
 

 

 

 

 

グアテマラでロータリー財団が受勲グアテマラでロータリー財団が受勲グアテマラでロータリー財団が受勲グアテマラでロータリー財団が受勲

撲滅活動を称え、財団に「ケツァール勲章」を授与

しました。 

グアテマラ政府が授与する最高の栄誉とされる

ツァール勲章は、去る 9月 2日にグアテマラで行わ

れた式典で、ルイス・フェルナンド・カレラ・カス

トロ外相から、2014-15 年度に国際ロータリー会長

に就任するゲイリー・ホァン氏に贈呈されました。

 

当地区当地区当地区当地区 VTTVTTVTTVTT にににに DDFDDFDDFDDF 承認承認承認承認

地区ロータリー財団委員会は、下記２件をグローバ

ル補助金（GG）使用に適切な事業と認定し、

区財団活動資金）の支出を承認しました。

当地区が企画した牛の人工授精指導プログラム

東京大学・眞鍋 昇教授グループを現地に派遣し、

技術指導を行う VTT（職業訓練チーム）事業

GG1414341 
タイ東北部における先進的な

牛の人工授精指導プログラム

実施国クラブ Sakon Nakhon RC        3340

援助国クラブ 第 2820地区          

重点分野 経済と地域社会の発展

事業総予算 ＄40,006 

当地区 DDF ＄18,700 

    

GG1417901 地域社会における母子の健康

実施国クラブ Buengkum RC       

援助国クラブ 日立RC             

重点分野 母子の健康  

事業総予算 ＄37,230 

当地区 DDF ＄10,500 
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グアテマラでロータリー財団が受勲グアテマラでロータリー財団が受勲グアテマラでロータリー財団が受勲グアテマラでロータリー財団が受勲    

グアテマラ政

府は、ロータ

リー財団によ

る同国での人

道的活動と世

界でのポリオ

撲滅活動を称え、財団に「ケツァール勲章」を授与

グアテマラ政府が授与する最高の栄誉とされる ケ

日にグアテマラで行わ

れた式典で、ルイス・フェルナンド・カレラ・カス

年度に国際ロータリー会長

に就任するゲイリー・ホァン氏に贈呈されました。 

承認承認承認承認    

地区ロータリー財団委員会は、下記２件をグローバ

）使用に適切な事業と認定し、DDF（地

支出を承認しました。 

プログラムは、

教授グループを現地に派遣し、

（職業訓練チーム）事業です。 

タイ東北部における先進的な 

プログラム 
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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11月27日現在のポリオ症例数です。

内戦が続くシリアでポリオの発症が確認されたこ

とを受け、国連は同国内 250

防接種を実施すると発表しました。
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パキスタンパキスタンパキスタンパキスタン    
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エチオピア 

カメルーン 

シリア 

世界合計 

常在国は昨年に比べ

て減っていますが、

“アフリカの角”と

呼ばれるソマリアや

その周辺国の症例が

増え、全体の症例数

を押し上げています。 

エチオピアでも 2006

年以来初めての発症

報告がありました。 

12121212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

11112222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。

 

お詫びとお詫びとお詫びとお詫びと

財団 News11 月１日号の「ラビンドラ氏に会長ノミ

ニー宣言」は「ラビンドラン氏に

お詫びして訂正いたします。

RIRIRIRI 第第第第 2820282028202820 地区地区地区地区    
ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団 NewsNewsNewsNews    
2013201320132013 年年年年 11112222 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

国 名 

年 度 

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    シリアで発症シリアで発症シリアで発症シリアで発症    

ポリオ症例数です。    

でポリオの発症が確認されたこ

250 万人の子どもたちに予

防接種を実施すると発表しました。        
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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    

＊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。 

お詫びとお詫びとお詫びとお詫びと訂正訂正訂正訂正    

「ラビンドラ氏に会長ノミ

ニー宣言」は「ラビンドラン氏に」の誤りでした。 

お詫びして訂正いたします。 

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    



    

岩井岩井岩井岩井 RCRCRCRC；；；；トン汁トン汁トン汁トン汁 9000900090009000 食食食食    提供提供提供提供    

「おいしい」「もっと

ないの」「終わり？」。 

完走ランナーがトン

汁めがけて殺到し、テ

ントの前は長蛇の列、

あっというまに前日

から仕込んだトン汁 9000 食が終了しました。 

「将門ハーフマラソン」の参加者に少しでも元気を

つけてもらおうと始めたのが岩井ロータリークラ

ブのトン汁サービス。第４分区の全クラブから有志

会員が応援にかけつけ、同クラブのたすきをかけて

ロータリーの存在をアピールしました。 

    

古河古河古河古河 RCRCRCRC；；；；市民憩いの公園にベンチ市民憩いの公園にベンチ市民憩いの公園にベンチ市民憩いの公園にベンチ    

古河市の南西に位置し、

桃花の名所として有名

な古河総合公園は、古

河市民の憩いの場。 

四季折々に開催される

イベントに集まるお年

寄りや子供たちにゆったりとしたベンチで休んで

もらおうと古河ロータリークラブが木造大型ベン

チを同公園に寄贈しました。 

「よかんべ祭りや桃まつりに来た多くのみなさん

に少しでも利用していただくとありがたい」と川島 

栄・同クラブ会長は語りました。    

    

鹿島臨海鹿島臨海鹿島臨海鹿島臨海RCRCRCRC；サ；サ；サ；サクラクラクラクラ    植樹植樹植樹植樹    

「植樹したあと、す

ぐに台風 27・28 号が

接近したので心配し

た。なによりも無事

に根付き、来春には

桜が見事な花を見せ

てくれることを心より願うばかり」と語るのは鹿島

臨海ロータリークラブの三宅 智・社会奉仕委員長。

同クラブは、創立 40 周年記念事業の一環として神

栖市防災公園にオオシマザクラ 20 本を植樹しまし

た。同公園には４M の築山、１万３千人を収容でき

る４建ての避難ビル・アリーナを建設予定です。 

    

結城結城結城結城RCRCRCRC；自然；自然；自然；自然学習塾学習塾学習塾学習塾    開催開催開催開催    

「子供たちに自然に

興味を持ってもらお

うと思ったのがきっ

かけ」と振り返るのは

結城ロータリークラ

ブの岩月正勝会員。 

同クラブが雑木林を借り受け開墾し「結城健康の森」

を開所したのが 10 年前、今ではしっかりと地域に

根ざした自然観察の公園として発展しました。 

健康の森フェステバルには 600 人以上の児童・父兄

がつめかけ輪投げ、焼き芋、昔懐かしい遊具遊び等、

子供の遊びとネイチャーゲームで楽しみました。 

 

つくばつくばつくばつくば SSSSRRRR；フィリピンに医薬品；フィリピンに医薬品；フィリピンに医薬品；フィリピンに医薬品    

台風 30 号で多くの死者

や被災者を出したフィ

リピン・レイテ島につく

ばサンライズロータリ

ークラブが医薬品を贈

呈しました。 

この贈呈は 2820 地区・内外の歯科医師や会員ら 20

名が、フィリピン・マニラ郊外で行った歯科医療奉

仕に参加した機会を利用して行われたものです。 

雨宮 淳・クラブ奉仕委員会委員長は「フィリピン

と当地区との関係は長い。わずかな援助だが島民の

お役にたてれば本望」と語りました。 

 

鉾田鉾田鉾田鉾田 RCRCRCRC；商店街の空き地を活性化；商店街の空き地を活性化；商店街の空き地を活性化；商店街の空き地を活性化    

商店街の空き地に花

壇やベンチを設置し

市民語らいの場所を

提供したのが鉾田ロ

ータリークラブ。 

「初夏と秋に季節の

花を植え、１年中花を見ながら地域の人たちが語り

合える交流の場を作りたかった」と語るのは荒野吉

生会員。「これからは花壇の水やりや定期的な管理、

また周辺の清掃活動で忙しくなるが、憩いの場とし

て人々の心身の健康や地域活性化の一助になれば

うれしい」と奉仕活動の継続を強調しました。 

ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団地区補助金クラブ報告地区補助金クラブ報告地区補助金クラブ報告地区補助金クラブ報告    


