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ガバナー公式訪問報告

ガバナー公式訪問報告

延岡東RC 宮崎北部G 日向RC 宮崎北部G　 

日向東RC 宮崎北部G 日向中央RC 宮崎北部G

2020.7.13

会長：山本　秀輝

同行者：黒木耕作ガバナー補佐、北山勉地区幹事

「不易流行」を地区スローガンに掲げられ、『いつまでも
変化しない本質的なものを忘れず、新しく変化を重ねて
いるものを取り入れて行く。これこそが、永遠に変わらな
いことでもある』という話に感銘を受けました。また、
『ロータリーとは、クラブに入会するというだけでなく、
無限の機会への招待です』も良かったです。

2020.7.14

会長：日髙　秀和

同行者：黒木耕作ガバナー補佐、北山勉地区幹事

日向クラブの公式訪問は３密を避け、近隣４クラブの
公式訪問を時間をずらして１日で行うハードスケ
ジュールの中に行われました。切迫した時間に追われ
てフォーラムをこなされるガバナーの姿が印象的でし
た。数値目標を定めてのクラブ戦略計画の策定に努め
ます。１年間ご指導をよろしくお願いいたします。

2020.7.14

会長：江川　昌義

同行者：黒木耕作ガバナー補佐、北山勉地区幹事

当日は限られた時間でのガバナーアドレスでしたが、
地区目標の18項目について熱心に説明して頂き、今
年の当クラブの目標がより明確化出来ました。また、
地区数値目標（五ヵ年計画）の説明も頂き、改めて当
クラブの長期的視点に立った計画の重要性を再認識し
ました。是非、戦略会議を実施したいと思います。

2020.7.14

会長：那須　一徳

同行者：黒木耕作ガバナー補佐、北山勉地区幹事

会長・幹事懇談会においては、地区ビジョン、活動計
画を数値化した資料のもとお話がありました。ガバ
ナーアドレスにおいてもパワーポイント使用で何れも
分かりやすく具体的に理解できました。我がクラブも
戦略委員会を設置し、分かりやすく数値化して最大の
目標、会員増強につなげていきたいと思いました。
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門川RC 宮崎北部G 延岡RC 宮崎北部G　 

延岡中央RC 宮崎北部G 鹿屋RC 鹿児島東部G

2020.7.14

会長：島田　国雄

同行者：黒木耕作ガバナー補佐、北山勉地区幹事

今年度のロータリー・テーマは「機会の扉を開く」
で、このテーマにそって一つ一つ親切丁寧に教えてい
ただきました。風呂井ガバナーに初めてお会いでき
て、ロータリーの神髄に触れることができる有意義な
一日となりました。ありがとうございました。

2020.7.15

会長：岸上　和男

同行者：黒木耕作ガバナー補佐、久永義伸地区副幹事

コロナの影響で、非常にタイトな時間の中での公式訪
問でした。本年度のRIの方針をわかりやすく説明いた
だきました。「機会の扉を開く」という事が３年前か
らのRI会長のテーマと連動している等やはり直接アド
レスいただくと理解しやすいと感じました。夜の懇親
会では大変盛り上がり、コロナ禍の中、久しぶりの良
い時間を楽しめました。

2020.7.16

会長：吉田　静正

同行者：黒木耕作ガバナー補佐、久永義伸地区副幹事

RIテーマを通して、中核的価値観や戦略的優先事項等の
説明と2730地区のスローガンや重点項目・地区ビジョ
ン・行動計画・数値目標についてのアドレスがありまし
た。今年度は新しくクラブ戦略計画推進委員会を設置。
この委員会の目的は、クラブを強化しロータリーの価値
観を守り続け組織の強化と地域社会のより良い暮らし
の為であると理解しました。

2020.8.12

会長：福重　満広

同行者：村上潤ガバナー補佐、北山勉地区幹事

会長幹事会では、資料に基づきクラブの方針や状況を丁
寧に聞き取られ、クラブの問題点など、活発な意見交換
が出来ました。またガバナーアドレスでは、パワーポイン
トを持参され、RIの方針、地区の方針を分かりやすく丁寧
に説明され、ガバナーの意気込みを感じ、会員も分かり
やすく熱のこもった例会となりました。
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日南RC 宮崎南部G 串間RC 宮崎南部G　 

都城西RC 宮崎西部G 2730ジャパン
カレント 宮崎西部G

2020.8.19

会長：村岡　俊宏

Zoomによる懇談会（集合写真は日南RCからの提供）

様々なご意見、ご提案を頂き当クラブもまだまだ改善
の余地が数多くあると思いました。
一歩一歩できることから始めていきたいと思います。
WEBでは、やり取りがうまくいかない場面があり当
クラブの現状をうまく伝えられなかったことが残念で
す。

2020.8.20

会長：日髙　健次

同行者：坂本哲夫ガバナー補佐、西ノ原庄一ガバナー月信副委員長

まず会長・幹事・エレクト懇談会におきましては我ク
ラブにおけるさまざまな問題点に対しての適切なるア
ドバイスを頂きました。
又、時間短縮で行いました例会の中で短い時間でのガ
バナー・アドレス、不易流行の基本的考えの中で、5年
先、その先をみつめて今我クラブが考えていかなけれ
ばならない事のヒントが少し見えてきた気がします。

2020.8.26

会長：外山　俊明

同行者：田村香代子ガバナー補佐、早川雅子地区危機管理委員長

当クラブは、今年度はクラブ戦略の提起立案の年と考
え会員全員で検討する考えでしたが、ガバナーよりあ
る程度案を出されてはとのことでした。
当クラブでは長期戦略として、数年前から青少年育成
を重点目標としております。

2020.8.30

会長：今柳田幸代

同行者：田村香代子ガバナー補佐、中原浩一ガバナー事務局長

懇談会では「アッセンブリーの内容、クラブの活動状
況、戦略計画等とても充実している素晴らしいクラブ
です。どんどん人を誘って、ぜひ20名を超えるクラ
ブになってほしい」との言葉を頂きました。会員みん
なで作り上げてきた自慢のクラブ、もっと多くの人に
知ってもらい、一緒に取り組める仲間を増やしたいと
強く思いました。
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小林中央RC 宮崎西部G えびのRC 宮崎西部G　 

川内RC 鹿児島北部G 串木野RC 鹿児島北部G

2020.9.1

会長：小堀　正己

同行者：田村香代子ガバナー補佐、久木田弘地区副幹事

本年度地区方針を懇切丁寧に説明いただきました。ま
た当クラブの年度目標に対する運営に関して、適切な
助言、指導をいただきました。そしてクラブの定款や
細則について、ガバナーから具体的なご説明があり、
それらの理解が深まりました。貴重なお時間を頂き、
ありがとうございました。

2020.9.3

会長：石坂乃里子

同行者：田村香代子ガバナー補佐、遠矢達一地区大会実行副委員長

ぜひクラブ会員にお会いしたいというガバナーの思い
を受け、コロナ禍と台風接近の中、100％出席で開催
できてほっと致しました。クラブ現状をよく理解した
上での貴重なご助言ありがとうございました。それを
元に「例会の充実」「マイロータリー登録拡大」「戦
略委員会および危機管理委員会設置」に向けて具体的
に動き始めました。

2020.9.8

会長：影山　俊二

同行者：中村健二郎ガバナー補佐、西ノ原庄一ガバナー月信副委員長

新型コロナウイルスの為クラブフォーラムをなくし、
通常の例会の中でガバナーアドレスをいただきまし
た。今年度はPETSおよび地区協議会も開催できない
中、直接RIや地区の方針をうかがえる機会が得られ、
改めて今後のクラブ運営の参考にさせてもらいたいと
思います。

2020.9.8

会長：鏑流馬祐二

同行者：中村健二郎ガバナー補佐

９月８日に風呂井ガバナーをお迎えして公式訪問例会
を行いました。２日前には台風がかすめて大変な中で
おいでくださいました。懇談会では、当クラブの弱点
である会員の少なさについての話や事業の拡大につい
ての話をさせていただきました。アドバイスをいただ
き参考にしてさらに頑張って会員増強につなげようと
思いました。
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2730地区奨学生一覧（2020学年度）
公益社団法人ロータリー米山記念奨学会
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女

男

男

男

男

女

男

女

女

男

女

男

女

女

女

モンゴル

中国

中国

インドネシア

中国

中国

バングラデシュ

ベトナム

ネパール

インドネシア

ミャンマー

マレーシア

韓国

中国

ベトナム

博士

学部

修士

博士

学部

博士

歯博

学部

医博

博士

博士

学部

薬学

博士

学部

RY038818

RY038821

RY038822

RY038824

RY038833

RY038841

RY038847

RY038848

RY038850

RY040709

RY040711

RY040715

RY040719

RY040722

RY040724

工ンフザヤー，ソロンゴ

趙　航

庄　中原

ヤサ パラグナ　ウマル

叢　瑋

曽　伝濤

ダール，アシス

チュティニュン

ボハラ，マニシャ

サブリアンシャリズキカ
アクバル

キンダゴンウェン

ムサキール イルファン
ビン モハメッド ズルキフリ

金　成禧

陳　珂雨

グェンタインフオン

工ンフザヤー，ソロンゴ

チョウ　コウ

ショウ　チョウヨン

ヤサ　パラグナ　ウマル

ソウ　イ

ソウ　デントウ

ダール，アシス

チュ　ティ　ニュン

ボハラ，マニシャ

サブリアンシャリズキカ アクバル

キンダゴンウェン

ムサキール イルファン ビン モハメッド ズルキフリ

キム　ソンヒ

チン　カウ

グェン　タイン　フオン

奨学生№ 氏名（カナ）

宮崎大学

宮崎大学

営崎大学

宮崎大学

鹿屋体育大学

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

九州保健福祉大学

鹿児島大学

鹿児島大学

資源環境科学

電子物理工学

工学専攻

資源環境科学

スポーツ総合課程

応用生命科学

歯科機能形態学

農業生産

放射線診断治療学

物質情報工学

物質・情報工学

機械設計システム工学

薬学

応用生命科学

農業生産科学

学校名称（専攻） 課程

宮崎

宮崎北

西都

宮崎東

鹿屋西

鹿児島東

鹿児島
サザンウインド

鹿児島東南

鹿児島北

高鍋

宮崎北

佐土原

延岡中央

鹿児島中央

鹿児島城西

世話クラブ性別 国　籍
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.   理事会・評議員会の決議事項
8 月 19 日に開催を予定していた第 26 回理事

会は、新型コロナウイルスの影響からやむなく

開催を断念し、6 月の理事会に続き、書面決議

となりました。一般法人法第 96 条（定款第 37

条）に基づく「理事会の決議の省略」の方法に

より、8月 24 日付で全提案について、原案通

り承認可決する旨の理事会決議があったものと

みなされました。 

【第 26 回理事会の主な議案】 

2020 年度後任評議員候補者／2020 年度理事・

監事候補者／2019 年度事業報告／2019 年度計

算書類／2020 年度収支予算書一部修正 ほか 

また、9月 10 日開催予定の第 11 回定時評議

員会についても、同様の理由で通常開催は回避

し、書面決議となりました。今回は、2 年に一

度の理事・監事の改選が行われ、各地区から推

薦され、理事会の承認を経て上程された全 34

地区の理事候補者と 3人の監事候補者につい

て、全評議員による個別承認方式での承認が行

われました。本件とその他の協議事項（4地区

の後任評議員候補、2019 年度の計算書類の承

認等）を合わせた全 4議案について、一般法人

法第 194 条（評議員会の決議の省略）に基づ

き、9 月 10 日付で承認可決する旨の評議員会

決議があったものとみなされました。 

なお、同日付で、役員候補者指名委員会から

推薦された下記役員候補者について、2020 年

度理事・監事による承認の旨の書面決議が成立

しました。 

. 日本に入国できない奨学生のメッセージ
新型コロナウイルスの水際対策として日本が行っている外国人の入国制限措置により、出国し

たまま 4月以降も日本へ戻ってくることができない現役奨学生がいます。こうした奨学生はメー

ルやＳＮＳで世話クラブと連絡を取りながら、オンラインで例会に参加するなど工夫をしていま

す。母国で日本へ戻る日を心待ちにしている奨学生たちの声を「奨学生報告書」から抜粋して紹

介します。 
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1カ⽉の予定でマレーシアに帰省しました。⽇本
へ戻る⾶⾏機のチケットも取っていましたが、3
⽉末までに 2 回もキャンセルされ、⼿配に奔⾛
するうちに⽇本の⼊国制限が始まり、留学ビザ
の有効期限も切れてしまいました。4 ⽉からは
オンラインで講義を受け、課題をしたり、論⽂を
書くための⽂献を読んだりしました。指導教官
の先⽣とは Zoom で研究の進捗報告や相談
をしています。 
今⽇、秋⽥⼤学から在留資格認定証明書を
いただけたので、⽇本⼤使館のビザ申請センタ
ーが開き次第、申請しに⾏きます！ビザが取れ
たらすぐに⽇本に戻って、和⾷を⾷べて、ロータ
リークラブの皆様に会いたいです。 

⽇本の友達が私を忘れたらどうしよう、⽇本に
いる⼈たちはもう私のことを気にしないだろう、
と思った⽇。カウンセラーからメールが来ました。
定期的な連絡はしていましたが、この⽇のメー
ルは⽇本へ⼊国できるようになりそうだという内
容でした。メールを読んだ瞬間、まだ直接会っ
たことはないが、私が⽇本に帰ることを⼼から
待っていてくれる⼈がいるということに、感動し
ました。 
ぎこちない新しい⽇常に慣れていますが、こうも
考えます。新しい⽇常とは、今までのすべてが
変わるわけではないのかもしれないと。⼈との
間にある温かい真⼼が互いを感動させるという
点では変わらないのだということを。 

マレーシア 
秋田東 RC 

理 事 長：齋藤直美 (2760） 

副理事長：山崎淳一（2830） 水野 功（2750） 

常務理事：井原 實（2770） 相澤光春（2780） 

滝澤功治（2680） 駒井英基（2740） 

業務執行理事：水野 功（2750） 

韓国 
東京新宿 RC 
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. ナイジェリア⼤統領からの称賛
幼い頃に父親を亡くし、経済的理由から母国

大学を中退せざるを得なかったイケンナさん。

働きながらチャンスを待ち、国費奨学金により

日本への留学を果たしました。筑波大学大学院

在籍中の 2018-19 学年度に米山奨学生となり、

現在は博士課程に進学して母国の国内情勢につ

いて研究しています。 

今年 6 月、帰宅中に財布の落とし物を発見し

たイケンナさんはすぐに交番へ届け、報労金の

説明にも「いらないです」と答えて交番を後に

しました。5 日後、落とし主からお礼の電話を

もらってホッとしていたところ、この一連の行

動がナイジェリア大統領の耳に届き、7 月に

「正直で誠実な行動を誇りに思う」という称賛

のメッセージが大統領特別顧問により発表され

ました。このことが話題を呼び、日本の各メデ

ィアにも取り上げられました。 

「日本のロータリア

ンの皆さま、水戸南Ｒ

Ｃのみなさま。米山奨

学金のおかげで私は修

士課程を修了することができ

ました。このご恩をいつまで

も忘れず感謝いたします。人

種・地位・言語によって私を差

別することなく対等に扱っていただきありがと

うございました。私が素敵な経験をする手助け

をしていただきありがとうございました。皆さ

まからしてい

た だ い た こ

と、すべてに

感謝申し上げ

ます」 

.   寄付⾦速報 ― 月の米山月間に向けて ―
8 月までの寄付金は前年同期と比べて 3.7％

減（普通寄付金:4.7％減、特別寄付金:2.0％

減）、約 1,200 万円の減少となりました。 

当会へご報告いただいた 7 月 1日現在の会員

数を昨年同期と比較すると、全国で約 2,200 人

減少しています。また、コロナ禍による困難な

経済状況にもかかわらず、皆さまからご支援い

ただいていることに深く感謝申し上げます。 

当財団は内閣府より「公益財団法人」の認定

を受けているため、当奨学会への寄付金には所

得税、法人税の財政優遇が受けられます。相続

税も非課税となります。 

今年度もぜひ、ご協力賜りますようよろしく

お願いいたします。 

.   今年度の米山月間資料はこちら！
10 月はいよいよ米山月間です。今年も米山

月間用資料を全国の皆さまへお届けします。 

毎年恒例の『豆辞典』は、米山記念奨学事

業についてほぼ網羅されている小冊子。会員

数分お送りしますので、1 人一冊お手元にお持

ちください。また、『米山学友の群像 学友会

特集号』は、「ロータリーの友」に 2 年間連載

した学友会の紹介をまとめた一冊です。その

ほか「クラブ米山記念奨学委員長の手引き

（寄付マニュアル合併）」「2019 年度事業報告

書」「2019 年度決算報告」を送付します。 

追加資料のお申し込みは、同封の「追加資

料申込書」に記載の上、お送りください。 

 

オリエンテーションにて▶

イケンナさんから
メッセージ 

9 月23 日より
順次発送 
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Region 1 & 2 & 3

三地域合同オンラインセミナー報告

本年度から第一地域ARPICを仰せ付かりました、2790地区・柏RCの寺嶋と申します。

皆様には宜しくご指導の程、お願い申し上げます。

過る8月29日、三地域合同の2020-21年度「公共イメージ向上オンラインセミナー」が開催されました。

Zoomを利用しての合同セミナーは、初の試みとの事でございます。

当日は辰野克彦RI理事を始めとし、三地域のRPIC・ARPIC・ARC、及び、国内各地域のDG・GE・GN・公共イメー
ジ向上を担当する各地区委員長など、総勢86名の参加を頂きました。

冒頭の辰野RI理事のご挨拶では、アフリカにおいてポリオが根絶された慶事が報告された一方で、そのマスコミ
報道においてロータリーの果たした功績が触れられなかった事を指摘され、未だロータリーの公共イメージの向
上が手法として不完全である事に対する反省の弁を述べられました。

次いでセッション1では、R3山下皓三RPICが「公共イメージの推進」と題し、公共イメージキャンペーンの実
施・クラブの広報戦略・地域社会でのクラブのイメージの向上について問題提起をされました。

続くセッション2では、R1井原實RPICが「ロータリーのブランド」と題し、ロータリーブランドの認知と一貫性
の重要性、および、ロータリーブランドとクラブ活性化の相関について解説されました。

更にセッション3では、R2服部陽子RPICが「ロータリーの公共イメージを築く」と題し、公共のロータリーへの
理解を深める方法や、好ましいイメージを築く為の心得などについてレクチャーされました。

これらを受けた質疑と事例発表においては、2720地区・早水琢也会員から災害時に出動するキッチンカーと支援
物資の備蓄状況についてや、2530地区・相良元章会員から広く購読されるメディアにロータリー情報を提供する
QRコードを掲載する事業の実施状況など、各地区やクラブにおいても大いに参考となる具体的な実例が報告され、
参加者には極めて有益なセミナーとなったものと思われます。

第１地域ロータリー公共イメージコーディネーター補佐 寺嶋 哲生（柏RC）
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緊急事態発生！ このままではロータリーがなくなっちゃう！！

ここ何年かに亘り、日本の34地区の会員数の増減を見てきました。その最たる特徴は、この2年間の退潮ぶりが
極めて顕著になってきたことです。

Ⅰ まず、直近3年前（2017-2018）の状況を見てみましょう。

2017-2018の状況は、34地区のうち会員数が増加した地区が19地区で＋518人、減少した地区が13地区で－367人、
増減0であった地区が2地区でした。合計で1年間で僅かに151人（1地区平均4.4人）しか増加しませんでした。ご承
知の通り、日本が目指している会員数はとりあえず105,000人（1ゾーンに必要な会員数は35,000人ですので、これ
までの3ゾーンを維持するとすれば、その3倍が必要とされています。）ですが、この年度末の会員数は88,087人、
あと16,913人足りませんでした。このような中、毎年度僅かに150人程度の増加で満足しているとすれば、不足分
の17,000人を達成するには100年以上掛かってしまう計算になります。100年は待てません。

Ⅱ さて、「それでもこの年度は微かながらでも増えたんだから良しとしよう」というポジテイブな気持ちを
持って次年度に期待していたのですが、次年度（2018-2019）の結果は、以下の通りとなってしまいました。

表からは、2018-2019年度はトータルで257人の減少を示しています。1地区あたり平均で7.5人の減少です。一方
でクラブ数も減りましたので、1クラブあたりの会員数は38.9人と前年並みを維持しましたが、「これは大変なこ
とになった」と感じたロータリアンも多かったことと思います。何が原因なのか？当時、日本の景気はそれなり
に良かったはず。来年には東京オリンピック開催も控えていたし、インバウンド数も過去最高であったはずでし
た。でも、ロータリーは退潮してきている・・、改めて大いなる不安を感じたのでした。

Region 1 & 2 & 3



Ⅲ そして、直近年度（2019-2020）の結果です。これを地区別に表した資料は、『ロータリーの友』9月号に
載っています。それを分析しますと、とんでもない結果になりました。

たった1年間で、日本中からロータリアンが2,289人も消えてしまいました。1地区平均では67.3人が喪失してし
まったのです。増加した地区は僅かに2つだけ・・。それも合わせて43人にすぎません。原因は新型コロナ禍で
しょうか？きっとそうですよね。でも、ロータリーのスピリッツが各自に確立していれば、こんな結果にはなら
なかったかも知れません。改めて、会員増強のあとの新会員向けの啓蒙・啓発が必要であることを悟りました。
各クラブは、年に数回、新会員向けの勉強会を開いてください。そこで先輩達は、ロータリーとは何なのか、自
分の人生にどれだけ有益なものなのか、クラブに所属しているということにどのような意義があるのかなど、い
ろいろと基本的なことを説諭してください。

私達はもう一度、ロータリーの素晴らしさを再認識しましょう。静かに落ち着いて考えてみてください。ロータ
リーの存在は、私達にどれほど大切な時間や思い出や仲間を与えてくれたのかを・・。

最後に、新会員に対しある格言から作文しての一言を贈ります・・。

ロータリアンには２種類がある。

すなわち、「すでにロータリーが好きになってしまった人」と「これから好きになる人」だ。

第１地域 ロータリーコーディネーター補佐 田中 久夫（高崎RC）
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ポリオプラス 

【10月24日 世界ポリオデーに行動を！】 
今年も国際ロータリーの「世界ポリオデー オンライン特別プロ

グラム」がフェイスブックで世界各地に配信されます（日本で

は日本語で配信）。 

2020年世界ポリオデーのテーマは、「ポリオとの闘いの勝利は世界的な保

健のための勝利」です。このプログラムでは、ロータリーとパートナー団体に

よるポリオ根絶活動の最新情報に加え、ポリオ根絶へのこれまでの投資が、

新型コロナウイルスの大流行への対応など、ほかの世界的保健の取り組み

にいかに生かされているかを紹介します。（日本時間10月24日午前8時配

信予定） 

 
 

また、今年はアフリカ地域で野生型ポリオウイルスが根絶され、ポリオ根絶

に長年取り組んできたロータリーにとって大変嬉しいニュースとなりました。

日本の主要メディアでも取り上げられましたが、ポリオ根絶に取り組む団体と

してビル＆メリンダ・ゲイツ財団やUNICEF（国連児童基金）、国際協力機構

（JICA）の名が挙げられ、ロータリーに言及したメディアはほとんどありません

でした。 

 

ロータリーが「世界からポリオをなくす」という

ビジョンをはじめに思い描き、ポリオ根絶活動

において大きな役割を果たしていることを示

すには、今後も10月24日の世界ポリオデーに

クラブが一斉にイベントや活動を実施し、地

元メディアにプレスリリースを送るといった努力

が必要とされます。また、「ポリオのない世界」

という最終目標を達成するには、今後も活動

資金を募り、一般の認識を高めていくことが

大切です。 

  

ＲＩ日本事務局

財 団 室
ＮＥＷＳ

2020年10月号 
地域社会の 

経済発展月間 

発行日 9月28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 

2020年9月22日現在 

アメリカ ＄ 10,703,665 

韓国 ＄ 5,266,821 

日本 ＄ 3,908,178 

 

日本の状況  

冠名基金数 203 

※地区、クラブが設立した冠名基金含む 

AKS会員数 48 

PHS会員数 998 

 

2020-21年度 

目標（世界） 

・年次基金：1億3,500万ドル 

・ポリオプラス基金：1億5,000万ドル

（ゲイツ財団から2倍の金額の上乗せ

含む） 

・恒久基金：8,500万ドル（2025年まで

に20億2,500万ドル） 

・その他の現金寄付：4,000万ドル（グ

ローバル補助金への現金拠出等） 

・全体（上記合計）：4億1,000万ドル 

 

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

用の促進 

・ロータリー平和フェローシップの推進 

 

https://endpol.io/jafbev
https://endpol.io/jafbev
https://www.rotary.org/ja/african-region-declared-free-of-wild-poliovirus
https://www.endpolio.org/ja/shi-jie-poriode
https://endpol.io/jafbev
https://my.rotary.org/exchange-rates
https://my.rotary.org/ja/document/piif-contribution-form-rotarians-clubs
https://1drv.ms/u/s!Am5vZ-rEzAfog18lz_rnOHFCrYT_?e=YSxguw
https://www.endpolio.org/ja/shi-jie-poriode
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◼ イベントのアイデアを見つけよう！ 

現在までに寄せられている日本での活動／イベントの情報はこちらのブロ

グ記事でご覧いただけます。オンラインでのイベントや個人でできる活動な

ど、簡単に実行できる世界ポリオデーの活動のアイデアを参考に、ご計画く

ださい。ソーシャルメディア用のグラフィックやプレスリリースのテンプレート

を収めたツールキット（zipファイル）はこちら。 

 

 

ツールキットにはたくさんの材料が入っています！ 

 

➢ PDFの資料データ 

➢ ロータリーとポリオに関する概要資料

（Word） 

➢ 関連画像  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、計画している／実施したイベント情報は下記のフォームから情報をお

寄せください。今年は、活動／イベント情報を10月15日までにこちらのフォ

ームに入力していただいた方には、1週間早く、「世界ポリオデー特別プログ

ラム」の動画をダウンロードできるリンクをお送りします。 

 
 

このフォームから送っていただいた活動／イベント情報は、ウェブサイト上の

地図に表示されます。海外の活動情報も、こちらから見ることができます。 

 

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 

年次報告（オンライン版） 

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。 

 

https://wp.me/p8gvAq-1nb
https://wp.me/p8gvAq-1nb
https://wp.me/p8gvAq-1nb
https://www.endpolio.org/sites/default/files/wpd_2020_ja_fnl1.zip
https://www.endpolio.org/ja/register-your-event
https://www.endpolio.org/ja/register-your-event
https://endpol.io/jafbev
https://endpol.io/jafbev
https://www.endpolio.org/ja/shi-jie-poriode
https://www.endpolio.org/ja/shi-jie-poriode
https://www.endpolio.org/ja/register-your-event
https://www.endpolio.org/ja/shi-jie-poriode
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-2019
https://www.rotary.org/ja/annual-report-2019
https://my.rotary.org/document/12446
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
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
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【『TIME』誌が選ぶ「世界で最も影響力のある100人」にロータリ

アンのツンジ・フンショ氏】 
ロータリーのナイジェリア・ポリオプラス委員長であるツンジ・フンショ氏が、

『TIME』誌の「世界で最も影響力のある 100人」に選ばれ、世界で活躍する

先駆者、アーチスト、リーダー、著名人、巨匠たちとともにリスト入りしました。

『TIME』誌は 9月 22日（米国時間）、米テレビ局 ABCの番組で 2020年の

100人を発表。アフリカ地域での野生型ポリオの根絶においてロータリー会

員やパートナー団体と協力し、重要なリーダー的役割を果たしたフンショ氏の

功績を称えました。 記事の続きはこちら 

 

【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） 

 

2020年 

1月1日～ 

9月22日 

2019 2018 2017 

常 

在 

国 

パキスタン 73 147 12 8 

アフガニスタン 47 29 21 14 

世界合計 120 176 33 22 

 

 

お知らせ 

ロータリーは、会員にとって安全かつ適切な決定を行うために、世界保健機

関（WHO）と米国疾病対策センター（CDC）による最新情報と勧告を注意深く

モニタリングしています。ロータリーの運営、イベント、会員に対する新型コロ

ナウイルス（COVID-19）の影響について、最新情報をこちらからお読みくださ

い。 

My ROTARY 「優しい心を持つことが今何よりも大切な理由」 

  

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 

• 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://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/
https://www.rotary.org/ja/african-region-declared-free-of-wild-poliovirus
https://www.rotary.org/ja/rotarian-tunji-funsho-named-one-of-times-100-most-influential-people-world
http://polioeradication.org/
https://www.rotary.org/ja/covid-and-our-members
https://www.rotary.org/ja/why-being-kind-is-more-important-than-ever
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/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://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9ztdKml8KEamNmt&Q_JFE=0
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寄付・認証 

【寄付者の横顔】 
世界中で実施されているロータリーの活動は、ロータリー財団への皆さまからのご寄付を通じて可能となります。「寄付者

の横顔」では、強い意思を持って支援いただいた寄付者と支援の理由をご紹介します。 

今回は、1965年の入会以来、ロータリーでリーダーシップを発揮し、世界平和を築くことに熱意を注ぎ、紛争のない社会

を願いロータリーを通じて未来への贈り物を残したいと考えておられた、第2650地区パストガバナー福井正典様・初美

様ご夫妻をご紹介します。 

大変残念なことですが福井正典様は本年5月に永眠されました。心よりご冥福をお祈りいたします。 

福井様は、ご夫妻の名前で基金を設立することで資産の一部をロータリー財団に託すことに加え、ロータリー財団の「遺

贈友の会」に入会され、後世まで世界のために役立てたいと考えておられました。正典様亡きあと、初美様が正典様の

ご遺志を継ぎロータリー財団への遺贈を履行されました。 

 

ロータリーを通じて後世に残すもの―それは国際紛争のない世界 

「福井正典・初美ロータリー世界平和フェローシップ基金」は、これまで

に10万ドル以上の収益を生み出し、ロータリー平和センタープログラ

ムを支援しています。同基金の元金90万ドル*は、確かな未来を守る

ために恒久基金に保存されます。「寄付が長くロータリー恒久基金に

とどまれば、それだけ多くの支援を生み出すことができる」と福井様。

「ですから、明日ではなく今日寄付したほうが、大きな効果をもたらせ

るのです」 

福井様の寄付によって支援を受けたロータリーフェローのうち、金子

由佳さん（2009-11年度、クイーンズランド大学）は、国際救援団体の

プログラムコーディネーターとして東エルサレムとガザで活動し、福井

様の願いを現場で実践しています。また、平和フェロー、ジェヤ・ムル

ガンさん（2014-16年度）は、非武装の民間人による平和構築活動に

関するフィールドワークを2年間行った後、東京の国際基督教大学に

留学しました（2014-16年度）。 

福井様ご夫妻は、この冠名基金を通じて「平和な世界」という贈り物

を既に残しはじめていらっしゃいます。 

出典：「明日を支える支援 ロータリーの遺贈」 

*2017年取材当時。現在は100万ドルを超えています。 

 

参考資料：恒久基金および遺贈友の会 

※冠名基金の設立をご希望される際は、財団室までご相談ください。 

 

 

 
 

 

  

認証品の発送再開 

新型コロナウイルスの感染拡大と業務への影響により、発送を見合わせておりました

ポール・ハリス・フェローやべネファクター等の認証品を、順次発送再開いたします。 

到着までお時間をいただきますが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。 

2003‐2004年度 第2650地区ガバナー 

福井 正典様 初美様 

 

https://www.rotary.org/ja/rotary-endowment
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補助金 

【お知らせ】 
・国際財団活動資金（WF）の授与額に下限がなくなったことなどを含め地区

補助金とグローバル補助金 授与と受諾の条件が更新されましたのでご確

認ください。 

 

・グローバル補助金を受領する銀行口座情報の提出方法が変わりました。 

申請書の審査段階で銀行口座の情報の提出することになりましたので、提

唱クラブまたは地区にて、補助金を受領し資金管理を行う場合は、「補助金

センター」から銀行口座情報と指定された口座署名人の氏名をご提出くださ

い。こちらは承認されたグローバル補助金の支払を迅速に行うための手続き

で、銀行口座情報の提出は、補助金の承認を保証するものではありません。 

提唱者がクラブの場合はクラブの、地区の場合は地区の補助金専用口座を

利用します。合わせて資金管理を担当する署名人2名をご入力ください。署

名人は、口座を所有する提唱者の会員でなければなりません。 

【補助金による旅行】  
奨学生、ロータリー平和フェローを含め、ロータリーの費用によるすべての旅

行は、ケースバイケースで承認されます。ロータリーの費用による旅行に関す

るご質問は、該当するプログラムの担当職員までお問い合わせください。 

旅行を伴わない活動は、補助金承認後順次進めていただくことができます

が、旅行が制限されている場合は、その国への補助金による旅行を延期し、

計画の変更を地域別補助金担当職員にご連絡いただけますようお願いいた

します。あわせて「Travel Ban List（旅行禁止国・地域のリスト）」（随時更新

あり）もご参照下さい。 

国により、日本からの入国制限や入国後の行動制限などの措置が取られる

場合もありますので、外務省のホームページ「日本からの渡航者・日本人に

対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限」や受け入

れ地区やクラブ、留学先の大学、協力団体などからの情報もよくご確認くださ

い。 

 

 

 

 

 

 
  

【表彰】 
⚫ ポリオのない世界を目指す奉仕賞 推薦期限： 10月 1日 

⚫ ロータリー財団功労表彰状 推薦期間： 11月～12月 

⚫ ロータリー財団特別功労賞 推薦期間： 1月 1日～2月 28／29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。 

＜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) 

 

＜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） 

ロータリーショーケース 

プロジェクトフェア 

補助金担当職員一覧 

重点分野の担当職員 

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://my-cms.rotary.org/ja/document/terms-and-conditions-rotary-foundation-district-grants-and-global-grants?embed=true
https://my-cms.rotary.org/ja/document/terms-and-conditions-rotary-foundation-district-grants-and-global-grants?embed=true
https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/grant-travel
https://my.rotary.org/ja/document/travel-ban-list
https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/learn-topic/awards
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://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://map.rotary.org/ja/project/pages/project_showcase.aspx
https://my.rotary.org/ja/exchange-ideas/project-fairs
https://my.rotary.org/ja/document/rotary-grants-staff-contact-sheet
https://my.rotary.org/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/club-memorandum-understanding-resources-guide-implementing-club-mou
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/621
https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/10021
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大口寄付（一括10,000ドル以上のご寄付） 

 

 

 

 

 

2020年 8月 24日～9月 7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 

2750 
東京 

銀座 
福原 有一 2680 

神戸 

西神 
丸尾 研一 

2710 徳山東 伊賀 訓之 2830 八戸南 長嶺 康廣 

2500 富良野 松田 英郎 2710 徳山 石川 良興 

計 6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 

10月 24日 世界ポリオデー 

 

 

 

 

11月 24日 

25日 

第 49回ロータリー研究

会および付随行事（オン

ライン） 

 

財団地域セミナー 

ロータリー研究会 

 

国際ロータリー日本事務局財団室 

〒108-0073 

東京都港区三田 1-4-28 

三田国際ビル 24階 

Email: RIJPNTRF@rotary.org  

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。 

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:RIJPNTRF@rotary.org
https://my.rotary.org/ja/personal-data-use-policy
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ロータリー財団 2020-21年度 8月末 地区別寄付報告   （単位：米ドル） 

地区 会員数 
一人当り 

年次基金 
年次基金 ポリオプラス 恒久基金 その他の基金 合計寄付額 前年度比 

2500 2,180 17.22 37,534.89 12,740.68   50,275.57 40.0% 

2510 2,482 18.13 45,003.20 4,317.77 1,000.00 10,779.34 61,100.31 291.2% 

2520 2,143 17.55 37,609.25 4,490.77 500.00  42,600.02 93.6% 

2530 2,207 20.28 44,757.83 2,021.11 5,188.70  51,967.64 154.2% 

2540 1,119 16.54 18,509.45    18,509.45 157.8% 

2550 1,697 11.47 19,466.60 9,430.00 11,188.70  40,085.30 22.6% 

2560 2,064 34.43 71,059.62 10,883.12 150.00 6,825.00 88,917.74 114.4% 

2570 1,557 33.42 52,029.76 17,360.00 19,595.00  88,984.76 82.7% 

2580 2,867 60.42 173,232.30 27,990.77 139,966.24 37,380.00 378,569.31 132.0% 

2590 1,930 45.92 88,625.91 15,526.00 15,038.10  119,190.01 107.7% 

2600 1,903 32.19 61,258.91 17,996.98 5,816.64  85,072.53 127.7% 

2610 2,549 26.55 67,686.46 4,298.70 1,000.00  72,985.16 83.0% 

2620 2,862 21.14 60,501.70 13,306.16 12,160.00  85,967.86 95.4% 

2630 3,090 16.21 50,095.55 7,553.70 2,000.00 3,867.47 63,516.72 170.6% 

2640 1,700 19.17 32,588.35 3,144.14 1,000.00  36,732.49 114.3% 

2650 4,435 34.34 152,278.43 26,802.55 17,741.64 4,251.10 201,073.72 112.8% 

2660 3,554 37.56 133,474.23 68,476.91 19,028.04 5,147.00 226,126.18 93.5% 

2670 2,927 33.89 99,204.44 11,062.98 11,000.00  121,267.42 116.4% 

2680 2,656 33.27 88,352.17 12,023.40 54,909.52 17,470.94 172,756.03 60.0% 

2690 2,980 23.25 69,299.56 12,933.17 4,000.00  86,232.73 61.4% 

2700 3,073 25.83 79,370.50 6,845.11   86,215.61 104.8% 

2710 3,157 38.14 120,413.95 27,637.78 19,200.00 2,310.00 169,561.73 104.9% 

2720 2,354 9.35 22,014.50 6,124.08 3,200.00  31,338.58 67.0% 

2730 2,355 11.96 28,170.49 1,446.02 3,000.00  32,616.51 101.7% 

2740 2,112 11.36 23,994.32 11,394.17 2,400.00  37,788.49 203.4% 

2750 4,631 42.56 197,082.04 40,186.79 43,497.35 6,522.60 287,288.78 142.8% 

2760 4,741 44.18 209,474.00 38,757.18 15,000.00 5,250.00 268,481.18 53.0% 

2770 2,415 48.77 117,788.22 29,861.53 12,393.46  160,043.21 71.8% 

2780 2,286 25.42 58,106.03 4,528.06 5,142.80  67,776.89 179.0% 

2790 2,733 37.80 103,311.88 11,209.28 52,626.17 2,100.00 169,247.33 161.0% 

2800 1,531 33.40 51,135.60 1,187.62 75.00  52,398.22 114.2% 

2820 1,881 15.60 29,346.21 2,018.66 9,934.58 1,050.00 42,349.45 78.1% 

2830 1,114 32.72 36,454.14 5,795.61   42,249.75 97.3% 

2840 2,081 18.26 38,006.86 10,826.54 1,162.00  49,995.40 94.3% 

日本 85,366 29.49 2,517,237.35 480,177.34 488,913.94 102,953.45 3,589,282.08 

 

世界 1,174,890 13.03 15,312,553.23 2,500,891.29 3,112,147.74 5,236,730.03 26,162,322.29 
日本の

割合 7.27% - 16.44% 19.20% 15.71% 1.97% 13.72% 

 


