000 譲ってくれました。この場合、マルチプル･

ポール･ハリス･フェローにはなりますが、認証ポイントはつきません。 

 

ポール･ハリス･フェローになってから年次プログラム基金やポリオ･プラスに現

金で寄付しますと、認証ポイントがつきます。ポール･ハリス･フェローになって

から、認証ポイントをもらっても、マルチプル･ポール・ハリス・フェローにはな

れても、認証ポイントはつきません。  



44.恒久基金寄付 

（2005 年６月 29 日現在） 

年次寄付は 3 年後にすべて使われます。ロータリー財団が、好不況に関

係なく、プログラムを継続できるように、1980-81 年度に、ロータリー財

団は世界理解と平和のためのロータリー財団基金の設立を決定しました。  
 
この基金への寄付は、投資され、その収益だけが財団プログラムの支援

に使われます。1994 年 11 月に、この基金は、ロータリー財団恒久基金と

改称されました。年次寄付の認証がポール・ハリス・フェローであるのに

対し、恒久基金寄付への認証はべネファクター（後援者）です。ベネファ

クターとは、その資産計画に財団を含めるか、恒久基金に少なくとも米貨

1,000 ドルを寄付した人のことです。ベネファクターの認証には、そのた

めの証書、ポール・ハリス・フェローのピンまたは他のロータリー・ピン

と一緒に着けることのできる記章が含まれています。  
 

200５年６月 30 日現在、ベネファクターの数は約 68,076 人です。2005 年

8 月 31 日現在の恒久基金の純資産は１億 5,780 万ドルです。収益予測額は、

2 億 9,800 万ドルです。  
 

遺贈友の会 

 
恒久基金に遺贈することもできます。これは生前、ロータリー財団に資

産の一部を贈ると遺言することです。遺贈そのものには金額の規定はあり

ません。但し、10,000 ドル以上の遺贈を約束しますと、遺贈友の会のメン

バーとなります。遺贈友の会のメンバーにはクリスタルの置物を贈ります

し、メンバーはベネファクターとして認証されます。遺贈友の会のメンバ

ーは2005 年 8 月 31 日現在 4,459 人です。

 

アーチ･クランフがロータリーの理想を推進するための基金の概念を最

初に提案したとき、ロータリアンが基金寄付を栄誉や特権と思うようなも

のを考えていました。そのちょっとしたアイディアがどこまで発展するか

アーチ･クランフは想像できませんでした。時代の試練に耐えうる財団を築

くうえで、今日、恒久基金寄付は、重要な役割を果たしています。  
＊下線部分は発行後、新しい情報に修正した内容です。  



 

４５．シェア・システム 

（2005 年６月 29 日現在） 

寄付を最も有効に使うことのできるような方法の一つが 3 年サイクルの

シェア・システムです。年次寄付は 3 年後のプログラムの費用として保管

しておきます。3 年サイクルによって、地区はプログラムを計画したり、

奨学生を選考できます。この間、財団は、寄付金を投資して、管理、プロ

グラム運営、寄付増進費用とします。その結果、寄付金は一銭残らず 3 年

後にプログラムに使うことができます。これがシェア･システムです。シェ

ア･システムにより、ロータリー財団は、世界の大規模な非営利団体の中で

最も効率のよいものの一つとして評価されています。  
 

すべての地区年次寄付は、寄付年度末に集計され、二つの活動資金に分

けられます。60％（2003‐04 寄付年度は 2006‐07 プログラム年度に使わ

れますが、この年度から、50 パーセントになります）は地区財団活動資金

(District Designated Fund--DDF)として、地区が使い道を決めることがで

きます。残り 40 パーセントは国際財団活動資金 (World Fund--WF)と呼ば

れ、ロータリー財団がマッチング･グラントや GSE などに効果的に使って

いきます。  
 

例えば、奨学金や地区補助金、大学教員のための補助金は、原則として

DDF を使い、個人向け補助金 (凍結中 )と GSE は WF を使います。マッチ

ング・グラントは、WF も DDF も使います。  
 

２００５－０６年度まで恒久基金寄付は、冠名奨学金基金を除き、利息

の 60%が DDF で、40％が WF です。2007－08 年度からは、50％ずつとな

ります。2006-07 年度に限って、恒久基金利息の支出が凍結されました。

ポリオ・プラス・プログラムは使途指定寄付によって資金を調達し、要請

があれば、すぐ使いますので、WF も DDF も関係ありません。2004－05
年度までは、地区は DDF を、教育的分野、人道的分野、プログラム強化分

野、寄贈分野の四つに配分していましたが、2005－06 年度より、配分の必

要はなくなり、地区のもっている DDF だけ通知され、その中から地区が奨

学金、地区補助金などに随時 DDF を使うようなシステムとなり、使いやす

くなっています。  


