
 

 

 

 

 

老人ホームに和太鼓老人ホームに和太鼓老人ホームに和太鼓老人ホームに和太鼓一式一式一式一式

守谷ロータリークラブが老人ホーム「峰林荘」に和

太鼓一式（大１、小２）を贈呈しました。

鼓は地区補助金を利用し購入したものです。

ホームで開催された盆踊り大会には、

地域住民らが多数参加、お囃子に合わせて

鼓の音が夏の夜空に響き渡りました。

片桐武美・会長は「少人数クラブなので地域の奉仕

活動ができず困っていた。今回補助金がいただけた

ので皆さんに喜んでいただける事業ができた。来年

もぜひ利用したい」とその喜びを語りました。

 

年次基金寄付平均年次基金寄付平均年次基金寄付平均年次基金寄付平均 143,66143,66143,66143,66

8 月 25 日、水戸で開催された長谷川年度「第一回会

長・幹事会」の席上、植竹清治・資金増進委員長は

年次基金、恒久基金、ポリポ撲滅基金

付増進を呼びかけました。 

2012-13 年度（野堀年度）の年次基金

平均 143,66 ドルです。 

なお上位 10 位は下記の通りです。（単位はドル）

第 1位；水戸南 295,76   第 6 位；古河東

第 2位；鉾田   255,23  第 7 位；取手

第 3位；潮来   235,63  第 8 位；岩瀬

第 4位；土浦   233,65  第 9 位；水戸東

第 5位；水海道 204,74 第 10 位;つくば
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一式一式一式一式贈呈贈呈贈呈贈呈    

「峰林荘」に和

（大１、小２）を贈呈しました。この和太

鼓は地区補助金を利用し購入したものです。 

、入居者や家族、

に合わせて勇壮な太

響き渡りました。 

片桐武美・会長は「少人数クラブなので地域の奉仕

活動ができず困っていた。今回補助金がいただけた

ので皆さんに喜んでいただける事業ができた。来年

語りました。 

143,66143,66143,66143,66 ドルドルドルドル    

日、水戸で開催された長谷川年度「第一回会

長・幹事会」の席上、植竹清治・資金増進委員長は

基金のさらなる寄

基金寄付は、一人

位は下記の通りです。（単位はドル） 

位；古河東 200,52 

位；取手   195,39 

位；岩瀬   187,50 

位；水戸東 182,89 

つくばシティ 182,30 

ロータリー財団の歴史ロータリー財団の歴史ロータリー財団の歴史ロータリー財団の歴史

1917 年、アーチ C.クランフ

長（写真・右）が「世界でよいこ

とをするために」基金の設置を提

案。この基金が 1928 年「ロータリ

ー財団」と名付けられて国際ロー

タリー内の新しい組織となり、現

在の「ロータリー財団」にいたっています。

財団の成長財団の成長財団の成長財団の成長    

1929 年、財団は初の補助金

アレンが創設した国際障害児

1947 年、ロータリーの創設者、ポール・ハリスが亡

くなると、多くの人々から国際ロータリーに寄付が

寄せられました。この寄付は「ポール・ハリス記念

基金」となって、その後のロータリー財団の発展の

ために役立てられました。

財団プログラムの変遷財団プログラムの変遷財団プログラムの変遷財団プログラムの変遷

1947 年；財団初のプログラム

フェローシップ」。このプログラムは後に「国際親

善奨学金」として発展しました

1965～55 年；「研究グループ交換（

ー財団の目的を果たす活動のための補助金」

「マッチング・グラント」

1978 年；３H補助金プログラム

ィリピンの 600 万人の子供たちにポリオ予防接種

1985 年；全世界でポリオ撲滅をめざす「ポリオプラ

ス・プログラム」が設置されました

2013 年；世界中のロータリ

ズに応えられるよう、新しい補助金モデル（地区補

助金、グローバル補助金、パッケージ・グラント）

を導入しました。 

1917年に26ドル50セントの寄付から始まったロー

タリー財団は、10億ドル以上の寄付を受けるほど大

きな財団に成長しました。

財団はこうして多くの方々に支えられ、人道的分野

や教育面での支援活動を続けています。
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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

ロータリー財団の歴史ロータリー財団の歴史ロータリー財団の歴史ロータリー財団の歴史    

クランフ RI 会

が「世界でよいこ

とをするために」基金の設置を提

年「ロータリ

ー財団」と名付けられて国際ロー

タリー内の新しい組織となり、現

在の「ロータリー財団」にいたっています。 

年、財団は初の補助金 500 ドルをエドガーF.

国際障害児協会へ贈りました。

年、ロータリーの創設者、ポール・ハリスが亡

くなると、多くの人々から国際ロータリーに寄付が

寄せられました。この寄付は「ポール・ハリス記念

基金」となって、その後のロータリー財団の発展の

役立てられました。 

財団プログラムの変遷財団プログラムの変遷財団プログラムの変遷財団プログラムの変遷    

年；財団初のプログラムは「高等教育のための

フェローシップ」。このプログラムは後に「国際親

発展しました。 

「研究グループ交換（GSE）」「ロータリ

ー財団の目的を果たす活動のための補助金」。後の

「マッチング・グラント」として発展しました。。 

補助金プログラム・第一号として、フ

万人の子供たちにポリオ予防接種。 

年；全世界でポリオ撲滅をめざす「ポリオプラ

が設置されました。 

年；世界中のロータリアンがグローバルなニー

ズに応えられるよう、新しい補助金モデル（地区補

助金、グローバル補助金、パッケージ・グラント）

セントの寄付から始まったロー

億ドル以上の寄付を受けるほど大

きな財団に成長しました。 

多くの方々に支えられ、人道的分野

や教育面での支援活動を続けています。 

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    



ポール・ハリス・ポール・ハリス・ポール・ハリス・ポール・ハリス・
ソサエティソサエティソサエティソサエティ とは？とは？とは？とは？

毎年毎年毎年毎年1,000米ドル以上を米ドル以上を米ドル以上を米ドル以上を

次次次次のいずれかに寄付したのいずれかに寄付したのいずれかに寄付したのいずれかに寄付した

支援者を認証支援者を認証支援者を認証支援者を認証

• 年次基金年次基金年次基金年次基金

• ポリオ・プラスポリオ・プラスポリオ・プラスポリオ・プラス

• 財団が承認した財団が承認した財団が承認した財団が承認した
補助金プロジェクト補助金プロジェクト補助金プロジェクト補助金プロジェクト

PHSCPHSCPHSCPHSCに日向野に日向野に日向野に日向野    陽陽陽陽・財団・財団・財団・財団地区委員地区委員地区委員地区委員    

ロータリー財団管理委員会は、ポール・ハリス・ソ

サエティを、2013 年7 月からロータリー財団の公

式認証プログラムにすることを決定しました。  

この認証プログラム推進のため長谷川國雄・ガバナ

ーは、地区ポール・ハリス・ソサエティ・コーディ

ネーターに下館ロータリークラブの日向野陽・ロー

タリー財団地区委員を任命しました。 

 

地区補助金振り込み完了地区補助金振り込み完了地区補助金振り込み完了地区補助金振り込み完了    

2013-14年度地区補助金、約630万円が地区内51クラ

ブの指定口座に送金されました。受領クラブは事業

終了後、１か月以内に「個別プロジェクト報告書」

を長谷川國雄・ガバナー事務所に提出願います。 

 

参加資格認定クラブ報告２件参加資格認定クラブ報告２件参加資格認定クラブ報告２件参加資格認定クラブ報告２件    

① 土浦南ロータリークラブが、７月１日に遡って

参加資格認定クラブになりました。 

② 先月号（８月１日号）で参加資格認定クラブを

水戸弘文ロータリークラブと記載しましたが、

水戸好文ロータリークラブの誤りでした。  

お詫びして訂正いたします。 

 

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９

月から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。     

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８月 21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 

01/01-08/21 

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    24242424    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    43434343    122122122122    

非

常

在 

ソマリア 108 

６ ケニア 12 

エチオピア 1 

世界合計 192 223 

ソマリアでポリオの発症が広がっています。   

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。 

    

ポリオ撲滅戦略計画ポリオ撲滅戦略計画ポリオ撲滅戦略計画ポリオ撲滅戦略計画    

13-14年度TRF管理委員長 

李 東建 

ポリオ撲滅活動は長期にわ

たる懸命な努力を要するも

のですが、それを成し遂げ

た時、私たちはすばらしい

ことを達成し、末長く恩恵 

を受けることになるでしょう。ポリオ・プラス開始

以来、ポリオの発症件数は99%減少しました。 

しかし、最も困難となるのは最後の一押しです。 

全世界でのポリオ撲滅の認定を受けるには、最後の

ポリオ発症報告から丸３年間、発症数ゼロを維持す

る必要があります。撲滅に近づいてはいますがゴー

ルはまだ先にあります。ここでポリオとの戦いをや

めてしまうと、長年積み上げてきた努力がすべ台無

しになるからです。このような事態は避け、最後ま

で全力で取り組みましょう。 

ポリオ撲滅まで本当に「あと少し」なのですから。 

    

【【【【９９９９月のＲＩレートのお知らせ月のＲＩレートのお知らせ月のＲＩレートのお知らせ月のＲＩレートのお知らせ】】】】    

９９９９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。 

国 名 

年 度 


