
 

 

 

 

 

年次基金寄付年次基金寄付年次基金寄付年次基金寄付    過去最高を記録過去最高を記録過去最高を記録過去最高を記録

世界中のロータリアンからの年次基金への寄付が

2012-13 年度は１億 1500 万ドルとなり過去最高の

寄付額となりました。 

ロータリー財団へ毎年寄付をすることによって、一

人ひとりのロータリアンが世界中の地域社会に変

化をもたらすことができます。 

2014年６月30日までの目標は１億2000

当地区での年次基金寄付の目標は一人

そして寄付ゼロクラブをなくすことです。

皆様のさらなるご協力とご支援をお願いいたしま

す。 

グローバル補助金グローバル補助金グローバル補助金グローバル補助金    ４件承認４件承認４件承認４件承認

長谷川國雄・ガバナー、藤居彰一・ガバナーエレ

トをお招きしての第３回財団地区委員研修会が９

月８日、水戸のホテルで開催されました。

出前卓話のパワーポイント実践講習を中心に

委員長から地区補助金やグローバル補助金の状況

報告がありました。 

その後、海外クラブから支援要請のある４件の

ーバル補助金の承認可否につき熱心な討議が
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過去最高を記録過去最高を記録過去最高を記録過去最高を記録    

世界中のロータリアンからの年次基金への寄付が

万ドルとなり過去最高の

ロータリー財団へ毎年寄付をすることによって、一

人ひとりのロータリアンが世界中の地域社会に変

2000万ドルです。 

当地区での年次基金寄付の目標は一人130ドル以上、

そして寄付ゼロクラブをなくすことです。 

皆様のさらなるご協力とご支援をお願いいたしま

４件承認４件承認４件承認４件承認    

長谷川國雄・ガバナー、藤居彰一・ガバナーエレク

委員研修会が９

ました。    

出前卓話のパワーポイント実践講習を中心に関係

地区補助金やグローバル補助金の状況

から支援要請のある４件のグロ

ーバル補助金の承認可否につき熱心な討議が行わ

れました。 

その結果、すべての案件が支援要請にふさわしい事

業と認定し、DDF（地区財団活動資金）の承認

可しました。  承認案件は下記の

GG1415553 
地方の学校や地域社会に浄水器

贈呈プログラム

実施国クラブ Kasemrat Klongtoei 

援助国クラブ Garden City

重点分野 水と衛生

事業総予算 ＄99,806

当地区 DDF ＄5,000

 

GG1415140 新生児や子供の

実施国クラブ Patumwan

援助国クラブ 結城 RC

重点分野 疾病予防と治療

事業総予算 ＄34,185

当地区 DDF ＄12,850

 

GG1413808 
糖尿病、高血圧者の生活改善プロ

グラムと

実施国クラブ Charoen Nakorn

援助国クラブ Taipei Lunghwa RC

重点分野 疾病予防と治療

事業総予算 ＄92,058

当地区 DDF ＄1,000

 

GG1416328 
貧困者への安全な飲料水と教育

の機会を

実施国クラブ Kasthamandap RC

援助国クラブ 下館RC 

重点分野 
水と衛生

基本的教育と識字率の向上

事業総予算 ＄72,500

当地区 DDF ＄27,500
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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

その結果、すべての案件が支援要請にふさわしい事

（地区財団活動資金）の承認を許

承認案件は下記の通りです。 

地方の学校や地域社会に浄水器 

贈呈プログラム 

Kasemrat Klongtoei RC    3350 

Garden City RC           3310 

水と衛生 

99,806 

5,000 

新生児や子供の心臓手術支援 

atumwan RC            3350  

RC                 2820 

疾病予防と治療 

34,185 

12,850 

糖尿病、高血圧者の生活改善プロ

グラムと140台の患者ベッド贈呈 

en Nakorn RC       3350 

Taipei Lunghwa RC        3520 

疾病予防と治療 

92,058 

1,000 

貧困者への安全な飲料水と教育

を提供 

Kasthamandap RC        3292 

RC                  2820 

水と衛生  

基本的教育と識字率の向上 

72,500 

27,500 

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    



ちびっこちびっこちびっこちびっこ    おまわりさんおまわりさんおまわりさんおまわりさんと交流と交流と交流と交流    

 

夏休みの社会勉強の一環として阿見小学校、実穀小

学校の児童・保護者ら約 100 名が牛久警察署を訪問

し、警察官の仕事をつぶさに見学しました。 

パトカーや白バイの試乗に歓声をあげ、指紋採取に

驚き、交通安全の映画を鑑賞し、地域のくらしを守

る警察官の仕事ぶりから防犯意識と交通安全の大

切さを学びました。 

その後、参加者全員でバーベキュー大会、他学区の

子供たちとの交流ですばらしい友情もうまれ、楽し

い１日を過ごしました。 

この事業は阿見ロータリークラブが地区補助金を

利用し行いました。 

 

ポリオポリオポリオポリオ後遺症の子供たちを支援後遺症の子供たちを支援後遺症の子供たちを支援後遺症の子供たちを支援    

1991-92年度のラジェンドラ 

K. サブー元 RI会長は、ロー

タリー財団の補助金（5万ド

ル）を利用し、ナイジェリア

で 10 日間の医療ミッション

を実施しました。これには

19 人の医師と 6人のボラン

ティアが参加し、800 件の手術を行いました。                               

パキスタン、アフガニスタンと同じくポリオ常在国

であるナイジェリア。西アフリカ諸国の地域ではポ

リオ予防接種に関する誤った情報や噂が広まり、親

が子どもへの予防接種に難色を示すといった状況

が見られ、地域社会からの抵抗によってポリオ予防

接種率が減少しています。                                     

2012 年、ナイジェリアでは 121 件のポリオの発症が

報告され、この数はパキスタンの 2倍、アフガニス

タンの 3倍となっています。             

病院の待合室で、親たちと話しをした際、サブー元

会長は「たった数滴のワクチンで、ポリオからほか

の子どもたちを救うことができる」ことを伝えまし

た。 

ポリオ症例数報告ポリオ症例数報告ポリオ症例数報告ポリオ症例数報告    

2013 年９月 25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。 

 2013 年度 

01/01-09/25 

2012 年度 

総   計 

常常常常

在在在在

国国国国    

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    ４４４４    37373737    

パキスタンパキスタンパキスタンパキスタン    22228888    58585858    

ナイジェリアナイジェリアナイジェリアナイジェリア    44447777    122122122122    

非

常

在 

ソマリア 174 

６ ケニア 14 

エチオピア 3 

世界合計 270 223 

ソマリアでポリオの発症が激増しています。   

隣国エチオピアでも 2006 年以来、初めてポリオの

症例が確認されました。 

 

ポリオ寄付ポリオ寄付ポリオ寄付ポリオ寄付    ゲイツ財団との約束ゲイツ財団との約束ゲイツ財団との約束ゲイツ財団との約束    

2013-18 年の間、皆さんからのポリオ撲滅寄付は、

ロータリー財団からWHOやユニセフに委託すること

でビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団が２倍の額

を上乗せします。（地区財団 News８月１日号参照） 

US＄＄＄＄25    みなさんからのみなさんからのみなさんからのみなさんからのポリオポリオポリオポリオ寄付寄付寄付寄付 

＋＋＋＋＄＄＄＄50    ゲイツゲイツゲイツゲイツ財団からの財団からの財団からの財団からの上乗せ上乗せ上乗せ上乗せ支援支援支援支援 

US＄＄＄＄75    寄付額総計寄付額総計寄付額総計寄付額総計 

    

10101010月の月の月の月のRIRIRIRIレートのお知らせレートのお知らせレートのお知らせレートのお知らせ    

10101010月月月月    ＄＄＄＄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。 

 

地区財団委員会から卓話のお知らせ地区財団委員会から卓話のお知らせ地区財団委員会から卓話のお知らせ地区財団委員会から卓話のお知らせ    

地区財団委員会は「ロータリー財団出前卓話」を12

月まで行います。 

受付の詳細はすでに各クラブに送信済みです。 

お問い合わせは長谷川國雄ガバナー事務所または

地区ロータリー財団事務局・植竹清治あて

uetake0504@gmail.com    FAX0280-22-0874 

ご連絡ください。        

    

国 名 

年 度 


