
 

 

 

 

 

補助金補助金補助金補助金管理セミナー管理セミナー管理セミナー管理セミナーとととと書き方教室書き方教室書き方教室書き方教室

地区ロータリー

財団委員会は

月９日

イベント会場で

地区

ミナーを開催

ました。 

今回は「地区補助金管理セミナー」と「地区補助金

申請書の書き方」が大きなテーマでした。

藤居年度の地区目標のひとつに「全クラブが

助金を利用」という方針もあり、57

名のクラブ幹事や関係委員長が参加しました。

地区補助金申請はこれまで「難しい」「めんどくさ

い」「わからない」という声が多くありました。

またクラブ財団委員長に説明をしても事業者であ

る他奉仕委員長まで情報がうまく伝わらず情報断

絶のクラブもありました。 

そこで今回は各委員会の事業を把握

るクラブ幹事に出席をお願しました。

書き方は分区ごとにテーブルをもうけ

そこに張り付き、丁寧に説明しました

終了後、参加者から「こんなに簡単だったのか」

「いままで補助金をもらわず損した」「これで寄付

する気持ちも向上した」という声があがり

明るい空気と喜びにあふれました。 

 

RRRR 財団ゾーン・チーム研修会開催財団ゾーン・チーム研修会開催財団ゾーン・チーム研修会開催財団ゾーン・チーム研修会開催

ロータリー財団

ゾーン・チーム研

修会が３月

日本全国

バナーら

名の財団関係者

が参加して東京代々木のオリンピックセンターで

行われました。 
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書き方教室書き方教室書き方教室書き方教室        

地区ロータリー

財団委員会は３

９日、筑西市の

イベント会場で

地区財団研修セ

ミナーを開催し

」と「地区補助金

申請書の書き方」が大きなテーマでした。 

全クラブが地区補

57 クラブから 60

参加しました。 

地区補助金申請はこれまで「難しい」「めんどくさ

い」「わからない」という声が多くありました。 

またクラブ財団委員長に説明をしても事業者であ

る他奉仕委員長まで情報がうまく伝わらず情報断

各委員会の事業を把握し決裁権のあ

ました。 

分区ごとにテーブルをもうけ、地区委員が

しました。 

終了後、参加者から「こんなに簡単だったのか」 

補助金をもらわず損した」「これで寄付

あがり、会場は

 

財団ゾーン・チーム研修会開催財団ゾーン・チーム研修会開催財団ゾーン・チーム研修会開催財団ゾーン・チーム研修会開催    

ロータリー財団

ゾーン・チーム研

修会が３月 22 日、

日本全国からガ

バナーら 200 余

名の財団関係者

が参加して東京代々木のオリンピックセンターで

当地区からは長谷川國雄

ータリー財団地域コーディ

財団関係者８名が出席、全体会議では北村

総合司会を務めました。 

冒頭、挨拶に立った北清治

施された夢計画を各地区

とに感心した」としたうえで「

画と財団の活動は密接な関係

公共イメージの向上にも役立つ

そして「ポリオは2018年まで

この宣言でロータリーは世界から喝さいを浴びる

であろう」とポリオ撲滅が世界の約束である

共に継続的な寄付支援を要請しまし

第２部はゾーン別研修会に移り

加者の参考にと「地区補助金の審査方針」を発表

ました。 

高萩高萩高萩高萩 RCRCRCRC；；；；英語スピーチコンテスト英語スピーチコンテスト英語スピーチコンテスト英語スピーチコンテスト

「学校や塾の先生から紹介された小学生

学生 18 名が出場した。審査員はクラブの会員や市

英語の低学年化や英語の国際化が叫ばれる中、高萩

ロータリークラブは「萩っ子英語スピーチコンテス

ト」を開催しました。小学生とは思えないスピーチ

に聴衆からは驚きの声があ

語学向上のコンテストは大成功

４４４４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

４４４４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。
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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

地区補助金事業地区補助金事業地区補助金事業地区補助金事業

当地区からは長谷川國雄・ガバナー、北村 仁・ロ

ディネーター補佐(ARRFC)ら

全体会議では北村 ARRFC が

 

挨拶に立った北清治・RI 理事は「７月から実

各地区が上手に対応しているこ

した」としたうえで「ロータリーの戦略計

画と財団の活動は密接な関係にある。ロータリーの

役立つ」と強調しました。 

年までに撲滅宣言をしたい。

この宣言でロータリーは世界から喝さいを浴びる

であろう」とポリオ撲滅が世界の約束であることと

支援を要請しました。 

に移り、当地区は他地区参 

「地区補助金の審査方針」を発表し 

    

英語スピーチコンテスト英語スピーチコンテスト英語スピーチコンテスト英語スピーチコンテスト開催開催開催開催            

「学校や塾の先生から紹介された小学生 22 名と中

名が出場した。審査員はクラブの会員や市

内在住の外国人、

米山留学生。優秀

者は東京ディズ

ニーリゾートペ

アチケット」と語

る大高司郎会長。

英語の低学年化や英語の国際化が叫ばれる中、高萩

ロータリークラブは「萩っ子英語スピーチコンテス

を開催しました。小学生とは思えないスピーチ

あがりました。           

大成功を収めました。    

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。 

    

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    

地区補助金事業地区補助金事業地区補助金事業地区補助金事業    



    

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 3月 26 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。 

 2014 年度 

01/01-03/26 

2013 年度 

通年総計 

常常常常

在在在在

国国国国    

パキスタンパキスタンパキスタンパキスタン    36363636    99993333    

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    11114444    

ナイジェリアナイジェリアナイジェリアナイジェリア    １１１１    53535353    

非

常

在 

国 

イラク １ ０ 

赤道ギニア １ ０ 

エチオピア １ ９ 

カメルーン ３ 4 

その他  233 

世界合計 47 406 

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。イラク・赤道ギニア発症 

 

ロータリーとポリオ撲滅活動ロータリーとポリオ撲滅活動ロータリーとポリオ撲滅活動ロータリーとポリオ撲滅活動     

1985 年に「ポリオプラス」というポリオ予防接種プ

ログラムを開始したロータリーは、1988 年、WHO（世

界保健機関）、ユニセフ、米国疾病対策センター（CDC）

とともに世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）の主要パ

ートナーとなりました。                

同計画が発足した 1988 年以来、世界のポリオ発症

数は、当初の 35 万件から 2013 年の 400 件までに抑

えられ、99 パーセント以上減少しました。     

GPEI におけるロータリーの主な役割は、ファンドレ

イジング（寄付・資金調達）、アドボカシー（特定

の政策を実現するために社会的な働きかけ）をする

ことです、                  

ボランティア集め、認識向上といった活動です。                   

ロータリーはこれまでに 12 億ドル以上を寄付し、

無数のボランティア時間をポリオとの闘いに投じ

てきました。                 

またビル＆メリンダ・ゲイツ財団との協力により、

2018 年までにロータリーが集める寄付（年間最高

3,500 万ドル）に 2倍の額が上乗せされるキャンペ

ーンを実施しており、撲滅に向けた弛まぬ努力が続

けられています。 

    

RI RI RI RI ポリオ撲滅に補助金提供ポリオ撲滅に補助金提供ポリオ撲滅に補助金提供ポリオ撲滅に補助金提供    

国際ロータリー（会長：ロン・バートン）は 2014

年 2 月 18 日、世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）に

おけるポリオ予防接種活動と研究のために、約

3,600 万米ドル（36億 7,200 万円）の補助金を提供

することを発表しました。                  

GPEI は、2018 年までに、全世界でポリオを撲滅す

ることを目標としています。  

    

日本政府日本政府日本政府日本政府    パキスタンにポリオ撲滅支援パキスタンにポリオ撲滅支援パキスタンにポリオ撲滅支援パキスタンにポリオ撲滅支援                        

2014 年 3 月 7 日、日本政府

がパキスタンのポリオ根絶

のために、３億 8900 万円相

当の新たな無償支援を行う

旨の合意文書への署名式典

が、パキスタンの首都・イ

スラマバードで開催されま

した。      

日本政府は 1996 年からパキスタンのポリオ予防接

種に対する協力を続けており、今回の支援では、

1300 万人分のワクチンや保管のための設備が新た

に提供されます。 

    

日本政府日本政府日本政府日本政府    アフガンにポリオ撲滅無償アフガンにポリオ撲滅無償アフガンにポリオ撲滅無償アフガンにポリオ撲滅無償資金資金資金資金    

アフガニスタン開発支援における主要援助の一つ

である日本政府は、アフガニスタンの子どもと女性

への支援を引き続き行うことを表明しました。  

その一環として、UNICEF に対し、アフガニスタンの

ポリオ撲滅とワクチンで予防可能な感染症まん延

防止のため、約 11 億 8,600 万円（1,200 万ドル）の

無償資金協力（小児感染症予防計画）を行うことを

決定し、2014 年 2 月 9 日、関係代表者との間で、交

換公文の署名式が行われました。 

米政府米政府米政府米政府        2222 億億億億 500500500500 万ドルをポリオ撲滅活動に万ドルをポリオ撲滅活動に万ドルをポリオ撲滅活動に万ドルをポリオ撲滅活動に  

世界最大の支援国・米国のバラク・オバマ大統領は

1月、ポリオ撲滅活動を支援するための 2億 500 万

ドル（約 209 億円）を含む予算案を承認しました。                               

この資金は、米国疾病対策センター（CDC）と米国

国際開発庁を通じて撲滅活動に充てられます。  

米国政府は、1980 年半ばから計 23 億ドルを超える

資金をポリオ撲滅活動に投入しています。             

国 名 

年 度 

ポリオ撲滅あと少しポリオ撲滅あと少しポリオ撲滅あと少しポリオ撲滅あと少し    ポリポリポリポリオオオオ撲滅継続撲滅継続撲滅継続撲滅継続寄付支援寄付支援寄付支援寄付支援    ポリオ撲滅ポリオ撲滅ポリオ撲滅ポリオ撲滅 2018201820182018 年年年年 


