
 

 

 

 

 

当地区当地区当地区当地区 DDFDDFDDFDDF３件３件３件３件承認承認承認承認    

地区ロータリー財団委

員会は２月

タリー財団

受賞者の清水清・

をお招きし、

で第５回

会研修会を開催しました。 

席上、財団に多大な貢献をしてきました同

束を贈呈し、長年の労をねぎらいました。

また下記３件をグローバル補助金（GG

な事業と認定し、DDF（地区財団活動資金）の支出

を承認しました。 

その他、ロータリー平和センターへ 5

の支援も決定しました。 

GG1420090 南カルフォルニア大学

実施国クラブ Redondo Beach RC

援助国クラブ 水戸南RC          

重点分野 奨学金；経済と地域社会の発展

事業総予算 ＄35,006 

当地区 DDF ＄15,000  冠名基金＄

    

GG1418891 ウガンダへエイズ治療研修

実施国クラブ Manila Remedios Circle RC 3810

援助国クラブ 牛久RC             

重点分野 VTT；疾病予防と治療

事業総予算 ＄38,600 

当地区 DDF ＄12,000 

    

GG1416512 台風・ヨランダ被災者に浄水器

実施国クラブ Metro Iloilo RC            

援助国クラブ 石岡RC             

重点分野 
人道的；水と衛生 

疾病予防と治療

事業総予算 ＄216,850 

当地区 DDF ＄15,000 
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地区ロータリー財団委

員会は２月 11 日、ロー

財団特別功労賞

受賞者の清水清・PDG

お招きし、つくば市

で第５回地区財団委員

、財団に多大な貢献をしてきました同 PDG に花

束を贈呈し、長年の労をねぎらいました。 

GG）使用に適切

（地区財団活動資金）の支出

5,000 ドル寄付

南カルフォルニア大学へ奨学生 

RC       5280 

RC                2820 

奨学金；経済と地域社会の発展 

冠名基金＄5,000 

ウガンダへエイズ治療研修派遣 

Manila Remedios Circle RC 3810 

RC                  2820 

；疾病予防と治療 母子の健康 

台風・ヨランダ被災者に浄水器 

           3850 

RC                  2820 

 

疾病予防と治療 

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

2014 年 2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

3カ国です。
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上記症例数は世界ポリオ撲滅推進計画

告されている症例数です。

がなされていない国は、カウントされていません。

    

13-

1985

向けて一つの約束をしました。

それは、どんなに長い年月がか

かろうと、世界から必ずポリオ

をなくすという約束です。

のは不可能だ」、「ロータリーがそれを達成するの

は無理だ」という声は、以前も何度となく上がって

いました。しかし、ロータリアンは、それが間違い

であることをよく知っています。ロータリアンはこ

れまで、何度も困難を乗り越えて来ました

のない世界は、本当に私たちの手の届くところにあ

るのです。今こそ、私たちの確固たる決意を再確認

し、ロータリーを歴史の
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ポリオポリオポリオポリオ寄付寄付寄付寄付
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財団寄付財団寄付財団寄付財団寄付００００
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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    

26 日現在のポリオ症例数

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

カ国です。 

2014 年度 

01/01-02/26 

2013 年度 

通年総計 

21212121    91919191    

３３３３    13131313    

    53535353    
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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。よって今年度、症例報告

国は、カウントされていません。 

最後のハードル最後のハードル最後のハードル最後のハードル    

-14年度TRF管理委員長 

李 東建 

1985 年のこと、私たちは世界に

向けて一つの約束をしました。

それは、どんなに長い年月がか

かろうと、世界から必ずポリオ

をなくすという約束です。「ポリオは完全になくす

のは不可能だ」、「ロータリーがそれを達成するの

は無理だ」という声は、以前も何度となく上がって

いました。しかし、ロータリアンは、それが間違い

であることをよく知っています。ロータリアンはこ

れまで、何度も困難を乗り越えて来ました。ポリオ

のない世界は、本当に私たちの手の届くところにあ

今こそ、私たちの確固たる決意を再確認

ーを歴史の 1 ページに飾りましょう。 

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    



土浦南土浦南土浦南土浦南 RCRCRCRC；石製芸術ベンチ二基；石製芸術ベンチ二基；石製芸術ベンチ二基；石製芸術ベンチ二基    設置設置設置設置    

土浦南ロータリークラブ

は霞ヶ浦湖畔の新設公園

に石製ベンチ二基を贈呈

しました。 

このベンチは彫刻家・飯田

雅光（土浦南 RC 会員）さんが丹精込めて作成した

芸術作品で、その一基には亀が座っています。 

「以前当クラブは、近くの公園にモニュメントを贈

呈した。今回の贈呈で”対”になり一体感が生まれ

た」と江ケ崎 實・社会奉仕委員長は語りました。 

ベンチに亀という斬新的なデザインはこれから市

民の評判を呼びそうです。 

    

古河中央古河中央古河中央古河中央 RCRCRCRC；ほたるの里に植栽；ほたるの里に植栽；ほたるの里に植栽；ほたるの里に植栽    

古河中央ロータリークラ

ブは、源氏ボタルの自生を

目指す「ほたるの里創り」

事業に 10 年前着手しまし

た。えさのカワニナ採取か

ら始まったこの事業も今では毎年６月に「ほたる祭

り」を開催するまでに成長しました。 

「子供のころ夏の夜に蛍が飛び交う姿を見て感動

した思い出は今でも残っている。その時の体験や感

動は一生の宝」と語る福田一郎・社会奉仕委員長。

今年はほたるの里に植栽し、周辺の環境整備を行い

ました。 

    

玉造玉造玉造玉造 RCRCRCRC；環境保全啓発看板設置；環境保全啓発看板設置；環境保全啓発看板設置；環境保全啓発看板設置    

行方市手賀地区に横た

わる「手賀ふれあいの

森」は自然の景観に恵

まれた森林公園です。 

公園内は、四季折々の

森林浴が楽しめるほか、散策・ジョギングコース、

環境学習の場としても期待されています。 

玉造ロータリークラブはこの森に生育する動植物

の配置を調査し、それをもとに配置マップと環境保

全啓発看板を作製しました。 

「これによって森を散策する人の楽しみが増え、心

身の健康増進や地域社会の発展につながれば」と荒

井一美・社会奉仕委員長は話しています。 

財団年次財団年次財団年次財団年次基金基金基金基金寄付寄付寄付寄付    中間中間中間中間報告報告報告報告    

皆様のクラブで使用する地区補助金は、年次基金寄

付が主たる財源となっています。 

長谷川年度の同寄付目標は１人・130 ドル、そして

寄付ゼロクラブの撲滅です。 

2014 年１月末までの基金一覧表によりますと 

当地区の年次基金寄付総額は、243,573.85 ドル、 

１人平均 124.34 ドルです。 

分区別１人当たりの寄付状況は下記の通りです。 

第１分区； 93,09 ドル 第２分区；119,63 ドル 

第３分区；144,38 ドル 第４分区；132,46 ドル 

第５分区；132,55 ドル 第６分区；117,05 ドル 

第７分区；125,77 ドル 第８分区；120,48 ドル 

年次基金寄付上位５クラブは下記の通りです。 

１,稲敷  343,00 ドル 

２,水戸南 284,94 ドル 

３,日立南 193,87 ドル 

４,土浦  188,18 ドル 

５,鉾田  18,303 ドル 

また寄付ゼロクラブは、日立北、日立中央、笠間、

真壁、鹿島中央の５クラブです。 

寄付ゼロクラブは、振り込みの確認を早急にお願い

致します。 

 

VTTVTTVTTVTT（（（（職業職業職業職業研修研修研修研修チーム）チーム）チーム）チーム）    現地報告現地報告現地報告現地報告    

タイ東北部で先進的な牛の人工授精の技術を指導

中の眞鍋 昇・教授より近況報告が届きました。 

それによりますと気温

40 度の中で、現地の酪農

家や学生たちへ人工授

精の講義・指導・実習等

でとても忙しい、先日は

日本の皇室からタイの

王室に送られた黒毛和主の種牛「たじま」の精子を、

学生たちがタイの在来種の３頭の雌牛に種付けし

た、約 10 ヶ月後の交雑種の誕生が楽しみと将来を

期待するホットな情報も披露されました。 

 

３３３３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    

３３３３月月月月    ＄＄＄＄1111＝￥＝￥＝￥＝￥101010102222        

＊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。 


