
 

 

 

 

 

ロータリー財団のロータリー財団のロータリー財団のロータリー財団の夜明け夜明け夜明け夜明け

「未来の夢計画 Future Vision Plan」

月から全世界一斉に始まります。 

「未来の夢計画」とは新しい３つの補助金システム

（地区補助金・グローバル補助金・パッケージグラ

ント）を利用して、持続可能な「６つの重点分野

に焦点をあてた大型のプロジュクトを行おうとい

うもので、３万ドル以上の事業規模になります

 

６つの重点分野６つの重点分野６つの重点分野６つの重点分野    

下記のものが「６つの重点分野」です。

① 平和と紛争予防/紛争解決    

② 疾病予防と治療    

③ 水と衛生    

④ 母子の健康    

⑤ 基本的教育と識字率向上    

⑥ 経済と地域社会の発展    

    

夢計画夢計画夢計画夢計画の必要性の必要性の必要性の必要性    

一番の大きな原因は、財団の仕事量が膨大になった

ということです。特にマッチング・グラントの

件数の増加は費用対効果を悪化させました。

多岐にわたる補助金制度の創立、ロータリー財団

際親善奨学生や GSE（研究グループ交換）等の仲介

業務、これらも財団の大きな負担になりました

これらを整理・統合し、簡素化して大幅な

とともに地区の裁量でやってもらうことが

のメリットにつながるという判断があったわけで

す。 

 

地区補助金が大幅アップ地区補助金が大幅アップ地区補助金が大幅アップ地区補助金が大幅アップ

では大幅な財政移譲でどのような変化があったの

でしょうか。 

いままでは DDF（地区財団活動資金・我々の地区で

使えるお金）の 20%がクラブで使用可能な地区補助

金でした。 
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（地区財団活動資金・我々の地区で

がクラブで使用可能な地区補助

それが今回 DDF の 50%まで地区補助金として

能になりました。残りの

して持続可能な「６つの重点分野」

クトに使われることになったのです。

これによりロータリー財団の標語

をしよう」とともに「地域でもいいことをしよう」

ということにもなりました。

もちろん大きな金額を地区で動かしますので資金

管理の責任も重大です。地区ロータリー財団委員会

に財団資金管理小委員会と第三者機関による財団

資金監査委員の設置が義務

    

地区補助金に対する地区の方針地区補助金に対する地区の方針地区補助金に対する地区の方針地区補助金に対する地区の方針

少人数クラブの支援と奉仕活動の活性化です。

少人数クラブは、スマイル予算が小額です。このた

め地域での奉仕活動が鈍ります。この状態が

きますとロータリーの存在感がなくなり、地域に埋

没し、忘れられた存在になりかねません。

各クラブがこの地区補助金をクラブ予算の応援団

として積極的に利用して、地域の活性化、ロータリ

ーのイメージアップに貢献していただく所存です。

    

「未来の夢」「未来の夢」「未来の夢」「未来の夢」

ロータリー財団の新しい補助金モデル

の功績が認められ、ロータリーに「エジソン賞」（銀

賞）が贈られました。 

このエジソン賞は、米国で革新的な商品、サービス、

ビジネスリーダーを表彰するものです
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少人数クラブは、スマイル予算が小額です。このた

め地域での奉仕活動が鈍ります。この状態が長く続

きますとロータリーの存在感がなくなり、地域に埋

没し、忘れられた存在になりかねません。 
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ロータリー財団の新しい補助金モデル「未来の夢」

の功績が認められ、ロータリーに「エジソン賞」（銀

このエジソン賞は、米国で革新的な商品、サービス、

ビジネスリーダーを表彰するものです。

年次基金寄付年次基金寄付年次基金寄付年次基金寄付 130130130130 ドルドルドルドル以上以上以上以上    

寄付寄付寄付寄付 20202020 ドルドルドルドル以上以上以上以上    

ベネファクターベネファクターベネファクターベネファクター各各各各クラブクラブクラブクラブ１１１１名名名名    

００００クラブをなくそうクラブをなくそうクラブをなくそうクラブをなくそう    



地区補助金地区補助金地区補助金地区補助金 51515151 クラブクラブクラブクラブがががが申請申請申請申請    

クラブクラブクラブクラブ補助金総額補助金総額補助金総額補助金総額 64,264,264,264,200000000 ドルドルドルドル    

今回 51 クラブから地区補助金申請がありました。 

これは地区内 88%のクラブが申請したことになり、その関心の高

さがうかがいしれます。 

この申請のすべてが TRF（ロータリー財団）より５月 31 日付け

で承認されましたので、７月１日より各申請クラブが使用可能と

なりました。 

2013 年度長谷川年度の地区補助金の総額は 71,043 ドルです。 

その内、51 クラブの総予定額は 64,200 ドルにのぼります。 

小人数クラブもこの補助金で存在感のある地域の奉仕活動を展

開し、ロータリーの公共イメージの向上に努めてください。 

残りの地区補助金 6,843 ドルは、管理費、臨時費として使用予定

です。 

51515151 クラブ申請状況報告クラブ申請状況報告クラブ申請状況報告クラブ申請状況報告    

 
クラブ名 活動種類 プロジェクト名/活動内容 実施地 

予定額 

米ドル 

第 

１ 

分

区 

日立 保健一般 障害福祉施設に訓練用セラピーマットを寄贈 Japan 1400 

日立南 教育一般 東日本大震災被災小学校支援のため遊具提供 Japan 1000 

高萩 教育識字 
新世代の国際理解と表現力向上を目的に英語スピー

チ・コンテストを開催 
Japan 1000 

北茨城 教育一般 
薬物乱用防止ダメ・ゼッタイ運動の一環として近隣

地区中学校対抗スポーツ大会開催 
Japan 1000 

日立港 保健一般 知的障害者施設入居者支援の音楽会を実施 Japan 600 

日立北 教育一般 
青少年健全育成のため少年野球大会に軟式ボール他

野球用具寄贈 
Japan 400 

日立中央     

      

第 

２ 

分

区 

那珂湊 保健疾病 エイズ予防啓蒙のための講演会開催 Japan 500 

常陸太田 水 供 給  
東日本大震災で被災した地元神社境内の非常用井戸

の修復  
Japan 2000 

大子 教育一般  
久慈川水質保全啓蒙のため、鮭受精卵孵化育成施設

を小学校に寄贈  
Japan 900 

大洗 保健一般 発達障害児の子育て支援のための相談会開催  Japan 900 

勝田 教育一般 
障害者生徒への自立を目的としたカメラ技術習得の

ための職業訓練プロジェクト  
Japan 2000 

東海那珂 保健一般 
社会福祉施設入居子供達と地域住民とのソフトボー

ル大会を実施  
Japan 1500 

ひたちなか     

      



 

 

 

 

 

第 

３ 

分

区 

水戸 保健一般 ベトナムの孤児院生活孤児への健康と生活支援事業 Viet Nam 2000 

笠間 教育一般 
フィリピン農村部の教育支援事業としてテニスコー

ト整地支援  
Philippines 900 

水戸西 地域社会 
特別支援学校生徒が封筒を作成し、地区内の企業に

使用してもらう活動支援。 
Japan 500 

水戸南 教育一般 水戸市内小中学校の音楽活動支援のため楽器を寄贈 Japan 1600 

友部 教育一般 
特産品である「笠間焼」の後継者育成事業として児

童陶芸展開催  
Japan 1300 

水戸東 教育一般 
水戸市中学生春期ソフトテニス大会で薬物乱用防止

キャンペーン  
Japan 2000 

水戸さくら 保健一般 
児童養護施設「みどり園」入所児童とのボーリング

大会開催  
Japan 1700 

水戸好文 教育一般 
茨城県内特別支援学校及び障害者施設入所者による

アート展開催  
Japan 600 

      

第 

４

分

区 

古河 地域社会  
古河総合公園に高齢者休憩設備（ベンチ）の設置と

清掃活動  
Japan 1000 

境     

岩井 地域社会  
地域活性化のためのハーフマラソン大会参加者への

「トン汁サービス」  
Japan 1600 

古河東 教育一般 
『渡良瀬遊水地』ラムサール条約登録を記念し小中

学生を対象に環境保全啓蒙活動 
Japan 2000 

古河中央 地域社会 
市民憩いの場であり水質保全のシンボルである公園

（ホタルの里）に植樹  
Japan 2000 

      

第

５

分

区 

下館 地域社会 
小貝川の水質・環境保全のための除草とクリーン活

動  
Japan 2000 

結城 教育一般 環境保全を目的とした自然体験学習講座を開催  Japan 2000 

真壁 教育識字 
筑波大学留学生とその家族に対する日本文化・生活

習慣理解促進のための講習会を実施  
Japan 1000 

下妻 地域社会 
市民憩いの場である下妻ホタルの里に循環型水路を

設置  
Japan 1300 

しもだて 

紫水 
教育一般 

環境保護啓蒙活動の一環として地元小学生を中心に

勤行川の清掃と歩く会を実施  
Japan 2000 

筑西きぬ 教育一般 筑波大学留学生と小学生との国際交流会を実施  Japan 900 

岩瀬 地域社会 ゴミ捨て禁止の立て看板設置による環境美化啓蒙  Japan 500 

      

第

６

分

区 

 

石岡 教育一般 
ヴェトナム・イェン・モ村小学校に文房具・教育教

材支援  
Viet Nam 1000 

土浦 地域社会 霞ヶ浦総合公園に藤植樹と日除け棚設置し寄贈  Japan 1200 

土浦南 地域社会 
新設計画中の土浦市民広場に石製ベンチ２基設置寄

贈  
Japan 1000 



 

 

 

 

 

第

６

分

区 

つくば学園 教育一般 
新世代健全育成のため中学生によるダンスコンクー

ルを開催  
Japan 2000 

石岡 87 教育一般 
小学生対象の自然環境保護啓蒙を目的とした里山再

生事業  
Japan 300 

土浦中央 地域社会  
地域内小松の里公園に藤棚とベンチを設置し市に寄

贈  
Japan 2000 

つくば City 保健一般  高齢者支援のためグランドゴルフ大会を開催  Japan 600 

かすみが 

うら 
教育一般 

精神障害者施設「ほびき園」入所者社会復帰支援事

業として「そば打ち会」を実施  
Japan 1100 

阿見 教育一般 
児童と保護者による牛久警察署見学と警察官による

防犯講習会を実施  
Japan 900 

つくばサンライズ     

      

第

７

分

区 

竜ヶ崎 水 供 給 カンボジア王国に井戸の掘削により安全な水の提供 Cambodia 2000 

水海道     

取手 教育一般 健全な心身の発育に資する特別授業の開催  Japan 1500 

牛久 地域社会 
景勝地牛久沼の環境保全のため流入河川に水質浄化

用木炭を設置  
Japan 800 

守谷 保健一般 特別養護老人ホームにリハビリ用和太鼓３台を寄贈 Japan 300 

稲敷     

藤代 教育一般 
薬物乱用防止啓蒙を目的とした取手市中学校野球大

会に野球用具を寄贈  
Japan 700 

龍ヶ崎中央 教育識字 
流通経済大学留学生を対象として、言語・日本文化・

生活習慣等理解促進のための講習会を実施  
Japan 1300 

      

第

８

分

区 

潮来     

鉾田 地域社会  商店街の空き地に草花の植栽とベンチを 10 基寄贈  Japan 900 

鹿島臨海 地域社会  
東日本大震災で破損し再建中の防災公園に山桜を 

20 本植樹し寄贈  
Japan 2000 

玉造 地域社会  
ふれあいの森に生息する動植物マップ・環境保護啓

発看板を作成し寄贈  
Japan 1100 

波崎 水 供 給 
カンボジアの子供達への学用品・衣類及び井戸の提

供  
Cambodia 1400 

鹿島中央 保健一般 
障害者施設・高齢者施設入居者とその家族を招待し

クラシック音楽会を開催  
Japan 2000 

      

 
2820  

管 理 

運 営 費 
補助金の管理運営用準備金  該当なし 710 

 2820  臨時費  補助金の臨時出費用準備金  該当なし 6133 

     71043 

 

 


