
 

 

 

 

 

 

長谷川年度地区大会開催  

朴南洙（パク ナムス）RI

会長代理をお招きしての

長谷川年度（2013-14 年

度）地区大会が ４月６

日・７日の両日、水戸市・

県立県民文化センターで開催されました。 

RI現況報告に立った同 RI会長代理は、2013-14年

度ロータリー財団（TRF）は４つの目標を設定した。

その第１の目標はポリオ撲滅であり、ポリオなき世

界を実現する事が最優先順位である。第２の目標は

新補助金モデルの成功、第３の目標は独自のプロジ

ェクトの実施とパ－トナーシップを通して世

界平和の構築、第４の目標は年次基金と恒久基

金、ポリオプラス基金の協力であると強調した

うえで目標達成に向けて努力し、達成すること

を期待すると述べました。 

また地区現況報告の中で

長谷川國雄・ガバナーは、

財団寄付目標 150 ドルに

あと 29 ドルの努力が必

要と述べた後、地区補助

金申請が 52 クラブに上

ったのは財団卓話と書き

方教室の成果とその行動を評価しました。  

そして地区補助金の利用は、単に財団に寄付す

るだけではなく、各クラブが財団と積極的に関

わりながら奉仕を実現する事であると強調し、

次年度は 100%のクラブが補助金を申請し、活発な奉

仕活動の一助にするよう要請しました。 

山崎清司・ロータリー財団委員長は、地区委員会報

告でグローバル補助金は現在３件が承認されてい

ること。特に当地区が企画した VTT（職業研修チー

ム）をタイ東北部に派遣し、牛の人工授精を指導し

たことは大きな成果。これら３件はすべて 3350 地

区の協力のおかげと同地区に謝意を述べました。    

 R 財団特別功労賞に清水清 PDG 

長谷川年度・地区大会の席上

ロータリー財団（TRF）より

清水清・PDGにロータリー財

団特別功労賞がまた山崎清

司・PDGにロータリー財団功

労表彰状が朴南洙（パク ナムス）RI会長代理から

手渡されました。 

ロータリー財団地区表彰としては長年、財団奨学生

の派遣・受け入れに尽力した山崎雄一郎ポリオプラ

ス委員長、当地区初の VTT（職業研修チーム）の派

遣を成功に導いた木村美枝子会員に地区財団功労

賞が長谷川國雄ガバナーから授与されました。 

また今年度からロータリー財団の認証プログ

ラムとなったポール・ハリス・ソサエティー24

名の会員を代表して片岡信彦・PDG、萩原亢雄・

PDGの両氏に PHSの認証状が授与されました。 

その他地区財団関係表彰者は下記の通りです。 

◆ロータリー財団地区奉仕賞（新大口寄付者） 

笹館康男 山崎雄一郎 永井康彦 

◆大口寄付＄25,000認証者 

佐藤 衛 

◆2012-13年度ロータリー財団成績優秀賞 

【一人当たり年次寄付額】 

第１位 水戸南 RC ＄295,76 

第２位 鉾 田 RC  ＄255,23 

第３位 潮 来 RC  ＄235,63 

◆2012-13年度 100%「財団の友」会員クラブ 

【クラブ会員が 100ドル以上】 

日立港 RC 大子 RC 結城 RC 筑西きぬ RC 阿見 RC  

水海道 RC 守谷 RC 稲敷 RC 鹿島臨海 RC 波崎 RC 

◆2012-13年度「毎年あなたも 100ドルを」クラブ 

【クラブ平均 100ドル以上で参加率 100%】 

日立港 RC 大子 RC 結城 RC 筑西きぬ RC  

阿見 RC 水海道 RC  取手 RC 守谷 RC 稲敷 RC  

鹿島臨海 RC 波崎 RC 
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年次基金寄付 130ドル以上 

ポリオ寄付 20ドル以上 

ベネファクター各クラブ１名 

財団寄付０クラブをなくそう 
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ポリオ症例数報告 

2014年４月 30日現在のポリオ症例数

です。現在、ポリオ常在国はアフガニ

スタン、パキスタン、ナイジェリアの

3カ国です。 

 2014年度 

01/01-04/30 

2013年度 

通年総計 

常

在

国 

パキスタン 54 93 

アフガニスタン 3 14 

ナイジェリア 2 53 

非

常

在 

国 

イラク １ ０ 

赤道ギニア ３ ０ 

エチオピア １ ９ 

カメルーン ３ 4 

シリア １ 35 

その他  208 

世界合計 68 417 

上記症例数は世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）に報

告されている症例数です。イラク・赤道ギニア発症 

 

東南アジアでポリオ撲滅宣言          

3月 27日、世界保健機

関（WHO）は、東南アジ

ア地域でポリオ撲滅が

達成されたことを公式

に宣言しました。  

これは、同地域での長年にわたるポリオ撲滅活動が

実を結び、ついに撲滅が達成されたものです。  

東南アジアに含まれるインドは、5年前に全世界の

ポリオ感染数の半数近くを占めていましたが、2011

年 1月 13日に西ベンガル州で最後の野生型ポリオ

ウイルス感染が報告されて以来、ポリオのない状態

が続いていました。              

当日、インドのニューデリー州で開かれた WHO東南

アジア地域ポリオ根絶認定委員会の会合に出席し

た李東建・ロータリー財団管理委員長は「ついに、

東南アジアからポリオをなくすことができました。

しかし、残るアジア地域とアフリカでも、撲滅を達

成しなければなりません。今回の達成は、世界ポリ

オ撲滅推進計画（GPEI）にとって大きな節目となり

ます」とポリオ撲滅の重要性をあらためて強調しま

した。 

 

岩瀬 RC；ゴミ捨て禁止の看板設置        

岩瀬 RC は環境美化啓蒙活動とし

て「ゴミ捨て禁止」の立て看板を

30ヶ所分製作し、設置及び旧看板

の取替え作業と清掃活動を実施

しました。   

設置場所は市役所と相談し、車道

に面した雑木林や農作地で周辺

は人家も人通りも少ないポイ捨

て地域。看板の設置作業は会員が３班に分かれて穴

掘り、杭打ちのすべてを行いました。「街の美化運

動は地道な努力と啓蒙活動の繰り返し。今後も継続

したい」と秋山昇・社会奉仕委員長は語りました。 

                   

石岡 RC；ベトナムの小学校に教材支援 

「４年前、ベトナム大使館

の関係者が石岡市役所を

訪問した時お世話をした

のが石岡ロータリークラ

ブ。これが縁でベトナム支

援の要請を受けた。その後大使館で紹介されたニン

ビン郊外の小学校に教育教材の支援を始めた」と語

るのは山本進・石岡 RCロータリー財団委員長。 

今年も首都・ハノイから南に２時間半走ったイェ

ン・タン村小学校に４名の会員が訪問し、コンピュ

ーター、プロジェクター、スクリーン・ディバイス

の４点セットを２組贈呈しました。 

 

ケネディ大統領も RC会員 

第 35 代米国大統領・ジョ

ン F. ケネディ大統領はハ

イニアス RC（RC of Hyannis 

7950 地区 マサチューセッ

ツ）の会員でした。 

1963 年 11 月、同大統領が

ダラスで暗殺された時、長女・キャロラインはわず

か６歳、その彼女が今回、オバマ大統領来日に際し、

駐日米国大使（29代）として大役を果たしました。 
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