
 

 

 

 

 

47474747 クラブにクラブにクラブにクラブに参加資格認定書授与参加資格認定書授与参加資格認定書授与参加資格認定書授与

グローバル補助金やパッケージ・グラントを利用し

海外の地区やクラブと事業を実施したり

トナーに協力するにはクラブの参加資格認定が

要です。 

この参加資格認定は、クラブの覚書（

する旨を 2013 年度・2014 年度クラブ会長が署名す

ること、地区が実施する補助金管理セミナーにクラ

ブ会員が参加することが条件で地区が認定します

今回この認定を受け

た 47 クラブ

15 日、笠間で開催さ

れた「地区

ー財団セミナー」の

席上、長谷川國雄

ガバナーから参加資格認定書が授与されました。

参加資格認定クラブは次の通りです。

第一分区；５クラブ 

日立、日立南 北茨城、日立港、日立北

第二分区；６クラブ 

那珂湊、常陸太田、大子、大洗、勝田、東海那珂

第三分区；６クラブ 

水戸、笠間、水戸南、水戸東、水戸さくら、

水戸弘文 

第四分区；３クラブ 

古河、古河東、古河中央 

第五分区；７クラブ 

下館、結城、真壁、下妻、しもだて紫水、筑西きぬ

岩瀬 

第六分区；８クラブ 

石岡、土浦、つくば学園、石岡 87、土浦中央

つくばシティ、かすみがうら、阿見、

第七分区；６クラブ 

竜ヶ崎、取手、牛久、守谷、藤代、龍ヶ崎中央

第八分区；６クラブ  

潮来、鉾田、鹿島臨海、玉造、波崎、鹿島中央
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参加資格認定書授与参加資格認定書授与参加資格認定書授与参加資格認定書授与    ビルゲイツ財団ビルゲイツ財団ビルゲイツ財団ビルゲイツ財団    

パッケージ・グラントを利用し

たり、戦略パー

協力するにはクラブの参加資格認定が必

この参加資格認定は、クラブの覚書（MOU）を実行

年度クラブ会長が署名す

ること、地区が実施する補助金管理セミナーにクラ

地区が認定します。 

この認定を受け

クラブが、７月

、笠間で開催さ

「地区ロータリ

財団セミナー」の

席上、長谷川國雄・

書が授与されました。    

通りです。 

北茨城、日立港、日立北 

那珂湊、常陸太田、大子、大洗、勝田、東海那珂 

水戸、笠間、水戸南、水戸東、水戸さくら、 

下館、結城、真壁、下妻、しもだて紫水、筑西きぬ 

、土浦中央    

つくばシティ、かすみがうら、阿見、 

竜ヶ崎、取手、牛久、守谷、藤代、龍ヶ崎中央 

潮来、鉾田、鹿島臨海、玉造、波崎、鹿島中央  

た。この新しいパートナーシップでは、

の 5年間、ロータリーがポリオ撲滅に寄せる寄付に

対して、ゲイツ財団が 2倍の額を上乗せすることと

なり（年間 3,500 万ドルまで）

500 億円）の資金確保も可能となりま

ポリオ撲滅推進計画（GPEI

オを根絶し、それを証明することを目指しています

が、そのための資金が 15

「あと少し」のところまで来たポリオ撲滅の実現の

ため引き続き皆様のご支援ご協力をお願いいたし

ます。（写真）リスボン国際大会の第

講演するゲイツ財団 CEO・

ポリオ症例数ポリオ症例数ポリオ症例数ポリオ症例数

2013 年７月

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。

国  名 01/01

アフガニスタンアフガニスタンアフガニスタンアフガニスタン    

パキスタンパキスタンパキスタンパキスタン    

ナイジェリアナイジェリアナイジェリアナイジェリア    

ソマリア 

ケニア 

世界合計 

ソマリアとケニアで野生種のポリオの発生が確認

されたため、両国と隣国では感染の拡大を防ぐため

大規模な予防活動と緊急措置
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2013201320132013 年年年年８８８８月月月月１１１１日号日号日号日号    

年次基金寄付年次基金寄付年次基金寄付年次基金寄付

ポリオポリオポリオポリオ寄付寄付寄付寄付

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

財団寄付財団寄付財団寄付財団寄付００００

ポリオに２倍寄付ポリオに２倍寄付ポリオに２倍寄付ポリオに２倍寄付    

リスボン国際大会で

ロータリーとビル・

アンド・メリンダ・

ゲイツ財団は、ポリ

オ撲滅活動を支援す

るパートナーシップ

の拡大を発表しまし

た。この新しいパートナーシップでは、2018 年まで

年間、ロータリーがポリオ撲滅に寄せる寄付に

倍の額を上乗せすることと

万ドルまで）、最高で 5億ドル（約

億円）の資金確保も可能となりました。     

GPEI）は 2018 年までにポリ

オを根絶し、それを証明することを目指しています

15 億ドル不足しています。

ところまで来たポリオ撲滅の実現の

支援ご協力をお願いいたし

国際大会の第 3回本会議で

・ジェフ・レイクスさん  

ポリオ症例数ポリオ症例数ポリオ症例数ポリオ症例数              

月 24 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

す。 

01/01～07/24 2012年 

３３３３    37373737    

21212121    58585858    

35353535    122122122122    

72 ６ 

９  

140 223 

ソマリアとケニアで野生種のポリオの発生が確認

されたため、両国と隣国では感染の拡大を防ぐため

措置が取られています。 

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    



当地区が当地区が当地区が当地区が年年年年次次次次基金基金基金基金寄付０クラブに寄付０クラブに寄付０クラブに寄付０クラブに    

2012-13年度の日本の年次基金寄付0クラブは57（暫

定）でした。例年100クラブを超えていましたので

半減しています。 

当2820地区も年次基金寄付ゼロクラブになりまし

た。皆様の大きなご支援と協力に感謝いたします。

すべてのクラブがロータリー財団を支える大切な

年次基金への寄付をしていただけますよう、今年度

も引き続きご協力お願いいたします。           

2012201220122012－－－－13131313年度年度年度年度    年次基金寄付年次基金寄付年次基金寄付年次基金寄付0000クラブクラブクラブクラブ    

第1ゾーン 第2ゾーン 第3ゾーン 

地区 クラブ 地区 クラブ 地区 クラブ 

2500 10 2580 0 2640 6 

2510 1 2590 0 2650 0 

2520 19 2600 0 2660 0 

2530 3 2610 0 2670 0 

2540 5 2620 0 2680 0 

2550 0 2630 0 2690 0 

2560 1 2750 0 2700 1 

2570 0 2760 0 2710 0 

2770 0 2780 0 2720 4 

2790 7 2730 0   

2800 0 2740 0   

2820282028202820    0000        

2830 0     

2840 0     

計 46 計 0 計 11 

日本合計                    57 

  

    ロンロンロンロン    DDDD．バートン．バートン．バートン．バートンRIRIRIRI会長の会長の会長の会長の    

メッセージメッセージメッセージメッセージ                                

ロータリーは今、その歴史に残る

変革の時期を迎えています。ポリ

オ撲滅がまた一歩実現に近づき、

ロータリー史の一章が幕を閉じ

ようとしているのと同時に、未来の夢の全面導入は

新たな一章の幕開けを告げるものです。 

ロータリーの新しい補助金モデルは、ロータリーの

強みをさらに高いレベルへと引き上げるものです。

ロータリアンが最も効果的な方法で人々を支援す

ると同時に、ロータリーの奉仕を真の意味で前進さ

せるためには、すべてのロータリアンに有意義な役

割を担っていただき、すべての寄付が重視されなけ

ればなりません。私が、2013-14年度のＲＩのテー

マを「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

としたのは、そのためです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【RIRIRIRI日本事務局日本事務局日本事務局日本事務局からからからから領収証発送のお知らせ】領収証発送のお知らせ】領収証発送のお知らせ】領収証発送のお知らせ】    

1 月から6 月まで個人でご寄付をいただいた方

の確定申告用領収書は7 月下旬にクラブ宛にま

とめて送付の予定です。 

届きましたら、ご確認いただき2 月確定申告まで

大切に保管下さい。 

 

【地区財団委員会から【地区財団委員会から【地区財団委員会から【地区財団委員会から卓話卓話卓話卓話のお知らせ】のお知らせ】のお知らせ】のお知らせ】    

地区財団委員会は「ロータリー財団出前卓話」を

９月から12月まで行います。 

受付の詳細は後日、各クラブに送信いたします。 

 

【【【【８月の８月の８月の８月のＲＩレートＲＩレートＲＩレートＲＩレートのお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ】】】】    

８月８月８月８月    ＄＄＄＄1111＝￥＝￥＝￥＝￥100 100 100 100     

＊レートは実際に入金された時のレートが適用

されますので月末時には特にご注意下さい。 

 


