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944 2021/5/22 10:58 ロータリー財団委員会委員長 視聴した

よくわからないことも多々ありますが、クラブ会員と共に学び、行動に

つなげて行きたいと思います。

912 2021/5/11 11:22 平和フェロー・奨学金委員会 視聴できなかった

地区委員会の方は、平和フェロー・奨学金委員会を拝命されまし

たが、

④-1　中山委員長のページにある、当委員会の研修資料が見当

たりません・・。

所属クラブの中で、わかる方に聞いてみます。

878 2021/5/8 18:19 ロータリー財団委員長 視聴した

849 2021/5/7 20:51 ロータリー財団 視聴した

今回の地区研修・協議会において、自己のロータリーについての認

識不足を痛感しました。ある程度は分かっていても必ずしも理解が

十分ではことを再確認したことで、今後はそれを踏まえ、研鑽に努

めながら活動していきたいと考えています。

従来の研修に比べ、自分の都合の良い時間にマイペースで学べる

ことは良かったとは思いますが、対面ではないためニュアンスを含めど

こまで正しく伝わったか不安が感じられます。 

決まったことを知らせるには良いとして、他の人と討議して考えを深

めるには工夫が必要。 

819 2021/5/6 20:56 ロータリー財団 視聴した

818 2021/5/6 20:55 ロータリー財団 視聴した

オンラインとしては時間が長く、家庭で聞き続けることができなかった 

為、途中、聞けなくなってしまう箇所も多数発生してしまうため、オ

ンラインの場合は、時間を短くしていただけるとよいと思いました 

 

ただ、オンデマンドにしていただけたため、繰り返し聞くこともでき 

聞き取れなかった箇所だけ聞くこともできたので、理解はできました。 

 

813 2021/5/6 18:33 ロータリー財団 視聴した

今回、米山奨学生の受け入れｸﾗﾌﾞとなり自分が担当となったの

で、

先の永いお付き合いができるよう、ｸﾗﾌﾞ内でも努めていきたいと

思います。

ｵﾝﾗｲﾝは慣れてないので、ｲﾏｲﾁです。 

805 2021/5/6 16:53 ロータリー財団委員長 視聴した 地区目標寄付金額獲得に努めます。 なし なし

785 2021/5/6 10:11 ロータリー財団委員長 視聴した 与えられたタスクを全うする所存です。 ロータリー財団の仕組みが良く理解できました。

749 2021/5/5 8:57 ロータリー財団 視聴した

今年度は幹事を務めさせていただきました。

前年度より引き続いたコロナの影響で、予定していました活動の半

分もできませんでした。

当然例会数も少なく、寄付等も十分ではありませんでした。

そんなコロナ禍ではありますが会長を中心に会員増強は成功し、

若い新会員が何人か加入しました。

既存のベテラン会員はもとより、若い新会員や年数の浅い会員に

しっかり財団の意義を理解して頂き、寄付を頂けるよう頑張って行

きたいと思います。

自分にとって初のロータリー財団委員長です。 

年次寄付やポリオ寄付の金額等はわっかってはいるのですが、それ

を会員に対して理解してもらう難しさがあると思います。 

自分自身財団への理解が深いとも言えません。 

このオンライン研修は、従来の一回の対面での研修と比べると何度

も見返したり、確認したり、読み返したりと出来るので、受講者側と

すればより理解を深めることが出来るのではないでしょうか。

特にございません。 

一年間よろしくお願いいたします。



739 2021/5/4 15:03 ロータリー財団委員会 委員長 視聴した

2021～2022年度 大和中ＲＣ「ロータリー財団委員会 活動計

画」

地区研修協議会に参加し、ロータリー財団の使命である 健康改

善・教育支援・貧困救済を行い 世界の平和を実現する為には、

クラブ内での更なるロータリー財団への意識向上を図る必要性を

感じました。

　　　　「目標」

①．例会時間に、ロータリー財団の奨学金事業及び人道的諸事

業についての知識と理解を深める為の会議を行う。

②．寄付金はクラブメンバーに ご理解を戴き、会員一人当たり

ロータリー寄付100％以上を目標とします。

　地区協オンライン研修は初めてではないかと思いますが、私には

分かり易かったと思います。 

　次の年度も推奨致します。

ロータリー財団月間内に 大和中ＲＣ卓話の時間にお越し頂き、

財団理解を高めるお話を頂戴したいと思います。

734 2021/5/3 17:25 ロータリー財団 視聴した

ロータリークラブに入会させて頂き三年目、次年度ロータリー財団

委員長を仰せつかり少々戸惑っているところでございます。

諸先輩方のお力添えを頂きながら務めさせて頂きます。

ロータリー財団の活動について紹介し、必要性を伝えることで、会

員の参加意欲を高めるよう努力したいと思います。

ロータリー財団の寄付に対する意欲を引き出す例会プログラムを考

えたいと思っております。

自分のペースで受講でき、有意義でした。 

ただ、パソコンの状態がよくないことに加え、操作ミスか、 

My  ROTARYのラーニングセンターコースの修了証がダウンロード

できず残念でした。

724 2021/5/3 10:48 ロータリー財団 視聴した

世界的に蔓延しているコロナウイルスの影響もあり、地区補助金や

グローバル補助金の事業内容や応募件数など、例年とは異なる状

況であったのではないかと想像いたします。特に国内のウイルス感染

の状況は、未だに変わりつつありますが、限られた環境や条件の中

でロータリのネットワークを生かして、意義のある地区補助金の応募

を集められるように、例えばこれまでにない地区補助金のアイデアな

どを委員会で提案するなど、委員会の皆様に教えた頂きながら共

に活動をしていきたいと思います。

普段は仕事で週末も時間の余裕がないので、自分の時間ででき

たことや、分科会がGWといった少し長目のお休みに締め切りである

ことが、とても助かりました。 

オンライン研修の内容は、パワポやPDFの資料やオンラインクイズも

あり、非常に学びやすかったです。

まだまだ理解できていない点や知識・経験不足ではありますが、ご

指導のほど宜しくお願い申し上げます。 

710 2021/5/2 5:30 ロータリー財団 視聴した

入会後日も浅く知識・経験ともに不足していますが、エレクトや各

奉仕委員長と連携することで補助金を獲得するためのプロジェクト

を早期に検討する。

You Tubeは問題なく視聴できたが、その他の研修ページが重い。

特に当該ページは異常に遅い。

また、eラーニングの選択問題の選択肢に同一の内容が複数あり、

正解と不正解の基準が不明瞭。

アフガニスタンやパキスタンといった紛争地域ではポリオワクチンの供

給も難しいと思われるが、方やその地域で活動できないと根絶は難

しい。ヒトとカネといった資源を今後何に重点を置いて投入するの

か。

709 2021/5/2 5:20 ロータリー財団 未回答

入会後日も浅く、知識・経験ともに不足していますが、エレクトや各

奉仕委員長とともに連携することで補助金を獲得するためのプロ

ジェクトを早期に検討していく。

You Tubeは問題なく視聴できたが、各種オンライン研修のページ

が重い。特に当該ページは現在スマホで書き込みをしているが異常

に遅い。

またeラーニングでの設問において回答の選択肢に同じものが複数

あり、正解と不正解の基準が不明瞭。

アフガニスタンとパキスタンといった紛争地域ではポリオワクチンの供

給が困難と思われるが、その地域で活動できないと根絶は難しい。

ヒトとカネといった資源をどこに重点的に投入するのか。



708 2021/5/2 5:20 ロータリー財団 未回答

入会後日も浅く、知識・経験ともに不足していますが、エレクトや各

奉仕委員長とともに連携することで補助金を獲得するためのプロ

ジェクトを早期に検討していく。

You Tubeは問題なく視聴できたが、各種オンライン研修のページ

が重い。特に当該ページは現在スマホで書き込みをしているが異常

に遅い。 

またeラーニングでの設問において回答の選択肢に同じものが複数

あり、正解と不正解の基準が不明瞭。

アフガニスタンとパキスタンといった紛争地域ではポリオワクチンの供

給が困難と思われるが、その地域で活動できないと根絶は難しい。

ヒトとカネといった資源をどこに重点的に投入するのか。

707 2021/5/2 5:05 ロータリー財団 視聴した

入会してから日も浅く知識、経験ともに不足しておりますが、エレク

ト・各奉仕部門委員長と連携していくことで補助金を獲得するため

のプロジェクトを検討する。

You Tubeは問題なく視聴できた。しかしその他の研修は自宅ネッ

ト環境の影響も多分にあるが、相対的に重い。特に今、書き込み

をしている当該ページが異常に遅い。

また、eラーニングの設問において選択する項目に同じ回答が複数

あり、正解と不正解の基準が不明瞭な部分がいくつかあった。

パキスタンやアフガニスタンといった紛争地域ではポリオワクチンの供

給が難しい。そのような地域ではロータリーとしてどのような活動をし

て、資金を利用しているのか？

706 2021/5/2 5:05 ロータリー財団 視聴した

入会してから日も浅く知識、経験ともに不足しておりますが、エレク

ト・各奉仕部門委員長と連携していくことで補助金を獲得するため

のプロジェクトを検討する。

You Tubeは問題なく視聴できた。しかしその他の研修は自宅ネッ

ト環境の影響も多分にあるが、相対的に重い。特に今、書き込み

をしている当該ページが異常に遅い。

また、eラーニングの設問において選択する項目に同じ回答が複数

あり、正解と不正解の基準が不明瞭な部分がいくつかあった。

パキスタンやアフガニスタンといった紛争地域ではポリオワクチンの供

給が難しい。そのような地域ではロータリーとしてどのような活動をし

て、資金を利用しているのか？

690 2021/5/1 11:36 ロータリー財団　委員長 視聴した

委員会としてはロータリー財団の戦略計画を理解してもらえるように

する。

会員にはロータークラブの基本指針の「世界でよいことをする」を実

行できる機会を財団寄付という形で機会を与える。

687 2021/5/1 10:44 奉仕プロジェクト担当理事 視聴した

　鎌倉クラブは、奉仕プロジェクトの中に、「職業奉仕」「社会奉

仕」「国際奉仕」「Ｒ財団」の各委員会があるが、活発に活動して

いるとはいいがたいところがある。各委員会の活動に注力するのはも

ちろんだが、次年度は、特に「社会奉仕」「国際奉仕」に力を注げ

るよう努力したい。

　また、「Ｒ財団」について、理解をクラブ員に深めてもらうべく、財

団奨学生、交換留学生（今はコロナで休止されているが）に卓

話をしてもらい、R財団への寄付の有意義性を理解してもらうことが

必要と考える。

慣れない操作で、はじめは戸惑ったが、自宅で研修を受けるという

メリットが大きいと思った。

特にありません。

685 2021/5/1 10:31 ロータリー財団 視聴した 財団寄付者を予定通り募る 研修内容がロータリーとあまり関係ないものが多く、疲れた。

679 2021/4/30 18:12 ロータリー財団委員長 視聴した

　研修受講によるR財団の理念と仕組みを理解し、クラブ会員に

奉仕プロジェクト等次年度の活動に生かしていきたいと思います。 

　R財団の活動をクラブ会員に理解していただき、財団の寄付目

標を達成したいと思います。

マイロータリーのアカウントは何とか取れ、該当するページを開けまし

たが、各単元を学習中に次の単元に移るときまたラーニング画面か

ら「財団委員長の基本」の画面から続きをやろうとすると、何度やっ

てもつながらなく、ログインできませんの画面になってしまう。

　トラブルフォローアップおねがいしたい。

財団補助金委員会委員長田島敏久氏が、当クラブ会員なので

補助金等を有効活用できるよう、連携を密にして1年間の活動を

推進していきたいと思います。



673 2021/4/30 15:41 ロータリー財団 視聴した

「世界で良いことをする」が基金の設置提案。とても重い言葉で

す。

ロータリ－に入り１４年になりますが、ロータリー財団委員になった

こともなく詳しいこともわからず、ただ勉強不足でした。

　自発的な善意の寄付が得られるように、そして地区補助金・グ

ローバル補助金を「世界の良いことをする」を元にクラブで検討して

いきたいと思います。

　研修会場に行かず参加でき、時間に左右されずに研修をうけら

れ、コロナウイルス感染症対応では三密を避けられる。 

　研修会場にいけないことで、ロータリアン同志の交流が出来にく

い。 

別にありません。

667 2021/4/30 12:30 ロータリー財団 視聴できなかった

クラブ会員にロータリー財団の活動方針や寄付金の使途等への理

解を深めてもらい自発的な寄付を通じて財団の安定した活動を支

援する。

わかりやすかった。よく理解できた。 特にないです。

662 2021/4/30 11:17 ロータリー財団 未回答
再提出になります。 

ラーニングセンターの受講も完了しております。 

661 2021/4/30 11:09 ロータリー財団委員長 視聴した

ロータリー財団の価値を、より多くのロータリアンに伝えることのできる

ように頑張っていきたいと思っております。

研修を通じて、ロータリー財団の価値を改めて認識することができま

した。世界組織であることの強みと、ロータリーの資金力が世界をよ

り良くする方向に繋げることができればと考えております。

若輩者ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

631 2021/4/29 10:26 ロータリー財団委員会委員長 視聴した

587 2021/4/27 15:16 ロータリー財団 視聴した

研修で学んだ財団の仕組みや活用の仕方をクラブ会員にきちんと

伝え、積極的な寄付の増進を図ります。

財団からの補助金を活用して地域(座間市及び周辺)の問題解

決に役立てる方法を皆で考える機会を作り、また解決に向かって

行動を起こすクラブ作りをします。

ロータリーの最大の目的である人と人の交流が出来ないので、この

やり方には反対です。

特に有りません。

560 2021/4/26 15:43 ロータリー財団 視聴した

財団の必要性などを今一度自身で理解し、会員にも理解して貰

い寄付を集めたいと思います。

皆さんと会えなかったのは寂しかったですが、全体での研修としては

５００人前後の人が集まってやる研修よりも理解しやすかったで

す。

大きい会場だと、何をやっているのか分からない時もあったので。。。

551 2021/4/26 11:05 ロータリー財団委員会副委員長 視聴した 会員からの資金支援を確実にしたい。 分りやすかった。 特にありません。

547 2021/4/26 10:28 ロータリー財団 視聴した コロナ禍で例会が思うようにいきませんが目標に向けて頑張ります。 なかなか難しいですが良かったと思います。

535 2021/4/25 20:55 ロータリー財団 視聴した

ロータリー財団は詳しく知らなかったので、次年度はしっかり学んでク

ラブ内に反映していく。

１，大事な内容なので何度も聞けるので深まる。

２，今後もリアル開催でも録画して、後日見れるようにしてほし

い。

３，フィードバックのあり方もとてもよい。

４，アンケート結果も会員のみに公開して欲しい

505 2021/4/24 15:44 ロータリー財団 視聴した 会員の協力と理解を得ながら進めていきたいと思います。



499 2021/4/24 12:43 ロータリー財団 視聴した

コロナ蔓延状況下の中、ロータリー財団への寄付も少しづつではあ

りますが、減りつつあると心配しています。

クラブでの事業も中止が多くなる中で、如何にしてロータリー財団の

意義をあらためて周知し、補助金申請を利用した奉仕活動生み

出す機運とクラブメンバーが快く寄付に応じる機運をつくれるかが大

きな課題です。

例会などを活用し財団の勉強会を開催しながら、財団補助金の

活用の模索、クラブメンバー１人財団年次寄付２００＄以上、

ポリオプラス１人４０＄以上を最低限として活動してまいります。

オンラインの良さは時間や場所の制約がないところにあります。 

コロナ禍の中で今回の地区協は素晴らしいと思いました。 

オンライン研修を制作された皆様方に厚く敬意を申し上げます。 

ありがとうございました。

ロータリー財団についてクラブにて研修会を開催するにあたり、 

講師のご依頼を含め、ご相談することになるかもしれません。これか

らもご指導、ご鞭撻、宜しくお願い申し上げます。

488 2021/4/24 12:04 未定 視聴した

特にありません ⑥の申請方法についての内容が分かりやすく参考になりました。

このような資料がもっと目につきやすいところにあると、やりたいことが

ある若い会員は助かると思います。

特にありません。

486 2021/4/24 11:22 ロータリー財団委員長 視聴した

地区目標 

 

　　　　年次寄付200ドル以上/1名 

　　　　ポリオ寄付　40ドル/1名 

　　　　恒久基金1000ドル以上/1クラブ 

 

　を目標にしていきます。 

オンライン研修は、未だ確立されていないと思うが、ただ資料のメー

ル

配信されたものを、取得するだけでは、あまり意味がない。

これを機会にコロナ禍が過ぎ去っても、地区協議会、地区大会、

地区委員会、セミナー等も工夫して、オンラインでやるようにすべき

である。

膨大な労力、費用の節約になり、金が掛かりすぎるロータリーの欠

点を

少しでも解消し、会員の拡大につなげていくべきである。

今こそロータリーは、このコロナ感染禍の問題にもっと積極的に取り

組むべきである。コロナ感染禍は、ロータリー財団が認めた7つの重

要分野の「疾病予防と治癒」に当たるのではないでしょうか？

483 2021/4/24 11:06 ロータリー財団 視聴した

自分のペースで受講できるので、この方式も良いように思いますが、

集合できないのは淋しいです。

478 2021/4/24 8:27 ロータリー財団委員長 視聴した


