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(6) 「この指とまれ」事業には使用できません。

2021-2022 年度の補助金管理セミナーを筑西市・ダ

(7) 奉仕プロジェクトにおけるロータリー会員の交通

イヤモンドホールを会場とし、ZOOM 併用のハイブリッ

費、宿泊費、渡航費には使用できません。

ドにより開催しました。各クラブから会場 10 クラブ（11

(8) グローバルグラントの調査費については、地区補

名）、ZOOM44 クラブの参加がありました。

助金からの支出をすることができるものとします。

池田ガバナーによるご挨拶として、コロナ状況下で

(9) 当該申請クラブが、地区ロータリー財団補助金管

のプロジェクト実施についての思い、新井ガバナーエレ

理セミナーに参加していること（補講も含めて全

クトによる次年度の方針などに続き、社会奉仕委員会

55 クラブが充足済み）、ＭＯＵ（覚書）を提出し、地

から、当地区で初めての試みとなる地区プロジェクト

区から参加資格認定を受けることを条件とします。

（社会奉仕委員会）の案内、財団委員会から地区補助
金利用についてガイダンスなどを行いました。

○

地球環境保全プロジェクト（2021 茨城海岸美化プ
ロジェクト）について

新井エレクトの方針発表

地区社会奉仕委員会が申請者となって 2820 地区全
体で実施する補助金事業について発表がありました。
これは池田ガバナーの提唱により新井年度で「地区ロ
ータリー奉仕デー」として実施される事業となり、茨城
県の海岸清掃により美化を図り、環境問題の提起と公
共イメージの向上を図ることを目的としています。
このプロジェクトは Covid-19 感染拡大の影響などに
よりクラブ独自で地区補助金事業が実施できないクラ

○

次年度地区補助金ガイドラインについて
補助金管理セミナーで発表させていただいた次年
度ガイドラインは以下の通りです（一部要約）。
(1) 目安として補助金適合事業費の約３５％ (例年通
り)を補助します。補助額の上限は無くします(前年
度は上限 USD2,000)。

(2) 地区補助金の総予算等との関係で、地区補助金

ブのほか、地区補助金を実施するクラブもダブルで参
加が可能となります。セミナーでは「高い補助金事業
実施率を誇る 2820 地区だが、さらに有意義でイメージ
向上に資する画期的プロジェクトなので全クラブの参
加を期待します」と呼びかけられました。
社会奉仕委員会による
プロジェクトの説明

委員会において、補助金額を適宜調整すること
があります。その際は、当該クラブの過去の寄付
実績を考慮することがあります。
(3) 前年度寄付ゼロクラブには支給しません。
(4) 申請は１クラブ１事業とさせていただきます。ただ
し、地球環境保全プロジェクト（別記）との両事業
への参加は可能です。
(5) 複数のクラブで単一事業への申請もできるものと
しますが、その場合は、代表クラブの名で申請し
てください。その場合の補助金額は、参加クラブ
数や事業費の内容等を踏まえて決定するものと
します。申請前に奉仕プロジェクト委員会又はロ
ータリー財団委員会にご相談ください。

このプロジェクトへのクラブの参加申込み期限は 2021
年 4 月 23 日（金）となっています（新井ガバナーエレクト
事務所に FAX 又はメール）。
なお、プロジェクトの実施予定日は 2021 年 9 月 12 日
（日）です（予備日 9 月 26 日）。
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新井年度地区補助金の申請受付開始

既報の通り、グローバル補助金の WF 上乗せが 7/1 以
降の承認分から 80%に引き下げとなります。駆け込みで申

申請可能額：US$ 84,476 （池田年度 US$96,663）

請を検討されている事案もあると思われますが、現在当地

申請期限は 2021 年 4 月 23 日（金）です。原則として

区で使用可能なＤＤＦは以下の通りです。

PDF 形式ファイルをメール添付にて新井ガバナーエレク

当年度利用可能額

$ 229,251.02

ト事務所（21-22@rid2820.jp）にお送りください。郵送の

配分済(8 事業)

$ 178,663.00

場合は上記期限必着となります。

DD F 返還額

$ 3,405.52

承認待ち（1 事業）

$ 5,000.00

申請に関する書式、記入見本等は池田ガバナー事務
所ＨＰよりダウンロードしてください。

未配分の DDF 残高

https://rid2820.jp/2020-21/download/

○

＜地区補助金 申請、利用のスケジュール＞
2021

3.13

補助金管理セミナー

3.15

申請受付開始

5 月中

予定です。池田年
度補助金報告書
が揃わないと遅
れてしまいます!!
申請締め切り
池田年度の方向
財団委員会による審査・取り纏め

5 月末頃

TRF に DG2223808 一括申請

5.3１

池田年度地区補助金・報告締め切り

4.23

6 月初旬

〃

全クラブ取り纏め、TRF へ報告

6 月中旬 TRF にて DG2223808 承認
7 月以降 各クラブへ補助金振込
各クラブでプロジェクト実施可
2022
5.31
○
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プロジェクトのリスト掲載は省略させていただきます。

3 月 15 日（月）より 2021-2022 年度の地区補助金申請
が受付開始となります。補助金番号：DG2223808

2021.3.17 発行

DG2223808 の報告書最終締め切り

池田年度地区補助金の実施状況
3/13 現在で判明している地区補助金事業の実施状況
は以下の通りです。

3 月 9 日現在 世界のポリオ（WPV）発生状況
2021
2020
2019
常在国
1/1～3/9
パキスタン

１

84

147

アフガニスタン

１

56

29

世界合計

２

140

176

※ GPEI Polio Today
○

2820 地区の寄付状況（2 月末）
2 月末日時点で年次寄付$266,086、ポリオプラス他
$44,500、恒久基金$38,870 で合計$349,456（前年同月比
93.6%、日本全体 92％＜1 月末＞）となっています。
Numb
er of
Membe
rs

Annual Fund
Total
Giving

Non-

Goal

% Goals
Received

Total

Goal Giving
Achiev ed Clubs

2020-21 1,881 $308,190

92.70% $266,086

86.30%

3

$349,456

2019-20 1,955 $244,588

100.0% $298,070

121.90%

0

$395,930

2018-19 1,944 $232,263

87.30% $286,920

123.50%

0

$380,569

2 月末時点で当地区の寄付ゼロクラブは 3 クラブです。
【 注意 （お願い ）】 クラブの財団寄付目標額 につい て

申請３９クラブ+地区緊急プロジェクト＝４０事業
実施・報告書提出済み

$ 48,993.54

MyRotary への登録がされていないか、誤っているクラ

１０事業

ブがあります。これが正しく登録されていないと地区全

実施済・未報告

３事業

体の寄付レポートが正確に出ません。MyRotary＞

中止

２事業

Club Cenral にてクラブ目標額（1 人当たり目標額×会

その他（未確認）

２５事業

員数）を正しく入力していただくようお願いします。

池田ガバナー事務所より実施状況のアンケート連絡を
させていただいているかと存じますが、未提出のクラブ
は至急、ご連絡くださいますようお願いします。

《編集後記》
いよいよ新井年度の地区補助金の申請が開始されます。
申請書や報告書は PDF での提出となります。非接触対応

○

グローバル補助金事業の現状（3/13）
先月号からの変動はありませんので、紙面の都合上、

及びスムーズな運営のため、ZOOM 同様、PDF の取扱いも
クラブ内で補完し、対応していただきたいと存じます。

