
 

 

 

 

 

財団財団財団財団寄付寄付寄付寄付 150150150150 ドルドルドルドル    補助金活用で補助金活用で補助金活用で補助金活用で

団地区委員セミナーが５月 18 日、つくば市で

れました。 

冒頭挨拶にたった藤居彰一・ガバナーエレクトは

「地区財団目標 150 ドル、ベネファクター各クラブ

１名以上、寄付ゼロクラブ追放」と述べた後

ラブが地区補助金を活用して地域で

を行ってほしい」「これがロータリーの公共イメー

ジや増強にもつながる」と力説しました

セミナーでは百目鬼博行・補助金委員長

の地区補助金予算は 76,000 ドル、その内

ルを各クラブの事業費、残りは臨時費、管理費に

てると説明、横山善英・委員からは現在の地区補助

金申請件数は 55 クラブあり、近日中に全クラブの

申請があるだろうとその見通しを述べました。

また野内厚志・ポリオプラス委員長から

タリー財団）からの要請もあり、ポリオ撲滅支援

DDF（地区財団活動資金）から 5,000

いとの提案があり、これを満場一致で可決

その他、当地区のグローバル補助金承認件数

援助国）３件、申請中１件、ポール・ハリス・ソサ

エティーの意義、MOU の現況等の報告があり

修市・ガバナーノミニーの講評で閉会しました。

 

６６６６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

６６６６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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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。イラク・赤道ギニア発症

ポリオ感染で緊急警戒ポリオ感染で緊急警戒ポリオ感染で緊急警戒ポリオ感染で緊急警戒

世界保健機構（WHO）は５月５日、ポリオについて、

シリアなど 10 ヵ国で感染がふえている状況を重視

し、これを「国際的に懸念されている公衆衛生上の

緊急事態」と宣言し、各国に警戒を呼び掛けました。

 

ＷＨＯＷＨＯＷＨＯＷＨＯのののの緊急事態宣言を支持緊急事態宣言を支持緊急事態宣言を支持緊急事態宣言を支持

これを受けてロータリーは５月６

は【ポリオが国際的な公衆衛生上の緊急事態

るとする世界保健機構（

ます。また、ポリオ常在国（パキスタン、アフガニ

スタン、ナイジェリア）に加えて、カメルーンやシ

リアといった国の居住者あるいは長期滞在者が、国

外渡航前にポリオの予防接種を受けるべきである

という WHO の勧告にも、ロータリーは賛成していま

す」と発表しました。 
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緊急事態宣言を支持緊急事態宣言を支持緊急事態宣言を支持緊急事態宣言を支持    

これを受けてロータリーは５月６日,「ロータリー

ポリオが国際的な公衆衛生上の緊急事態】であ

（WHO）の宣言を支持してい

ます。また、ポリオ常在国（パキスタン、アフガニ

スタン、ナイジェリア）に加えて、カメルーンやシ

リアといった国の居住者あるいは長期滞在者が、国

外渡航前にポリオの予防接種を受けるべきである

の勧告にも、ロータリーは賛成していま
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日立日立日立日立 RCRCRCRC；；；；障害者施設にセラピーマット寄贈障害者施設にセラピーマット寄贈障害者施設にセラピーマット寄贈障害者施設にセラピーマット寄贈    

日立ロータリークラブは

肢体不自由児の機能訓練

通園施設・日立市母子療

育ホームにセラピーマッ

ト 40 枚を贈呈しました。

このマットは 87,5 センチ四方、厚さ 1,5 センチあ

り、同クラブ会員らが総出でこれを床に敷き詰めま

した。不自由児の歩行訓練中の事故防止や移動中の

転倒における手足の保護クッションとして大きな

役割を果たします。 

佐藤雅彦・社会奉仕委員長は「子供たちや親御さん

にも喜んでいただき感無量」と喜びを語りました。 

 

勝田勝田勝田勝田 RCRCRCRC；障害児に写真技術指導；障害児に写真技術指導；障害児に写真技術指導；障害児に写真技術指導    

勝田ロータリークラブ会

員で写真スタジオ経営の

砂押勇人さんが茨城大学

特別支援学校の生徒たち

にカメラ撮影の技術指導

を始めて５年になります。砂押さんは「障害者の生

徒たちに少しでもカメラに親しんでいただき、将来

これで自立する生徒の出ることが夢。これも職業訓

練の一環です」と語っています。今では各種大会で

受賞する生徒も多数輩出するようになりました。 

同クラブは今回カメラおよびその周辺機材一式を

同校に寄贈しました。 

 

水戸南水戸南水戸南水戸南 RC;RC;RC;RC;笠原小学校に楽器寄贈笠原小学校に楽器寄贈笠原小学校に楽器寄贈笠原小学校に楽器寄贈    

全国トップクラスの実力

を誇る水戸市立笠原小学

校金管バンド部は、東日

本吹奏楽大会12年連続金

賞を受賞した伝統と伝説

のバンドです。また CD の販売、各種コンサートへ

出演など超売れっ子としても人気があります。 

水戸南ロータリークラブはさらなる飛躍を期待し

て打楽器のコンサートグロッケン、金管楽器のカス

タムコルネット、Eb コルネット各一台を寄贈しまし

た。篠原勉・幹事は「より高いレベルの演奏が可能

となった」と語りました。 

 

しもだて紫水しもだて紫水しもだて紫水しもだて紫水 RCRCRCRC；；；；サケの放流事業サケの放流事業サケの放流事業サケの放流事業    

しもだて紫水ロータリークラブ

は厳寒の２月、同クラブ会員や

多数の市民が参加して市内を流

れる勤行川にサケの稚魚を放流

しました。数年後にサケの里帰

り を 歓 迎 す る こ の 事 業 は

「Welcome サーモン at 筑西」

と名付けられ、筑西市の一大風物詩にもなっていま

す。「今では沢山のサケが遡上するようになった。

子供たちにサケの生態を学んでもらい、自然環境の

保護と育成の啓発活動に役だった」と笠倉勉・会長

はその効果を強調しました。 

 

筑西きぬ筑西きぬ筑西きぬ筑西きぬ RCRCRCRC；；；；つくば大学つくば大学つくば大学つくば大学留学生留学生留学生留学生    児童と児童と児童と児童と交流交流交流交流    

つくば大学留学生を招い

ての国際交流授業「第 14

回ハローワールド」が筑

西市立関城東小学校で開

催されました。これは筑

西きぬロータリークラブ

が行っている伝統的教育事業です。今回はアメリカ、

ウズベキスタン、チェコ、中国、台湾、デンマーク

から６名の留学生が参加し、お互いの文化や風習、

お国自慢などを紹介しあいました。「小学生と留学

生の交流で知識の向上と相互理解を深めることが

できた」と野間 満・財団委員長は語りました。 

 

かすみがうらかすみがうらかすみがうらかすみがうら RCRCRCRC；；；；社会復帰支援に協力社会復帰支援に協力社会復帰支援に協力社会復帰支援に協力    

かすみがうらロータリ

ークラブはかすみがう

ら市に所在する障害者

支援施設「ほびき園」の

入所者やその家族、関係

者を支援し元気つけよ

うと「ほびき祭」「収穫祭」の二つの行事に参加し

ました。施設入所者にそば打ちの体験・指導を行い、

でき上ったそばを参加者に無料配布しました。「皆

さんから“おいしかった”と喜ばれた。昨年は主催

者から表彰された。これからも支援を続けたい」と

稲本義則・幹事は継続支援を約束しました。 
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