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最もよく奉仕する者、
最も多く報いられる

超我の奉仕
Service Above Self

One Proﬁts Most Who Serves Best

1911年にオレゴン州ポートラ

1910年にシカゴで開かれた

ンドで開かれた第二回ロータ

第 一 回 ロ ー タ リ ー 大 会 で、

リー大会でベン・コリンズが、

アーサー・フレデリック・シェ

自クラブで採用していた理念

ルドンが行った演説を基に作

「無私の奉仕」を紹介しました。

特集
鹿屋基地の慰霊

小塚公園

られた標語です。

特攻のまち、鹿屋から「戦争を知って、平和な未来を創る」

かのや 戦跡めぐり

鹿屋基地から特別攻撃のため沖縄に飛び立ち、戦死した若き908名の攻撃隊員
の御霊を祀る慰霊塔が小塚の丘に建立されました。塔のてっぺんには南の方角
へ飛び立とうとしている、平和の象徴である白鳩がいます。
そして終戦前は特攻隊を送り
出し、終戦後は進駐軍が上
陸したことから、「太平洋
戦争は、鹿屋に始まり鹿屋に
終わった」と言われています。

鹿屋基地は、昭和16年に真珠湾攻撃の
作戦計画が練られた「鹿屋会談」が行
われた基地としても知られています。 鹿屋基地から飛び立つ特攻隊

戦争体験記（鹿屋市出身

女性

小塚公園慰霊塔

場所：鹿屋市今坂町12560

当時女学校１年生）

町内会で兵隊さんを泊まらせる家を一方的に決め、私の家には３〜４人の兵隊さんが泊まった。食べ物の材料
は、兵隊さんが軍から持ってきた。マフラーをしていて、特攻隊だと分かった。女の子だからと親から言われ
て兵隊さんに会わないようにと、親類の家に泊りに行ったりした。母から聞いた話では、最初元気があり勇ま
しい事を言っている人も、酒がまわるにつれて、多くの人がお母さんの話をしていた、ということだった。鹿
屋国民学校の時は、講堂に続いた２階の教室で授業を受けた。徴兵検査が講堂で実施されている時、勉強中に
異様な物音が続いた。戦後になって教えてもらったが、病気にかかってしまい徴兵検査に合格出来ない人が叩
かれて床に倒れる音が響いていたところだった。
（鹿屋市出身

女性）

ないのは、「ひとまる

鹿屋高等女学校に在学中、鹿屋基地に学徒動員された。通信で今でも記憶から離れ
まるまる

まるだい発信」という言葉。今から特攻が飛ぶという合図だったと思う

が、これを言った後、壕の外を何機もの飛行機が「ゴー」と物凄い音を立てて飛んで行った。壕の入り口で、
金モールをつけた偉い人が頭を垂れていた姿が忘れられない。

鹿屋市平和学習ガイド・調査員連絡会「戦争体験集より」

ガバナーメッセージ

ガバナーメッセージ
2020-21年度

ガバナー

風 呂 井 敬（鹿屋西RC）

地区補助金やグローバル補助金を活用して、
世界を平和にしましょう。

4月

Apr

母子の健康月間

春光天地にあまねく季節がやってまいりました。クラブ会長・幹事の皆様には、コロナ禍様々な課題を乗り越え
頑張っておられることと思います。今年度も残り３ヶ月となり、次年度の準備も始まりクラブ内もにぎやかに
なって来たのではないでしょうか。
さて世界では疾病、栄養失調、医療の不備、不適切な衛生設備が原因で毎年、５歳未満の子どもが590万人亡く
なっています。また避妊を望む女性のうち２億2,200万人が安全で効果的な避妊法を利用できません。サハラ以
南のアフリカでは、39人に１人の女性が妊娠中または出産による合併症で亡くなっているとの事です。

2014年10月RI理事会は、４月を重点分野：「母子の健康月間」と致しました。
５歳未満の幼児の死亡率と罹患率の削減、妊婦の死亡率と罹患率の削減、より多くの母子に対する基本的なサー
ビスの提供、保健従事者を対象とした研修、保健ケアの提供、母子の健康に関連した仕事に従事することを目指
す専門職業人のための奨学金の支援を強調する月間であります。具体的な活動としては以下のとおりです。
①予防ワクチンや抗生物質を提供するプログラムを支援する。
ワクチンで予防可能な病気（Vaccine-preventable Disease-VPD）は、ポリオ・はしか・マラリア・肺
炎・エイズ・百日咳等20種類ほどにも増えており、５歳未満の子どもの主な死亡要因となっています。
予防接種を世界中の人々が受けられる社会・姿・笑顔を想像していただきたいと思います。
②母乳の奨励（適切な場合）など栄養摂取の大切さを呼びかける。
③汚染水による下痢性疾患によって栄養失調が悪化するため、水と衛生を改善して子どもの栄養促進を図る。
④避妊教育は避妊具の提供といったニーズを満たすだけで妊婦の死亡率を３分の１近く減らすことができる。
⑤医療従事者に出産に関する情報資料を提供する。
［参考］避妊に関する地域社会の文化と伝統に十分配慮し、地域住民との信頼関係を築くことができれ
ば、より効果的にニーズを満たせる。
⑥医療従事者を対象とした公認の研修プログラムを支援する。
［参考］▶医療研修プログラムを地元の人びとが引き継いでいけるよう、支援とリソースを提供する。
▶妊婦や新生児の医療に関する専門知識があるロータリー会員（助産師・婦人科医・産科医な
ど）に相談する。▶母子の健康に関する専門団体と協力する。

地区大会の
お知らせ

当地区でも地区補助金・グローバル補助金を活用して積極的に上記の問題に取り組む必要があります。
ロータリーは、ポリオとの闘いを続けながらコロナ禍にも対応し、世界各地で影響を及ぼしている様々な緊急の
ニーズに応えています。新型コロナワクチンの開発に伴い、ロータリーは現在、ポリオ根絶で培った経験と知識
を生かして、新型コロナワクチン接種の推進と実施に向けて、支援する準備を整えています。是非マイロータ
リーから「コロナワクチン接種の取り組みをロータリーが支援」の記事をお読みいただきたいと思います。ロー
タリーのポリオとの闘いと、何百万人もの子どもたちへのワクチン接種の成功が、米国での新型コロナワクチン
接種の模範となることを示しています。また、インドのポリオプラス委員長のDeep Kapur氏は、ポリオ予防接
種プログラムから得られた教訓が、インドにおける新型コロナの抑制に大変役立っていることを報告していま
す。４月24〜30日の「世界予防接種週間」は、命を救うワクチンの重要性についてクラブで認識を高め、コロ
ナウイルスから人びとを守りつつ、ポリオ予防接種の継続的支援を呼びかける絶好の機会でもあります。
残り３ヶ月です。皆様方のご健勝とクラブの発展を心よりご祈念申し上げます。
延期された第2730地区2020-21年度地区大会は、コロナ禍におけるイベントの自粛な
らびに感染拡大防止の観点から、５月15日（土）１日のみの短期開催とし、三密をさ
けるため会場出席とオンライン出席のハイブリッド形式での開催といたしました。参加
者につきましても密を避ける為、縮小しての開催を予定しておりますが未来に繋がる大
会を計画しております。

▲
2730地区HPを
ご参照ください
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地区内全68クラブ アンケート 集計結果のご報告
2730地区 2020-21年度

全68クラブ アンケート 集計結果のご報告

新型コロナウイルス感染対策の為、各クラブにおきましては、大変な努力の中でのクラブ運営を感謝申し上げま
す。さて今回クラブ奉仕委員会では、各クラブにおける運営の実状を把握すべく、風呂井ガバナー地区年度計画に
対する進捗状況のアンケートを実施しました。このアンケートを参考に、今期残された期間のクラブ管理運営を維
持向上して頂ければ幸いです。

質問項目

1

RI会長テーマ
「ロー

タリーは機会の扉を開く」
の推進を図っていますか？

2

RI強調事項を推進

していますか？

3

RIロータリー賞への

っていますか？
新しいRI戦略計画

の推進をしていますか？

5

会員増強、会員維持、

か？
新世代（青少年）

奉仕活動推進のため

寄付等を推進していますか？
米山奨学会への寄

付を推進していますか？

9

73.5％

30
達成率

15
達成率

22.0％

28
達成率

63
達成率

46
達成率

67.6％

のロータリー財団への年次

8

達成率

92.6％

育成を推進していますか？

7

50

41.1％

クラブ拡大に努めています

6

達成
クラブ数

44.1％

積極的なチャレンジを行

4

（クラブ管理運営部門長：古木圭介

58
達成率

85.2％

58
達成率

85.2％
ポリオ根絶への努力

を行っていますか？

50
達成率

73.5％
2

同委員長：中熊

良定）

各クラブ一言コメント（抜粋）
クラブスローガンを
「参加と関りを持とう」
にしている
【延岡東RC】
機会あるごとにテーマの復唱【都城RC】
新しい事業によりクラブ外にアピール【串木野RC】
RI会長のビデオ視聴【鹿児島北RC】
日本のロータリー100周年記念切手を会員全員に配布し周知【都城RC】
５年後をみつめて全員協議【串間RC】
ポリオデーのイベント開催【鹿児島東RC】
月間テーマに合わせ卓話のプログラムを組む
【奄美RC】
委員会で委員長を中心に進めている
【小林RC】
アッセンブリーで会員に項目と目標を示し、取組を提案【Ｅクラブ】
RCセントラルに登録済【鹿児島城西RC】
会員増強を含めチャレンジ中【志布志RC】
戦略計画委員会の設置【都城北RC】
【鹿児島東南RC】
【鹿屋RC】
戦略計画に沿って組閣【串良RC】
会員維持ZOOM会議【かのや東RC】
クラブ戦略計画立案アンケート実施【南九州大崎RC】
７月１日より新規会員数６名増加【延岡RC】
例会に参加体験【宮崎東RC】 情報集会の開催【都城北RC】
夜間例会時にボランティア活動を行っている人と懇親会【日南中央RC】
クラブ紹介のリーフレットを作成中、積極的な勧誘【鹿児島中央RC】
数年後の入会予定者を定期的に夜間例会に招待【日向RC】
青年団との交流会【門川RC】 学生が例会にオブザーバー参加【宮崎ＡＣRC】
優秀な青少年表彰【都城RC】
【都城北RC】 子供食堂支援【串木野RC】
職業講話の実施【きもつきRC】 小学生バレーボール大会【奄美中央RC】
月間に合わせて寄付の呼びかけ、総会で寄付状況の伝達【Ｅクラブ】
例会毎に寄付袋を配布
（米山奨学会への寄付共）
【加治木RC】
財団月間にスマイルボックス活用【かのや東RC】
Ｒ財団の説明と年次寄付推進【南九州大崎RC】
寄付ゼロ無くそう運動実施
（財団・ポリオ共）
【延岡東RC】
地区目標100％達成
（財団・ポリオ共）
【薩摩川内RC】
普通寄付、特別寄付を全会員に呼びかけ
【鹿児島北RC】
米山功労者の要件達成【複数クラブ】米山功労クラブ【奄美RC】
会員のドクターに感染症の話をしてもらった
【宮崎RC】
ポリオBOX活用【都城RC】
【志布志RC】 該当募金活動計画【Ｅクラブ】
ペットボトルキャップ回収【串木野RC】
【阿久根RC】
ポリオデー開催【複数クラブ】

地区内全68クラブ アンケート 集計結果のご報告
風呂井ガバナーの地区年度計画については、ガバナー月信７月号のＰ７〜Ｐ９をご参照ください。
達成率が低い項目がいくつかございます。コロナ禍であっても運営の工夫次第では取り組むこ
との出来る目標もございます。特に
「RIロータリー賞への積極的なチャレンジ」
が非常に少なく、
全体の22％のクラブしか取組みしておりません。どのクラブも是非チャレンジをお願いします。

ロータリーの基本を堅持し

不易 流行

各クラブの運営状況のコメント一覧は、データ版月信に記載されています。

質問項目

10

クラブの公共イメー

ジを向上させていますか？

11

クラブ内での研修を

ロータリーデーへの

友好クラブ・姉妹ク

ますか？

14

国際大会、地区大会
や各種セミナー、各クラブ
周年行事への積極的参加を
促していますか？

15

地区財団活動資金
の活用による地区補助金や
グローバル補助金の充実
を図りましたか？
クラブビジョンの策

定の推進を図っていますか？

達成率

44
達成率

27
達成率

39.7％

44
達成率

64.7％

29
達成率

42.6％

42
達成率

61.7％

17

クラブ定款・細則を、
最新の
「標準クラブ定款」
に
適合するよう見直していま
すか？

18

37

64.7％

ラブの締結推進を図ってい

16

達成率

54.4％

参加を呼びかけていますか？

13

50
73.5％

充実させていますか？

12

達成
クラブ数

地区の効率化・会計

の透明性の確保、運営の合
理化を図っていますか？

49
達成率

72.0％

40
達成率

58.8％

変化に適応するクラブを

各クラブ一言コメント（抜粋）
クラスター発生の病院に対する支援によるイメージ向上【西都RC】
ロータリー花壇整備【えびのRC】 ケーブルＴＶへの協力【都城中央RC】
My Rotaryへの登録推進、
クラブHPの開設・更新【複数クラブ】
ロータリーの友や月信への寄稿、SNSの活用【複数クラブ】
新入会員向けクラブ研修の実施【日向RC】
【宮崎RC】
【鹿児島RC】
アースデイへの参加【延岡中央RC】 職場訪問【複数クラブ】
RI情報の研修【宮崎中央RC】 テーマ別シリーズ卓話【鹿児島南RC】
例会において模擬RLIを開催【奄美RC】
※新型コロナウイルスの影響により、
ロータリーデーの開催や形態
については各グループやクラブで対応が異なります。
（月信のクラブ活動報告参照）
台湾の他に国内クラブを検討中【宮崎北RC】
鹿児島サザンウインドRCと、創立時から20年以上交流【宮崎東RC】
台湾のRCと検討中【宮崎ＡＣRC】 11月に御坊南に訪問【都城西RC】
コロナ禍の為台湾の姉妹クラブの周年事業にお祝い動画送る
【鹿児島南RC】
例会時に参加呼掛け
【宮崎RC】 個別に声掛け
【国分RC】
関係する委員長らに参加して頂くよう推進【鹿児島中央RC】
※コロナ禍により各種セミナーや周年事業が変更・中止になっている
ものも数多くあります。
例会時に押川財団部門長に補助金の卓話をして頂いた
【宮崎RC】
グローバル補助金でスリランカのクラブと活動【国分RC】
※地区補助金による活動は、
コロナ禍により変更・縮小を余儀なく
されているクラブもあります。
（月信のクラブ活動報告参照）
例会時にクラブ会員に将来像を描いてもらう
【日南中央RC】
年度初めにクラブビジョンを策定し総会で共通理解【Ｅクラブ】
クラブ戦略委員会及び長期計画委員会で協議【鹿児島RC】
クラブビジョン策定の為のアンケート実施【南九州大崎RC】
毎年度標準クラブ定款との条文をナンバーで整合確認する
【日向RC】
理事会で見直しを行い実施【延岡中央RC】
定款細則委員会で見直し
【宮崎RC】
【宮崎北RC】
見直しに向けての研修会開催【加治木RC】
理事・役員での情報共有【延岡RC】 速やかな決算報告【日向東RC】
事務局と協力【延岡中央RC】 随時行っている
【宮崎ＡＣRC】
幹事報告等にて
【都城北RC】 会費引下げ予定【えびのRC】
合理化を進めている
【串木野RC】 会計監査体制の強化【鹿児島西RC】
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2730地区 ローターアクト地区年次大会

〜ラシクタノシム〜 第49回 ローターアクト 地区年次大会

ロータリーのパートナー

今年度の当地区ローターアクト年次大会はZoom
による開催となりました。（発信場所：城山ホテル
鹿児島）コロナ禍により、各ローターアクトクラブ
は表立った活動が出来ない状況が続いております
が、「今できること、今しかできないこと」を認識
して、ローターアクトの発展を思索することの出来
る、素晴らしい機会となりました。

隆央

国際ロータリー第2730地区
2020-21年度ガバナー

風呂井

敬

祝辞

下鶴

祝辞

鹿児島市長

わが国では、少子高齢化・人口減少問題をはじめ、自

2019年規定審議会では、ローターアクトクラブを正

然災害への対応や地方創生の実現、デジタル社会の到

式に国際ロータリーの加盟クラブとすることを決定い

来への適応など、多くの課題が山積する中、新型コロ

たしました。このことはロータリーがローターアクト

ナウイルス感染症の拡大は、私たちの働き方や暮らし

のより大きな柔軟性、革新性、多様性に期待をしてい

方を変容させ、時代は今大きな転換点を迎えておりま

る証でもあります。

す。新たな時代に直面し、先行きに対する不透明感が

ローターアクトの目的は、青年男女が、個々の能力開

高まる中、時代を切り拓くのは、失敗を恐れず新しい

発の為に役立つ知識やスキルを身につけ、地域社会の

技術を取り入れながら、新しい発想で積極果敢にチャ

様々なニーズに取り組み、親睦と奉仕活動を通じて、

レンジする若者の皆様です。本日、ローターアクター

全世界の人々により良い信頼関係を築く機会を提供す

の皆様方が一堂に会し、「温故知新〜ラシクタノシ

ることにあります。ローターアクトが一丸となって世

ム」をテーマに、先人たちに学ばれ、新しい知識や人

界の人々により良い信頼関係、すなわち世界平和を目

脈の構築に取り組まれることは、時宜を得た誠に意義

指して頑張って頂きたいと思います。

深いことと存じます。
鹿児島東南ロータリークラブ
2020-21年度 会長

国際ロータリー第2730地区
地区ローターアクト委員会 委員長

吉留

飯野

幸文

今大会は地区内外のアクターが交流できる、年に一度

ローターアクターもロータリアンの仲間です。支援ク

の貴重な機会です。今回は今までとは異なる新しい形

ラブと相談して皆様の立場を強くしてください。学ぶ

式での開催となってしまいましたが、この機会を今後

ことや奉仕することなど、ローターアクトの様々な役

の糧にし、今できる事・今しかできない事を皆で考え

割を自分たちで見い出し、立派な大人になって、皆様

て活かしていくことができればと思います。

が将来ロータリアンとして活躍してくれることを希望
します。
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和男

2730地区 ローターアクト地区年次大会
国際ロータリー第2730地区ローターアクト
2020-2021年度 地区代表・実行委員長

平間

鹿児島東南RAC
会長

知訓

妙見

今期の地区テーマ・大会テーマは「温故知新〜ラシク
タノシム〜」とさせて頂きました。先人がいかに課題
を解決し、今の基盤を築いてきたのかを振り返って学
ぶ。そして私たちはただ同じことを繰り返すだけでな
く、今を動かす私たちならではの新しい風も取り入れ
ていきたい。そのような思いが込められております。
何か一つでもいいので、ローターアクトの活動の中で
「楽しかった」と言えるような瞬間を見つけてくださ
い。楽しむツボは人それぞれ異なります。例会でも、
異業種交流でも、雑談でも、何でも構いません。この
組織に所属しているのは皆さん一人ひとりがそうした
いと思っているからです。いつでも「その時」の自分
に胸を張れるような時間を過ごしてください。

基調講演

美穂

今年度は、鹿児島東南RAC、鹿児島RAC、鹿児島西
RACが合同で年次大会のホストクラブとして企画・
準備をさせて頂きました。地区役員をはじめ、皆様の
ご支援・ご協力に心から御礼申し上げます。
今年度は世界中が新型コロナウイルスの渦中にあり、
各クラブ共思うような活動ができませんが、各自が今
やりたい事や、やるべき事を考えて、自己を見つめ直
して、活動に繋げた１年でもありました。
今大会でそれらの情報交換を行い、また次年度の
2730地区をより良いものにしていけるよう、この機
会をクラブやグループを超えた交流・親睦の場として
活用してくださると幸いです。

「ローターアクトの魅力」

2020-21年度ガバナー

風呂井

敬

① 成功するクラブとなるために
クラブの発展には強固な基盤づくりが欠かせません。透明性の高いク
ラブ定款と細則、明確なリーダーの役割、円滑に進行する例会、会員の参加を促す明確な方策が今後のクラ
ブの成功を後押しすることとなります。
【リーダーの責務と役割】クラブのリーダーには、新会員を募り、現会員のやる気と関心を維持し、充実し
た奉仕プロジェクトを実施する能力が求められます。クラブ理事会は、ローターアクトの組織規定を熟知し
ておく必要があります。
【クラブ例会】ローターアクトクラブは、例会をいつ、どこで、どのように開くかを決定できます。スポン
サークラブのあるローターアクトクラブは、少なくとも年１回、スポンサークラブと一緒に例会を開くべき
ですが、その回数や互いの例会に出席する時期は双方が相談して決定できます。地域社会のビジネスリー
ダーや専門家、大学教授、国際経験の豊かな人などを例会に招待したり、地元の企業・団体・文化施設に研
修に行ったりするのも一案です
② 革新的で持続可能な奉仕活動
ローターアクトクラブは毎年、地域社会のニーズに応えるプロジェク
トと、グローバルな視野をもったプロジェクトの、少なくとも２つの奉仕プロジェクトを実施すべきです。
【奉仕プロジェクトの計画】奉仕プロジェクトを通じて、会員は地元地域とのつながりを深め、世界各地の
若者と交友関係を築き、入会への関心を高めることができます。地元市民や奉仕を受ける人たちと一緒に奉
仕活動を行い、持続的な影響をもたらしましょう。地域社会の調査を実施してニーズを調べ、会員たちが持
つ知識やリソースをどう活用できるかを考えます。
【資金調達】クラブの活動やプロジェクトを実施するには資金調達が必要です。資金を集めるための方法に
は、募金を目的としたパーティ、スポーツ大会、バザー、お祭りでの募金活動などがあります。
【情報発信と広報】地域の人びとがローターアクトの活動について理解を深めれば、それだけ多くの支援を
募ることが期待できます。またクラブの好ましいイメージが定着すれば、新会員も増え、ロータリー全体の
イメージが良くなるでしょう。
③ 会合と国際行事
ローターアクターは地区行事や国際行事に参加することで、楽しみながら他のロー
タリー会員やローターアクト会員とのネットワークを広げ、リーダーシップと職業人としてのスキルを磨く
ことができます。地域内の奉仕精神にあふれる他のリーダーたちと意見交換ができるように、ローターアク
ターとロータリアンが一緒になって、研修や大会に参加するように地区リーダーと協力しましょう。

風呂井ガバナーの基調講演 前年度においてローターアクトの発展
に貢献したクラブや個人への表彰式

登録者は合わせて65名。
うち26名はZoomにて参加しました。

新進気鋭のローターアクト
実行委員会の皆様
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2730地区 インターアクト活動報告

2730地区
宮崎日本大学高等学校IAC

インターアクト活動報告

（ホスト-宮崎北RC）

主な活動

・
「こどもまつり」
ボランティア活動（2019年5月 宮崎市恒久児童館）
・
「第21回宮崎シーガイアトライアスロン大会2019」ボランティア活動（2019.07.07）
・
「まつり えれこっちゃみやざき2019」の設営・片付け清掃（2019.07.13）
・
「少林寺拳法 南部九州総体2019」
の運営手伝い（2019.08.04）
・
「第33回青島太平洋マラソン大会」
ボランティア活動（2019.12.08）

部員全員仲が良くいつも和気あいあいとしています。今年
度はコロナの影響でほとんど活動ができませんでしたが、
そのような中でもできることを探し日々活動しています。

3年生53名、2年生44名、1年生43名の計140名で活動し
ています。
「自分たちがやりたい活動に参加する」
という部
の方針に沿って、決めた活動に対して全力で取組みます。

24時間テレビ街頭募金 ハンドソープ設置（コロナ
（毎年参加しています。禍で何かできる活動は無
昨年はUMKスポーツ いか話し合い、生徒から
スタジオでした）
要望の多かったハンドソ
ープを購入し手洗い場と
トイレに設置しました。

クリスマス会＆送別会
今年は会食ができな
いため、
クリスマス会
と送別会を簡単に実
施しました。

鹿屋高等学校IAC
（ホスト-宮崎RC）

主な活動

・アフリカマラウイ支援（フェアトレード商品製作依頼から販売まで）
・SDGsに関する勉強会
（リモート）
・はにわの会仲間の家
（就労支援施設）
クッキー販売
・ルワンダの教育を支える会講演
・韓国高校とのSDGsに関するリモート交流

今年はコロナ禍により活動の幅が狭まりました。考え方を
変え、
アフリカとオンラインでつながりフェアトレード商品
作成を依頼したり、
リモートで講演会をお願いし勉強会を
行いました。これから活動できる日のために準備の期間
だったと思っています。

WhatsAppでマラウイ JICA九州主催SDGsに関する
（アフリカ）
とフェアトレー プレゼン大会２位／
ドバッグについてやり取り それに伴う勉強会

鹿児島高校IAC

「まつり えれこっちゃ 「第21回 宮崎シーガ 「第33回 青島太平洋
みやざき2019」
設営 イアトライアスロン大 マラソン大会」
ボラン
の様子
会2019」
バナナ配布 ティア終了後の集合
準備の様子
写真

はにわの会
のクッキー
販売

（ホスト-鹿児島西RC）

献血ルームでの献血、ベルマーク集め、街頭での赤十字募
金などの活動を行っています。また、今年度は新型コロナ
ウイルスの影響で開催できていませんが、例年、高校生を
対象として、職業人の実際を伝える場としてパネリストによ
る、職業選択フォーラムを催しています。

（ホスト-鹿屋RC）

・肝属川清掃活動
・エコキャップ運動
・地域交流事業 マルクト運営スタッフ参加
・高校生と小学生との手紙の交流 ホットレター事業
・献血案内ボランティア

鹿屋高校インターアクト部は地域交流を基本方針として
「①教育福祉班②地域創生班③郷土芸能班④国際交流班」
の４つの班に分かれて活動し、部員が活動の主体となって
企画立案・運営まで行っている。また、学校内の他の部活動
に入部している生徒も
「ボランティア活動をしたい」
という
希望が多く、部員以外の生徒を
「一般ボランティア」
として
募集し、
ともに活動を行っている。インターアクト部は地域
と鹿屋高校生を繋ぐ役割として活動している。

エコキャップ運動

肝属川清掃活動

鹿屋工業高等学校IAC
主な活動

主な活動

・献血
・ベルマーク
・赤十字募金

主な活動

宮崎学園高校IAC
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（ホスト-宮崎南RC）

主な活動

・24時間テレビ街頭募金
・綾ユネスコエコパーククリーンアッププロジェクト
・歳末たすけあい街頭募金
・住吉幼稚園もちつきボランティア
・クリスマス会＆送別会

鵬翔高校IAC

献血案内

（ホスト-鹿屋西RC）

・ゴミ拾い
・藻っとる策戦
・青春サミット
・ペットボトル回収

私たちインターアクト同好会は地域社会に貢献するために
様々な活動を行っています。その中で自分の人間性を磨き
どんな時でも人のために動くということを意識していつも
楽しくボランティア活動を行っています。

2730地区 インターアクト活動報告
このたび月信委員会では、2730地区内のインターアクト部を対象にして、過去２年間の活動状
況の報告をお願いしましたが、コロナ禍の中で活動が出来ず、報告も難しいクラブが多くある
ことが分かりました。今回は報告を頂いたクラブのみ、活動状況について掲載いたします。

鹿児島城西高等学校IAC

（ホスト-鹿児島RC）

（基調講演講師出演DVD制作）

今年度結成35年目を迎えます。例年、障害児放課後デイ
サービスでの交流、鹿児島三大行事の妙円寺詣りボラン
ティア活動、福祉施設の行事ボランティア活動等地域活動
を実施しています。今年度はコロナ禍のため活動自粛を余
儀なくされ地域の方々への申し訳なさと悔しさがあります。

障害児の放課後等デイ 妙円寺詣りの関所で
サービスで児童と交流 スタンプ押しや給水
のお手伝い

薩摩中央高校IAC

年末年始の交通安全
キャンペーンの呼びかけ

（ホスト-宮之城RC）

本校インターアクトクラブ員は、農業に関する学科の全生
徒が所属する農業クラブという活動の学校役員も兼ねて
います。興味のある方は是非インターネット等で検索して
みてください。

（ホスト-川内RC）

・スポGOMI甲子園への参加
・ペットボトルキャップ集め
・募金活動
・中学生 夏
（冬）
休み講座でのボランティア

拾ったゴミの量と種類に応じて点数をつけ競い合う
「スポ
GOMI甲子園」
では、
２年連続で県大会優勝を果たしまし
た。また、地域での募金やボランティア活動等、いま自分た
ちにできることを考え、様々な活動を行っています。

スポGOMI鹿児島県大 スポGOMIでの様子。 地域のスーパーでの募
会 優勝チームのゴミ 終了後は晴れやかな気 金活動の様子です。た
くさんの方にご協力い
拾いの様子です。50分 持ちになります！
で約18kgのゴミを拾
ただきました。
いました！

鹿児島純心IAC
主な活動

主な活動

・地域園児向け さつまいも収穫祭
※芋苗の植え付け、草取り等畑の管理
（毎年）

主な活動

主な活動

・地域の障害児の放課後等デイサービスでの交流
・鹿児島三大行事の「妙円寺詣り」
・日置市「梅マラソン」ボランティア
・高齢者や障害児者の福祉施設での介護ボランティア
・季節ごとの行事のお手伝い（夏祭り・敬老の日・運動会・秋祭り・クリスマス会他）
・国際ロータリー第2730地区第55回インターアクト年次大会開催準備

れいめい高校IAC

（ホスト-鹿児島サザンウインドRC）

・福島ひまわり里親プロジェクト
・あしなが学生街頭募金
・スペシャルオリンピックス
・わくわく福祉交流ボランティア
・思い出のランドセルギフト

活動を通して国内や海外のことを知ることができ、自分た
ちの活動で誰かの生活の手助けができることを嬉しく思い
ます。これからも今の自分たちにできることを意欲的に探
し、感謝の心を大切に、日々活動を行っていきたいと思い
ます。

ロータリー・インターアクト顔合わせ ロータリー・インターアクトさつまいも収穫祭

鹿屋女子高校ボランティア同好会

（ホスト-鹿屋RC）

主な活動

・交通キャンペーン活動
・校内・校外清掃活動
・体育館シューズ回収募金
・マスク製作
（施設へ寄贈予定3/1）
・書きそんじはがき回収

福島ひまわり
里親プロジェクト

インターアクトでできること

地域行事の手伝いや交流といった、校外での活動がほとん
ど中止になる中で、今年度は交通立哨やマスク製作などの
新たな取り組みに挑戦しています。

啓発物品の配布、交通 同好会活動日に実施
立哨

思い出のランドセルギフト

3年生の今後使う予定の
ない体育館シューズを世
界の子どもたちに贈る

ロータリークラブの支援を受けて設立されるインターア
クトクラブでは、友だちと一緒に楽しみながらロータ
リーの「超我の奉仕」を学び、行動力を身につけます。
インターアクトクラブはたくさんの可能性にあふれてい
ます。
•学校や地元地域でボランティア活動をする
•異文化について学び、国際親善に貢献する
•学校や地元地域でリーダーシップを発揮する
•楽しみながら、世界中に友だちをつくる
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小林RCの
「RCC」
子うさぎ文庫の活動

シリーズ 活動あれこれ「物語と音楽で

世界を笑顔に」

小林RCの「RCC」子うさぎ文庫の活動

子うさぎ文庫
会長

坂下実千代

小林ロータリークラブは、「子うさぎ文庫」のRCCスポンサークラブであり、読み
聞かせ活動や演奏会を通した子どもたちの心の成長を応援しています。「子うさぎ
文庫」のご活動は、「人の心を育てる」精神を持つロータリーにおいて最も重要な
社会奉仕の一つであることを踏まえて、このご活動と小林RCからの支援について取
材しました。

子うさぎ文庫、これまでの歩み
設立のきっかけは 熊本県八代市の、子どもが通っていた幼稚園での「子羊文庫」という読み聞かせ会に出
会ったことです。子どもたちが目を輝かせて絵本を見つめ、おはなしに聴き入っている姿を見て、「この活
動は子どもたちの成長にとって素晴らしいに違いない」と感じました。私たちの文庫は、1987年６月 自
宅の廊下からスタートしました。当初の利用者は近所のお子様方が中心でしたが、もっと多くの子どもたち
に絵本の楽しさを体験して欲しいとの想いで、自宅近くの空き家で文庫を開き、市立図書館や幼稚園、学校
でも読みきかせをするようになりました。そして2014年には設立当初の自宅の細い廊下をイメージした新
しい文庫が小林駅の南側に完成して現在に至ります。

子うさぎ文庫の願い
絵本や人とのあたたかな出会いの場となりますように。
幼いお子さんとお母さんのくつろげる場でありますように。
限られた子ども時代、いい本との出会いの場でありますように。
絵本の魅力を学びたい大人が交流し、楽しんでいける場でありますように。

子どものにあう街・小林

赤ちゃんからシニアまで 「絵本と人」の出会いの広場
〜こころに平和の砦を〜

語られる物語、奏でられる音楽は心の扉をそーっと開き、私たちを不思議な世界に誘ってくれます。
こころにあたたかな光が灯ったら、きっと笑顔になるでしょう。世界中が笑顔でいっぱいになりますように。

小林RC「RCC活動」としての支援
小林ロータリークラブの会員でガバナーも務められました、故池田卓郎先生が「RCC活動を我がクラブが
率先してつくりたい」という有難い思いにより、2001年６月に、子うさぎ文庫はRCC活動として承認を受
けました。その当時小林ロータリークラブは私共の団体も含めて３つのRCC活動を受け持っておられまし
た。小林RCからは、毎年３万円の補助を頂いております。イベントを開催する折には、度々小林RCへご案
内をさせていただいており、ロータリアンの方々が諸々のイベントに参加してくださることもあります。小
林RCの例会の卓話にて私どもの活動紹介をさせて頂くこともございます。そして私共は年に１度小林RCの
例会に出席してその年の事業報告をしております。
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小林RCの
「RCC」
子うさぎ文庫の活動

文庫では、いろんな 活動をしています。
大人のための勉強会

第１月曜日の夜におはなしの勉強会をおこなっ
ています。「ストーリーテリング」といわれるもので、おはなしのテキストをす
べて覚え、物語の世界を語りだけで伝えるものです。
（楽譜を暗譜することで、演
奏が豊かになる音楽にも似ています）おはなしは主に学校で披露していますが、
大人のための会をすることもあります。第３水曜の午前は絵本の勉強会です。絵
本について理解を深めるための勉強と、絵本の読み方の実習をしています。

ストーリーテリングの発表会

親子のための会

赤ちゃんへの読み聞かせ

第２水曜午前は図書館で行う「ブッ
クスタート事業」の延長として、図書館の職員参加で赤ちゃん
を連れた親子さんと一緒に絵本の読み聞かせ、手遊び歌、わら
べ歌を楽しんでいます。第４水曜日は、０〜３歳児を対象とし
て、歌をうたったり、演奏に合わせて体を動かすことにより子
供たちの知性や創造性・音楽性を育てる「リトミック」という
会があります。指導されるピアニストの今屋早紀子さんはロー
タリークラブの財団留学生としてドイツへ留学された方です。

出張読みきかせ

ピアニスト：今屋早紀子さん

子ども達に文庫を開放
火曜日の午後は学校帰りの小学生
が立ち寄り宿題をしたり、絵本を
読んだりして過ごします。土曜日
は小学生や親子連れが来られ、絵
本を読むのもそこそこにカルタや
折り紙等で遊ぶお子さんもありま
す。本の貸し出しもしています。

子うさぎ文庫のメンバーは保育園・
幼稚園・小・中学校へと定期的に出向き、読みきかせ活動をし
ています。この活動は1994年から始めたものですが、この活
動を小林市の前教育長にご評価いただき、私たちの草の根の活
動が火付け役となって、2006年には「小林市小・中学校読み
きかせ連絡協議会」が結成され、現在では小林市内の全小中学
校においてそれぞれのボランティア団体が「朝の読み聞かせ活
動」を行っています。

音楽会・季節のお楽しみ会

この他にも文庫では
音楽会・七夕会・クリスマス会・雛祭りをしています。季節の
お楽しみ会は子どもたちが主体となって、絵本の読みきかせ、
ハンドベル演奏、劇の発表などをしてもらうことにより、子ど
もたちの自主性を育てています。

ピアノとバイオリン、管楽器やハープの演奏会

七夕会やクリスマス会などの季節のお楽しみ会

ささやかな活動ではありますが、続けているうちにしっかりとした「道」が出来始めているようです。子供
の頃文庫に来られていた方が親となって、今度はお子様を連れて一緒に来られて楽しまれていることを嬉し
く思います。地元や全国各地のお友達との交流を通して、たくさんの絵本やストーリーテリングから学ぶこ
とも多く、意義のある活動を続けられていることに感謝しております。 （会長 坂下実千代）
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クラブ活動報告
宮崎県北部グループ

ロータリーデーに合わせて
７クラブ合同で新聞に記事を掲載しました。

2021年２月23日付
夕刊デイリー

掲載

■今年度は宮崎県北部グループの各クラブにおき
ましても、新型コロナウイルスの影響により、
ロータリーデーに合わせて表立ったイベントを企
画することは出来ませんでした。
■その代わりとして、２月23日付けの新聞「夕刊デイリー」に、宮崎北部グループの７クラブ合同で「今
日はロータリーデー」と題してロータリーの活動や意義を紹介した記事を掲載しました。記事の中ではロー
タリーの発祥や日本のロータリー100周年の話題に始まり、ロータリーの周知を図る日として「ロータリー
デー」が定められている事を紹介し、宮崎県北部グループの概況と共に、７クラブの直近の活動を記した記
念写真が１枚づつ掲載され、ロータリーの歴史とともに、当グループの諸活動の活気や団結力が表現される
内容となっています。
■記事の最後には国際ロー
タリーの日本語版フェイス
ブックの紹介がQRコード
と共に掲載されており、一
般の方々がロータリーを知
るための機会が分かりやす
く提供されています。

延岡RC

延岡東RC

延岡中央RC

西階町にある
「ロータリーの森」 東浜砂町の
「若山牧水フィールド
における清掃活動
ミュージアム」
等の清掃活動

緑ヶ丘の長浜海岸での
「アースデイ清掃奉仕活動」

日向RC

日向東RC

門川RC

美々津小と旧幸脇小児童との
交流行事

元ロッテ黒木知宏さんが講師を
務めた硬式野球教室

宮崎県西部グループ

日向中央RC

東郷町の障がい者就労支援施設
「スマイルホーム」
での交流

町内小中学校での景観向上活動
「花いっぱい運動」
の様子

ロータリーデーの代わりとして、コロナ医療に
従事する病院へ支援金を贈呈しました。

2021年２月20日付
宮崎日日新聞

掲載

当初、宮崎西部グループ８クラブ共催でロータリーデーを予定していましたが、現状では実施が困難となり
ました。チラシ、ノベルティなどは製作購入していましたが、次年度に繰り延べと致しました。
これまでロータリーは感染症蔓延防止を一丸と
なって取り組んできたこと、その結果ポリオの終
焉があと少しであること、そしてその他の活動を
ご理解頂く為に、集客施設等において発信する予
定でありましたが、今年度は残念ながら実現でき
ませんでした。そこで本年度は都城４クラブから
コロナ医療に従事する都城市郡医師会病院へ金４
０万円を支援し、ポリオ根絶についてのロータ
リー活動を伝え、ご協力への理解を頂きました。
ロータリーデーは、「交友関係を広げ、アイデアや意見を交わし、行動を起こすことで地元地域や世界に貢
献できる」というロータリーの魅力を感じてもらうイベントとする。地元のロータリー会員、ローターアク
ター、インターアクター、その他の地域社会のメンバーが重要な人道的貢献を行った例を紹介する。
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クラブ活動報告
鹿児島県北部グループ

ロータリーデーとして、各クラブは清掃活動等
それぞれ独自の活動を行いました。

川内RC

鎮守神の薩摩国一の宮、新田神社にて、川内RC会員とローターアク
ター28人とで境内の清掃作業を行いました。広い境内はたくさんの
木々が生息しまさにその空気は身も心も霊験あらたかな雰囲気を感じ
る場所ですが、当日は特に皆で汗を流し境内清掃作業をしたことでい
つもとは違う清々しい気持ちになりました。また当日は天皇誕生日で
あった為、当クラブ会員、種子田宮司のはからいで天上祭に参拝、参
列出来、疫病お祓いと皆の幸福を祈願いたしました。今後も川内ロー
2
23 タリークラブは奉仕活動を通じ地域の方に発信してまいります。

/

串木野RC

いちき串木野市民文化センター前のプランター及び同市総合体育館前のプランターの花苗植栽活動を、
中村ガバナー補佐をお迎えして計14名で行いました。文化センター
前のプランターは昭和47年に開催された太陽国体の折に我がクラブ
の先輩方が寄贈したもので、市からの要望により、昨年当時の色に塗
りなおしました。体育館前の大型プランター設置については、昨年度
は延期になりましたが、この度国体に向けて当クラブより２個寄贈致
しました。今回の植栽活動はコロナ感染防止の為に１月から５月に延
期になった成人式に合わせて、玄関をきれいな花で飾って新成人の方
2
23 たちに喜んでもらおうと企画したものです。

/

出水RC

/ 23

2

阿久根RC

阿久根駅周辺などで清掃
を行い、ロータリー花壇
の手入れを行いました。

/ 23

2

薩摩川内RC

/ 25

2

今年度はコロナ感染症拡大防止の観点からグループ全体での
ロータリーデーの取り組みは行いませんでした。そこで当クラ
ブでは、献血推進事業の際に受付横にロータリーデーのコー
ナーを設け、来場された方に、ロータリーの広報誌最新版、チ
ラシ、使い捨てマスク（個包装３枚）を配付することで、ロー
タリーデーとしての広報活動を兼ねておこないました。
▲ MY ROTARYのツールを使って、当クラブ名を既存のテンプレートに挿入して作成したチラシを配布しました。

宮之城RC

虎居〜平川沿線をロータリーデーにあわせ、空き缶ゴミ拾いを行いま
した。町中はほとんどゴミ等は落ちていなかったのですが、少し外れ
た国道沿いには空き缶、ペットボトル、紙くず等 結構たくさんのゴ
ミが投げ捨ててあり少しの時間とせまい範囲でも大量のゴミ袋ができ
ました。
また次回に範囲を広げて実施したいと考えております。
2
24 参加された皆さんご苦労様でした。

/

大口RCは、３月24日にロータリーデー代替行事を企画しています。
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クラブ活動報告 / 米山記念奨学生終了者 歓送会
鹿児島県奄美グループ

ロータリーデーにおいて、子ども達の
ために、野外観察会をおこないました。

令和3年2月23日
住用村役勝エコロード

奄美グループでは３クラブ合同により、ロータリーデーに合わせて、島内の小中学生を対象にした動植物観
察会をおこないました。奄美群島認定エコツアーガイドの越間茂雄さんが、児童生徒と保護者合わせて40
人に固有種などについての解説をおこないました。参加者たちは木の上に咲くナゴランの花などを望遠鏡で
観察したり、アカヒゲやルリカケスのさえずりの解説に聞きいったりしました。路上に落ちていたアマミノ
クロウサギの糞は、その大きさにより個体の生育度合いが分かることも学びました。参加した児童は「図鑑
に載っている植物を直接見ることが出来て嬉しい」と話し、保護者は「この道はよく通っていたが、こんな
に貴重な動植物があるとは知らなった」と驚いた様子でした。【２月28日付 南海日日新聞に掲載】

散策は約２時間。野外研修を
通して子供たちに奄美の自然
の素晴らしさ、大切さへの理
解を深めてもらうのが目的。

ロータリーデー関連のイベントを行ったクラブは、ぜひ活動のご報告をお願いいたします。

米山記念奨学会

米山記念奨学生終了者

歓送会

2021年２月13日
ニューウェルシティー宮崎

2021年３月をもって終了する米山記念奨学生の歓送会が行われました。2730地区米山記念奨学会 長嶺貴臣部
門長が
「この先もずっと米山学友としてロータリーや学友仲間と繋がっていてください。連絡が途切れるとそこで友
好が終わってしまいます。本国の学友達と協力してあなたの国と日本とを繋ぐ架け橋となってください。」
と挨拶。
そして池ノ上克 副部門長
（宮崎大学学長）
が奨学生たちへの激励の言葉として「３つの事を守ってください。
①どんなことでもハッピーと思える努力をする。
②競争社会にあっても周囲はみんな貴方の敵で
はなく味方であり、仲間と協力して生きる。
③常に自分をサポート＆プロモートしてくれる環
境に身を置おくこと。人生を楽しんでください。」
と述べられました。米山奨学生には奨学期間が終
了し、ロータリー学友になった事を示す証明書
が、そしてカウンセラーには感謝状が送られ、爽
やかな雰囲気で奨学生たちを輝く未来に向けて
一瞬だけ息を止めて、ハイポーズ。奨学生たちの笑顔が
送り出しました。
学生生活の充実を物語っておりました。
米山記念奨学生 終了者 一覧表
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奨学生名

国籍

性別

チョウ コウ

中国

男

宮崎大学

宮崎北RC

柳川昌理

中原

ショウ チョウヨン

中国

男

宮崎大学

西都RC

岩切

瑋

ソウ イ

中国

男

鹿屋体育大学 鹿屋西RC

伝濤

ソウ デントウ

中国

女

鹿児島大学

鹿児島東RC

有村茂樹

ダール，アシス

ダール，
アシス

バングラデシュ

男

鹿児島大学

鹿児島サザウインドRC

西

チュティニュン

チュ ティ ニュン

ベトナム

女

鹿児島大学

鹿児島東南RC

野井倉洋豪

ボハラ，マニシャ

ボハラ，
マニシャ

ネパール

女

鹿児島大学

鹿児島北RC

上田耕平

金

キム ソンヒ

韓国

女

九州保健福祉大学 延岡中央RC

桑原英一

趙

航

庄
叢
曽

成禧

大学名

世話クラブ名

カウンセラー
昇

鶴丸秀治・四元隆二
孝一

クラブ活動報告 / 入退会報告

「絆」
をテーマに、
中学生に標語を募集しました。

串良RC

募集（11月〜12月）
選考（1月25日）
表彰（2月 各学校にて）

地域の青少年の健全育成を目指して中学校を対象に「標語の募集」を致しました。コロナが猛威を振るう中
でありましたが、数多くの標語が集まりました。その中から厳正に審査し選考された優秀賞の学校と標語を
掲載致します。
最 優 秀 賞：細山田中学校２年生
「助け合う こころのタスキ つなぎましょう」
会長特別賞：細山田中学校２年生
「友情は 目に見えずとも続いている 年を老いても
心の中で生き続けている」
優秀賞
大崎中学校 １年「お互いを 信じる心 通じ合う」
２年「苦しいとき 信じてみよう 絆の力」
３年「とぎれない 君と僕の 物語」
東串良中学校１年「ぼくたちは ピンチな時こそ 絆が芽生える」
２年「コロナかで会えなくたって 心一つ」
３年「強く太く みんなで紡いだ 三年間」
上小原中学校１年「ぼくたちは ピンチの時こそ 絆が芽生える」
２年「一人じゃない 見えない糸で つながっている」
３年「絆とは 見えないほどに 強いもの」
串良中学校 １年「いつだって みんながいるよ 大丈夫」
２年「笑顔咲け みんなつなぐ 笑いの輪」
３年「困ってる 私の君が「大丈夫」」
細山田中学校１年「つくろうよ みんなで一つの 固い絆」
２年「絆はね ひびもはいらぬ 心だよ」
授賞式の様子
３年「笑い 泣き きづきあげた 友との絆」

大崎町・児童みまもり腕章を贈呈

南九州大崎RC

令和3年3月1日

【地区補助金プロジェクト】

大崎町中央公民館

「大崎町みまもり腕章」の贈呈式を行いました。新型コロナウイル
ス対策の為、クラブからは幹事１名の参加となりました。町内６小
学校、１中学校の立哨・交通安全指導における、統一された係の目
印として気軽に着用できる腕章300枚を作成、贈呈いたしました。
新年度より統一腕章を使用していただき、今後も町内小・中学生の
安全、健やかな成長を応援してまいります。

長友
中園
長友

あい（ 宮 崎 R C ）
英邦（ 宮 崎 北 R C ）
俊輔（ 宮崎中央RC ）

1月
津曲由紀子（ 都 城 R C ）

迫

氏

名

2月 入会報告

戸高 直樹（ 都 城 R C ）
渕上由起子（ 小 林 R C ）
李
昱（ 都 城 西 R C ）

外山
西尾

智也（ 延 岡 東 R C ）
一輝（ 宮 崎 R C ）

クラブ名

黙太郎

えびのRC

平

建次郎

鹿児島西RC

久米田

彬

鹿児島RC

萩原

徹（ 鹿児島西RC ）

おつかれさまでした。

2月
誠司（ 宮 崎 北 R C ）
博幸（ 串 良 R C ）

矢野
濵上

物故会員

ご入会おめでとうございます。

祥裕（ 川 内 R C ）
実（ 川 内 R C ）
孝淳（ 出 水 R C ）

退会報告

田

川

柏木
宮司
笠置

贈呈式

宗吉

一（ 鹿 屋 西 R C ）

謹んでご冥福をお祈りいたします。

享

年

ご逝去日

ロータリー歴

81

R3.2.16

37

80

R3.2.3

52

77

R3.2.28

20
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ロータリー用語
財団の使命
財団の標語
財団の独立性
寄付の種類

ロータリー財団

詳しくは、
財団ガイドブックを
ご覧ください。

ロータリー財団
部門長

押川

弘巳

ロータリー財団の使命は、
ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困
を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすることである。
「世界でよいことをしよう」
（Doing Good in the World）
アメリカ・イリノイ州法に基づき、
Ｒ
Ｉとは別の独立した非営利財団であるロータリー財団を設立
することにより、米国の寄付者に税制上の優遇措置を講じられる。両者の理念は同一である。
①年次基金寄付

②恒久基金寄付

③使途指定寄付

年次基金寄付

３年間資金を運用して、その運用益はロータリー財団の管理運営費に充当される。
３年後に元金の50％は
【DDF】
に、残りの50%は
【WF】
に充てられる。
（シェアシステム）

恒久基金寄付

寄付は投資・運用され、
元金は支出されない。
１年間の運用益の50%は
【DDF】
に、残りの50%は
【WF】
に充てられる。
（シェアシステム）

使途指定寄付

■ポリオプラス ■ロータリー平和センター
■その他

財団プログラム

①地区補助金

②グローバル補助金

■グローバル補助金のクラブからの寄付

③ポリオプラス

④ロータリー平和センター

地区補助金
DDG

地元や海外の地域社会のニーズに取り組むための、比較的規模の小さい、短期的な活動
を支援する。各地区はこの補助金を配分するプロジェクトを独自に選べる。

グローバル補助金
GG

６つの重点分野に該当し、持続可能かつ測定可能な成果をもたらす大規模な国際的活動
を支援する。
「提唱者」
と
「協力者」
がパートナーシップを組む必要がある。

ポリオプラス
PP

ポリオと共にハシカ、
ジフテリア、結核、百日咳、破傷風の五つをプラスして、同時に撲滅さ
せることを目的としている。

平和センター

世界の平和を推進するフェローが選ばれ、奨学金が与えらえる。フェローは２年間、平和セ
ンター
（世界６ヶ所、
７大学にある）
で修士課程において学ぶ。

資金の種類

①地区財団活動資金【DDF】

②国際財団活動資金【WF】

地区財団活動資金
【DDF】

地区が使途を決定する資金
■地区補助金に使用 ■グローバル補助金に使用

国際財団活動資金
【WF】

財団管理委員会が使途を決定する資金＝世界の最優先課題への活動に提供
■グローバル補助金に使用 ■平和センターに使用 ■ポリオ基金

地区補助金の内訳

①奉仕プロジェクト ②奨学金

奉仕プロジェクト
奨学金
職業研修

奨学金

③職業研修チーム
（VTT）

地元や海外のプロジェクト、活動現地への渡航費、災害救援などに使用できる。
地区補助金の奨学金については、地区が独自の資格基準を設けられる。
■地元での職業研修ニーズに取り組む。 ■VTTの活動に利用できる。

グローバル補助金の内訳 ①奉仕プロジェクト ②奨学金
奉仕プロジェクト

■寄贈

③職業研修チーム

６つの重点分野に利用できる。
（７月からは環境の保全が追加）
６つの重点分野
（7月からは7つ）
で活動する未来のリーダー育成
（大学院レベルの学業・研究）

職業研修

VTT
（Vocational Training Team）
の活動に利用できる。

「財団の友」
会員

年次寄付に、毎年100ドル以上寄付する人が認証される。

ポールハリスフェロー

年次寄付が累計1,000ドル以上寄付した人が認証される。

ポールハリスソサイエティ 年次寄付に、毎年1,000ドル以上寄付する人が認証される。
ベネファクター
遺贈友の会
メジャードナー
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恒久基金に累計10,000ドル寄付するか、誓約した人が認証される。
TRNへの寄付額が累計10,000ドルに達した人が認証される。

地区大会の概要は、
２７３０地区HPをご覧ください。

２７３０地区HP

▲

お知らせ

恒久基金に累計1,000ドル寄付するか、誓約した人が認証される。

