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国際ロータリーの使命は、他者に奉仕すること、高潔性

を促進すること世界理解、親善、平和を推進

（advance)することである。

ロータリー財団の使命は世界理解、親善、平和を達
成できる（enable to advance)ようにすることである。

ロータリー財団の役割は国際ロータリーの承認を得て、
目標を実現していくことである。



ロータリー財団

「世界でよりよいことをするために」
1917年、当時の会長アーチ･C・

クランフがアトランタの国際大会
で、「ロータリーが基金をつくり、
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。

これが、ロータリー財団をつくる
きっかけとなった。



ロータリー財団の標語
（Motto of The Rotary Foundation)

世界でよいことをしよう



ロータリー財団の歴史・年表

1917年 アトランタで開かれたロータリー国際大会で国際ロータリー

会長アーチ・クランフが「世界でよいことをする」ための基金

の設立を提案。

同年 カンザス・シティロータリークラブから最初の寄付

26ドル50セントが基金に寄せられる

1928年 ロータリー財団と正式に命名され、初代管理委員が

任命される。

1930年 国際障害児協会（Easter Seaisの前身）へ500米

ドルを送り、これが財団の補助金第1号となる



1947年 ロータリー創始者、ポール・ハリスが逝去。
その後18ヶ月間にハリスを追悼する寄付100万ドル以上が
財団へ寄せられた。

1947年 ロータリー財団初のプログラムとして「高等教育のための
ロータリー財団奨学金」を開始。

1951年 アーチ・クランフ逝去。財団は300万ドル近くまで成長。
1957年 ポール・ハリス・フェローの認証を開始。
1962年 「技術研修のための奨学金」（後の職業研修奨学金）の

授与を開始。
1963年 カールPミラーRI会長が「組み合わせ地区」プログラムを

開始。
1965年 財団への年間寄付総額が初めて100万ドルを超える。



1965年 「研究グループ交換（GSE）」、「特別補助金（後のマッチング

グランド）、「技術研修プログラム」開始

1978年 「保健、飢餓追放および人間性尊重補助金」プログラムを創設

1980年 フィリピンの600万人以上の子どもにポリオ予防接種実施。

1980年 全世界でポリオを撲滅する目標年を2005年とすることを提案、

規定審議会が「予防接種によってポリオを撲滅する」という立法

案を承認。

1981年 「世界理解と平和のための基金」を設立。

1981年 計画寄付と年次寄付に関する地区リーダーのための研修会、

「ロータリー財団地域セミナー」（当初の名称は「財団開発研修

セミナー」）を開始。



1983年 ロータリー財団が法的に信託から非営利法人に変更される。

1985年 「ポリオプラス」と「大学教員のための補助金」プログラムを

開始。

1988年 フィラデルフィアでの国際大会にて、ポリオプラス・

キャンペーンが、2億2000万米ドル近くを集めたことを発表。

1988年 この募金キャンペーンの成功を受けて、世界保健総会が

全世界ポリオ撲滅の目標を定め、「世界ポリオ撲滅推進計画

(GPEI）」を開始。

同年 財団が米国イリノイ州エバンストンで第1回「ロータリー平和

フォーラム」を開催。



1991年 ロータリアンが海外に渡航して補助金プロジェクトを計画

するための「カールP.ミラー助成金プログラム」を開始。

1993年 GPEIを通じてポリオ予防接種を受けた子どもが5億人を

突破。

1994年 西半球のポリオフリーが宣言される。

1998年 1年限りのプログラム「子供達のための機会補助金」実施。

子どもたちを援助するプロジェクト1600件近くを支援。

1999年 ロータリー平和センターを創設。ロータリー平和フェロー

第1期生が2002年より留学を開始。

1999年 ロータリー財団管理委員会が、財団に1万米ドル以上の

遺贈した寄付者を認証する「遺贈友の会」を創設。



2000年 西太平洋地域のポリオフリーが宣言される。

2002年 ヨーロッパ地域のポリオフリーが宣言される。

2002年 ビル＆メリンダ・ゲイツ財団から「世界保健のためのゲ

イツ賞」として100万米ドルがロータリー財団に授与さ

れる。

2004年 財団に25万米ドル以上寄付した個人、妻、組織を

認証する「アーチ・クランフ・ソサエティ」を創設。

2004年 補助金モデルを更新する必要性を財団管理委員会が

認識し、後の「未来の夢計画」となる構想に着手。



2006年 100万人目のポール・ハリス・フェローが認証される。

2007年 ポリオ撲滅資金を集めるため、ビル＆メリンダ・ゲイツ

財団がロータリーに対して1億米ドルのチャレンジ補助

金を授与。

2009年 ビル＆メリンダ・ゲイツ財団がポリオ撲滅活動のため、

さらに2億5500万米ドルをロータリーに授与。前述の

チャレンジを2億米ドルに引き上げ、ロータリーが集めた

資金1米ドルごとに米貨3ドル55セントが上乗せされる

ことになった。

2009年 飲料水や衛生施設・環境の改善のため、ロータリーと

USAIDが協同で「国際H２０協力」を発足。



2010年 3年間にわたり100地区が新しい補助金モデルを試験する。

夢資金段階を開始。この補助金モデルは（新）地区補助金、

グローバル補助金、パッケージ・グランドの3種類で構成される。

試験段階の一環として、地区による職業研修チーム（ＶＴＴ）の

派遣・受け入れ、ロータリーの６つの重点分野にそった

プロジェクトの実施も行われた。

2012年 2009年に始まったビル＆メリンダ・ゲイツ財団の2億米ドル

のチャレンジに対して、ロータリーが目標額を上回る2億2800

万ドルの募金に成功。

2012年 1年間ポリオ無発生を達したインドが、ポリオ常在国の

リストから除外される。



2013年 ロータリーがポリオ撲滅のために集めた資金に対して、

ビル＆メリンダ・ゲイツ財団が2倍額を上乗せすることを

発表（5年間、年額3500万米ドルまでの寄付が対象）

ロータリーは「End Polio Now：歴史に1ページを刻もう」

キャンペーンを実施して募金に挑戦。

同年 未来の夢試験段階が終了。新しい補助金モデルが

全世界に導入される。マッチング・グランド、

(旧）地区補助金、国際親善奨学金、GSEは廃止される。

財団は、未来の夢計画の革新的な資金モデルに対して

「エジソン賞」銀賞を受賞。

2014年 東南アジア地域のポリオフリーが宣言される。



2017年 ロータリー財団100周年

財団100周年の幕じめとなるアトランタ国際大会で財団生誕

の地での祝賀会開催、ロータリーをはじめ寄付国、

寄付団体がポリオ撲滅に多額の寄付をする約束をした。

ロータリーのポリオ撲滅寄付に対してビル＆メリンダ・ゲイツ

財団が倍額を上乗せにしてきたマッチングを継続し、7月1日

から向こう3年間、年間5000万米ドルまでをマッチング対象と

することを約束した。

＊その後、ロータリーとビル＆メリンダ・ゲイツ財団は、2020年1月22日、

ポリオ根絶に年間1億5000万ドルを投入するための長期パートナー

シップを継続することを発表しました。この提携の下、ロータリーは

今後3年間、毎年5000万ドルを拠出することを目標に掲げ、ゲイツ財団

がロータリーの拠出金に対して2倍額を上乗せすることとなります

（『RI日本事務局財団室NEWS 2020年2月号』 p.1 より掲載）。



財団の３つの寄付

毎年全会員（EREY）にお願いする基金。
３年運用し、その全てが事業に使われる。

年次基金

元金を使わず、運用収益を翌年度の活動に使用。

恒久基金

ポリオプラスや災害復興等プログラム、グローバ
ル補助金、平和センターへの寄付等指定した事
業に使われる。

使途定寄付



財団への寄付金

①年次基金寄付は、３年間資金を運用して、その運用益は財
団の運営費に使われます。元金は３年後に全額を地区と財団
で使います。

②恒久基金寄付は、元金は使いません。

運用益のみを地区と財団で使います。

③ポリオプラスに指定して寄付した寄付金は、ポリオ撲滅のた
めに全額が使われます。

④グローバル補助金のクラブで拠出する部分の寄付金は指
定されたグローバル補助金プロジェクトに使います。現金寄付
のWF50％上乗せは2020年7月1日より廃止され、DDFへの上
乗せ（同額1対1）のみとなります。

⑤ロータリー平和センターに対する寄付金は、全額がロータ
リー平和センターのフェローシップのために使われます。



本年度の寄付の目標

目標＄150/US

年次基金

ベネファクター各クラブ1名以上。（恒久基
金へ$1,000以上寄付された人をベネファ
クターとして認証）

恒久基金

ポリオ撲滅 ポリオプラス基金一人当たり３０ド
ル（日本全体で約２７０万ドル）

使途定寄付



個人寄付の認証

年次基金に毎年100ドル以上寄付をする方

財団の友

年次基金・ポリオプラス・WF等へ累計1,000ドル以上の寄
付。さらに累積するとマルチプル・ポール・ハリス・フェロー。

恒久基金へ1,000ドル以上の寄付

ポール・ハリス・フェロー

ベネファクター

寄付分類に関係なく累計が10,000ドルに達した方。

大口寄付者

寄付分類に関係なく累計が25万ドルに達した方。

アーチ・クランフ・ソサエティー

毎年1,000ドル以上の寄付をした方（年次基金・ポリオプラス・
承認されたグローバル補助金）

ポール・ハリス・ソサエティー



クラブの認証

正会員全員が 年次基金25 ドル以上、一人当たりの平均寄額が
100 ドルに達しているクラブに贈られます。

「Every Rotarian, Every Year」クラブバナー

正会員全員が 、寄付分類に関わらず少なくとも 25 ドル の寄付をして、
一人当たり の平均寄付が 100 ドルに達しているクラブ贈られます。

正会員全員が、1年度中に合計1,000ドル以上を寄付したクラブに贈られます
（対象：年次基金、ポリオプラスおよび財団が承認した補助金プロジェクト）。

１００％ロータリー財団寄付クラブバナー

１００％ポール・ハリス・ソサエティクラブ認証バナー

正会員全員がポール・ハリス・フェローのクラブに贈られます。

１００％ポール・ハリス・フェロー・クラブ認証バナー

各地区内で、1年度で一人当たりの年次基金への平均寄付額が上位3位に
入ったクラブに贈られます（一人当たり平均寄付額最低50ドル）。

年次基金への一人当たりの寄付額上位３クラブ



クラブの認証バナー

年次基金への一人当たりの
寄付額上位３クラブ

１００％ポール・ハリス・フェロー
クラブ認証バナー



世界の国別会員数（2020年8月30日現在 My Rotaryより）

順位 国名 会員数 クラブ数 会員/クラブ

1 United States（アメリカ） 297,147 7,482 39.7

2 India（インド） 146,445 3,673 39.9

3 Japan（日本） 86,315 2,238 38.6

4 Korea, Republic of（韓国） 63,335 1,665 38.0

5 Germany（ドイツ） 56,696 1,094 51.8

6 Brazil（ブラジル） 52,381 2,401 21.8

7 Italy（イタリア） 38,796 910 42.6

8 England（イギリス） 32,698 1,309 24.9

9 Taiwan（台湾） 32,714 894 36.5

10 France（フランス） 29,189 1,072 27.2

日本12,593万人、 韓国 5,127万人、 台湾2,360万人

6.85人/万人 12.35人/万人 13.86人/万人



日本の2021-2022年度の財団目標について

年次基金 *1人当たり150ドル

（日本全体約1,350万ドル)

*年次基金寄付ゼロクラブ0達成を継続する

ポリオプラス基金 * 1人当たり30ドル

（日本全体約270万ドル）

恒久基金 *冠名基金を各地区1件以上設立

大口寄付 *寄付の種類にかかわらず、1万ドル以上

のご寄付を日本全体で100件

*AKSを日本全体で10名増やす中期目標として

2～3年で「AKS 0名地区」ゼロを目指す



DDFの活用 ＊ DDFの20％をポリオプラスへ寄贈

DDFの20％をポリオプラス基金へ寄贈し

た地区と、1,500ドル以上の寄付をしたク

ラブには、ロータリー財団から感謝状が

贈られます。

＊ロータリー平和センター、重点分野への

寄贈

「日本ロータリー平和センター基金 （E11659）」の

累計が、150万ドルに達すると、毎年この基金から

ロータリー平和フェロー１名を支援できます。

＊各地区がDDFを使い切る

補助金活動 ＊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



ロータリー財団の標語
（Motto of The Rotary Foundation)

世界でよいことをしよう

2021-2022年度もよろしくお願いいたします


