
“Doing Good in the World “ 
Rotary International District 2660 

2020-21年度  

地区ロータリー財団セミナープログラム 

日 時 ： 2020年9月12日（土） 
開会 14:00 

閉会 17:00 

於 ： 大阪 YMCA国際文化センター ホール(2F) 

  （LIVE配信あり） 

司会進行 ： 地区財団委員会 委員 近藤 佑介 

（敬称略）

  担当 クラブ名 

1 開会・出席者紹介 地区財団委員会 委員 近藤 佑介 （大阪心斎橋）

2 挨 拶 ガバナー 簡 仁一 （茨木） 

3 ロータリー財団 補助金小委員会 委員長 村橋 義晃 （大阪中之島）

4 財団寄付と認証 

資金推進小委員会 委員長 

PHS（ポール・ハリス・ソサエティ） 

コーディネーター 

岩佐 嘉昭 (東大阪) 

5 
ポリオ根絶と 

新型コロナ感染対策 
ポリオプラス小委員会 委員長 髙士 誠司 (大阪西北) 

6 財団の補助金 補助金小委員会 委員長 村橋 義晃 （大阪中之島）

7 財団奨学金プログラム
奨学金小委員会/ 

平和フェローシップ 委員長
柳 山  稔 (東大阪西) 

8 財団奨学生発表 
2019-21ロータリーピースフェロー 

ウプサラ大学 平和・紛争解決学科 
山口真理子 

9 財団資金管理 資金管理小委員会 委員長 瀬 川  昇 (吹田西) 

10 講評・閉会挨拶 
パストガバナー/ 

公益財団法人ロータリー 
日本財団監事 

井上 暎夫 (千里) 
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《 配布資料 》 

① 出席者一覧（地区関係者） 

② 出席者一覧（クラブ） 

③ パワーポイント発表資料 

…ロータリー財団（③-1） 

…財団寄付と認証（③-2） 

…ポリオ根絶と新型コロナ感染対策（③-3） 

…財団補助金（③-4） 

…財団資金管理（③-5） 

④ …2019-20 クラブ別ポリオプラス基金寄付一覧 

⑤ …2019-20  クラブ別年次基金寄付一覧 

⑥ …2019-20 ベネファクター 会員一覧 

⑦ …ポール・ハリス・ソサエティ（PHS）会員一覧 

⑧ …アーチ・クランフ・ソサエティ/遺贈友の会 会員一覧 

⑨ …メジャードナー 会員一覧 

⑩ …2019-20 財団補助金 クラブ承認実績 

⑪ …2020-21 グローバル奨学生募集要項  

⑫ …2020-21 ロータリー平和フェローシップ募集要項 

⑬ …ロータリー平和フェロー プロフィール （山口 真理子） 

⑭ …元GG奨学生プロフィール・近況報告（バッティー・亜夢斗） 

⑮ …元GG奨学生プロフィール・近況報告（渡辺 栞） 

⑯ …ロータリー財団用語集 

別添 …質問票 



日時：2020年9月12日（土）

場所：大阪YMCA国際文化センター 2階ホール

（敬称略）　

ガバナー 簡　仁一 茨木
地区ロータリー財団委員会
ポリオ･プラス小委員会委員長

髙士　誠司 大阪西北

ロータリー日本財団監事
パストガバナー

井上　暎夫 千里
地区ロータリー財団委員会
資金推進小委員会委員長
【PHS兼務】

岩佐　嘉昭 東大阪

第3ゾーンRC
パストガバナー

●高島　凱夫 大阪中之島
地区ロータリー財団委員会
資金管理小委員会委員長

瀬川　昇 吹田西

パストガバナー 片山　勉 大阪東
地区ロータリー財団委員会
補助金小委員会委員長

村橋　義晃 大阪中之島

パストガバナー 山本　博史 大阪南
地区ロータリー財団委員会
奨学金小委員会委員長

柳山　稔 東大阪西

直前ガバナー 四宮 孝郎 大阪西南 地区ロータリー財団委員会 委員 近藤　佑介 大阪心斎橋

ガバナーエレクト 吉川　秀隆 大阪 地区ロータリー財団委員会 委員 ●塚本　英 大阪北梅田

ガバナーノミニー ●宮里　唯子 茨木西 地区ロータリー財団委員会 委員 相馬　康人 八尾

地区代表幹事 吉田　政雄 茨木 地区ロータリー財団委員会 委員 江副　哲 大阪リバーサイド

次年度地区代表幹事 早嶋　茂 大阪 地区ロータリー財団委員会 委員 明石　晃 大阪西

地区研修委員会　委員 塩谷　眞治 大阪東 地区ロータリー財団委員会 委員 ●杉野　利幸 大阪

地区研修委員会　委員 ●田中　研一 大阪東南 地区ロータリー財団委員会 委員 新堂　博 大阪城北

ガバナー補佐 ●辻川　功一 大阪中央 地区ロータリー財団委員会 委員 山西　陽祐 高槻東

ガバナー補佐 西川　正一 大阪淀川 地区ロータリー財団委員会 委員 辻　幸雄 大阪中央

ガバナー補佐 藤田　正明 門真 地区ロータリー財団委員会 委員 杉森　久哉 くずは

ガバナー補佐 吉﨑　広江 東大阪東 地区ロータリー財団委員会 委員 中井　正幸 大阪北

ガバナー補佐 大蔭　政勝 大阪大手前 地区ロータリー財団委員会 委員 ●奥本　利美 千里

ガバナー補佐エレクト 延原　健二 大阪大淀 地区国際奉仕委員会 委員長 ●木下　基司 吹田西

ガバナー補佐エレクト ●茶橋　和夫 摂津 地区国際奉仕委員会　副委員長 ●北井　雄大 大阪平野

ガバナー補佐エレクト 大谷　隆英 大阪柏原 地区国際奉仕委員会　副委員長 ●宮﨑　正人 高槻東

ガバナー補佐エレクト ●東村　高良 大阪うつぼ 地区国際奉仕委員会　委員 ●加藤　正雄 大阪大淀

ガバナー補佐エレクト ●吉村　昭 大阪平野 地区国際奉仕委員会　委員 ●豊田　勝 大阪西南

地区副代表幹事 土方　慶之 茨木 地区国際奉仕委員会　委員 ●津村　昌明 茨木西

地区幹事 鈴木　一正 茨木 地区国際奉仕委員会　委員 ●西本　恵美子 高槻

地区幹事 阪上　博史 茨木東

地区幹事 ●松尾　康弘 茨木東

地区幹事 北埜　登 東大阪東

地区幹事 前田　要之助 大阪東淀ちゃやまち

地区幹事 木村 芳樹 大阪南 地区関係出席者数
54名

(内ｵﾝﾗｲﾝ18名)

地区幹事 平松　克一 茨木東 クラブ出席者数
110名

（内ｵﾝﾗｲﾝ71名）

合計
164名

(内ｵﾝﾗｲﾝ89名)
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●はオンラインによる出席者

【資料①】



ＩＭ クラブ名 役職 氏名
オンライン
● ＩＭ クラブ名 役職 氏名

オンライン
●

会長 奥村　勝彦 会長 横田　孝久 ●

財団委員長 近藤　秀一 ● 財団委員長 大島　規弘 ●

社会奉仕委員長 庄田　佳保里 ● 東大阪東 財団委員長 古川　靖明

会長エレクト 服部　潤承 ● 東大阪西 国際奉仕委員長 (柳山　稔)

会長 河野　優作 東大阪中央 財団委員長 尾崎　元 ●

財団委員長 片山　秀樹 ● 東大阪みどり 財団委員長 島　啓介

箕面千里中央 幹事 湯川　康孝 大阪柏原 幹事 巽　教 ●

大阪水都 財団委員長 今堀　茂 会長 脇　隆俊

大阪中央 財団委員長 吉田　悦治 財団委員長 坂田　哲男 ●

大阪北梅田 財団委員長 Monet ● 社会奉仕委員長 岩津　陽介 ●

大阪北 財団委員長 黒田　勝彦 会長 川口　栄計 ●

会長 （延原　健二） 財団委員長 中川　静夫 ●

財団委員長 北村　正行 ● 大阪ネクスト 財団委員長 大月　基弘 ●

財団委員長 多田　誠 ● 会長 (木村　芳樹)

国際奉仕委員長 山野　拓也 財団担当理事 上甲　悌二 ●

大阪梅田 直前会長 森　治 ● 会長 飯田　寛光 ●

大阪梅田東 財団委員長 青嶋　義晴 財団委員長 大橋　裕之

豊中 財団委員長 松山　辰男 ● 八尾中央 会長 中井　敬和 ●

豊中千里 財団委員長 地嵜　剛史 八尾東 会長 石川　義一

豊中南 財団委員長 西口　定雄 会長 大井田　博 ●

茨木 会長 辰巳　克平 財団委員長 山際　智裕 ●

茨木東 財団委員長 松尾　泰博 青少年奉仕委員長 石津　茂貴

茨木西 会長 谷本　勲一 大阪フレンド 財団委員長 日置　祥一朗 ●

会長 磯田　郁子 ● 大阪みおつくし 会長 中島　武 ●

財団委員長 足立　博史 ● 大阪西北 会長 近藤　治郎

大阪淀川 幹事 田中　弘 ● 会長 高濵　昌次 ●

会長 和田　晶三 ● 財団委員長 伊藤　定夫

財団委員長 (奥本　利美) ● 会長 岡本　茂 ●

千里メイプル 会長 山本　友亮 ● 財団委員長 平山　明彦

摂津 幹事 和泉　慎也 直前会長 塩尻　明夫 ●

会長 松本　正 ● 会長 古山　昭 ●

財団委員長 松本　圭右 ● 財団委員長 赤座　秀洋

吹田 幹事 大枝　正人 ● 大阪西南 財団委員長 田中　清一

会長 杉本　英一郎 ● 大阪ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ 財団委員長 池山　博文

財団委員長 北村　雅計 ● 大阪アーバン 会長 尾﨑　孝 ●

会長 由上　時善 ● 大阪うつぼ 財団委員長 生沼　寿彦 ●

財団委員長 堀　豊 ● 会長 村上　正 ●

国際奉仕委員長 榎原　一滋 財団委員長 井上　佳昭

高槻 財団委員長 羽根田　茂子 副幹事 西川　雅章 ●

会長 板垣　善雄 ● 大阪 会長 堀　正二

財団委員長 白藤　清一 大阪イブニング 財団委員長 岩井　晶博

高槻西 高橋　徳 ● 大阪平野 会長 矢地　浩治 ●

会長 佐藤　多加志 ● 会長 村上　泰啓

幹事 東村　正剛 ● 財団委員長 中谷　佳正 ●

会長 庵谷　和宏 ● 会長 金森　市造 ●

財団委員長 吉村　悦子 ● 財団委員長 北村　薫 ●

会長 林　武 ● 国際奉仕委員長 （高島　凱夫） ●

財団委員長 仲　光男 会長 辻村　和弘 ●

門真 財団委員長 西川　亮彦 ● 財団委員長 佐々木　宏 ●

会長 木本　辰也 ● 大阪咲洲 ×

財団委員長 井沼　浩造 ● 大阪東南 財団委員長 北村　佳久

香里園 財団委員長 南井　恒治 ● 大阪天満橋 会長 中島　清治

くずは 財団委員長 林　宏毅 大阪天王寺 会長 萩谷　雅一 ●

守口 会長 廣瀬　彰久 ● 大阪帝塚山 財団委員長 二上　寛弘 ●

守口イブニング 財団委員長 藤井　俊章 ●

寝屋川 財団委員長 下條　久雄 ●

会長 中川　宏一 ●

国際奉仕委員長 横井　理

社会奉仕委員長 山田　康雄 ●

財団委員長 柳瀬　寛之

会長エレクト 杉野　政史 ●

会長 水野　智志 ●

財団委員長 (新堂　博)

大阪鶴見 ×

大阪城南

大阪中之島

大阪大手前

大阪堂島

大阪リバーサイド

大阪船場

大阪心斎橋

大阪西

交野

大阪東

大阪城東

大阪城北

東大阪

大阪御堂筋本町

大阪難波

大阪南

八尾

5
組

吹田江坂

吹田西

高槻東

大東

大東中央

枚方

箕面

大阪大淀

大阪そねざき

大阪東淀ちゃやまち

千里

新大阪

4
組
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2
組

欠席

3
組

6
組

欠席

1
組

池田

池田くれは

【資料②】
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クラブ名
7月期初
の会員数

クラブ平均
ポリオ・プラス
基金寄付

クラブ名
7月期初
の会員数

クラブ平均
ポリオ・プラス
基金寄付

大阪北 189 $1,243.65 $235,050.02 大阪城南 44 $52.25 $2,299.07

八尾中央 11 $252.53 $2,777.78 池田 30 $52.09 $1,562.61

大阪西北 33 $152.11 $5,019.53 守口イブニング 24 $52.08 $1,250.00

大阪うつぼ 38 $105.26 $4,000.00 大阪難波 56 $51.79 $2,900.00

高槻 48 $86.85 $4,168.75 大阪鶴見 30 $51.67 $1,550.00

大阪中之島 35 $77.55 $2,714.08 大阪帝塚山 44 $51.14 $2,250.00

大阪堂島 41 $74.60 $3,058.71 吹田西 49 $51.02 $2,500.00

八尾 60 $73.33 $4,399.91 大阪西 103 $50.97 $5,250.00

大阪中央 55 $72.90 $4,009.32 大阪南 178 $50.93 $9,066.29

大阪 257 $71.25 $18,312.53 大阪咲洲 18 $50.93 $916.74

茨木東 37 $68.31 $2,527.59 池田くれは 34 $50.16 $1,705.37

千里 29 $67.24 $1,950.00 くずは 83 $50.00 $4,150.00

大阪北梅田 60 $66.67 $4,000.00 大阪東南 35 $50.00 $1,750.00

豊中千里 36 $65.62 $2,362.28 大阪大淀 36 $50.00 $1,800.00

大阪柏原 27 $63.95 $1,726.76 大阪天満橋 48 $50.00 $2,400.00

枚方 46 $63.64 $2,927.44 摂津 32 $50.00 $1,600.00

豊中 36 $61.67 $2,220.00 高槻西 17 $50.00 $850.00

大阪天王寺 52 $60.82 $3,162.44 東大阪中央 19 $49.35 $937.65

大阪船場 33 $60.00 $1,980.00 大阪東淀ちゃやまち 22 $48.86 $1,075.00

大阪東 125 $59.93 $7,490.75 大阪御堂筋本町 47 $47.77 $2,245.00

大阪城北 58 $59.87 $3,472.48 大阪リバーサイド 33 $47.73 $1,575.00

新大阪 33 $59.24 $1,955.00 千里メイプル 20 $47.50 $950.00

茨木 29 $58.97 $1,710.00 大東 38 $44.74 $1,700.00

大阪そねざき 30 $58.33 $1,750.00 大阪梅田 36 $44.62 $1,606.22

門真 27 $58.33 $1,574.91 大東中央 25 $44.04 $1,100.93

交野 34 $58.13 $1,976.39 吹田江坂 30 $41.67 $1,250.10

八尾東 27 $57.27 $1,546.42 大阪フレンド 21 $40.34 $847.22

大阪城東 34 $56.06 $1,906.00 東大阪西 29 $39.59 $1,148.21

大阪大手前 25 $56.00 $1,400.00 大阪平野 47 $39.56 $1,859.32

東大阪 74 $55.93 $4,139.06 豊中南 22 $37.19 $818.10

大阪ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ 38 $55.71 $2,117.00 高槻東 36 $33.63 $1,210.51

大阪淀川 25 $55.56 $1,389.00 守口 42 $28.67 $1,204.00

吹田 60 $55.56 $3,333.60 大阪ネクスト 23 $28.66 $659.08

箕面千里中央 20 $54.00 $1,080.00 香里園 16 $27.27 $436.32

箕面 29 $53.74 $1,558.37 東大阪みどり 22 $12.63 $277.80

大阪西南 104 $53.40 $5,553.70 大阪アーバン 27 $10.29 $277.77

大阪心斎橋 38 $53.07 $2,016.69 大阪水都 40 $9.26 $370.40

寝屋川 37 $52.70 $1,950.00 大阪イブニング 15 $9.14 $137.05

茨木西 29 $52.67 $1,527.30 大阪みおつくし 14 $7.14 $100.00

東大阪東 58 $52.59 $3,050.00 大阪梅田東 32 $3.13 $100.00

7月期初 地区平均
地区

ポリオプラス寄付合計

3,574 $118.79 $424,549.57

クラブ別ポリオ・プラス基金寄付一覧　(USドル)
2019-20年度（2020.06.30時点）

2019-20年度（2020.06.30時点）

【資料④】



クラブ名
7月期初
の会員数

クラブ平均 年次寄付 ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ クラブ名
7月期初
の会員数

クラブ平均 年次寄付 ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ

東大阪中央 19 $695 $13,213 大阪淀川 25 $160 $4,000

茨木 29 $493 $14,302 1 くずは 83 $160 $13,250 2

大阪アーバン 27 $425 $11,467 大阪天満橋 48 $159 $7,646 1

大阪リバーサイド 33 $424 $13,984 大阪北梅田 60 $158 $9,487 1

茨木西 29 $360 $10,427 大阪西南 104 $158 $16,433 2

八尾中央 11 $353 $3,886 大阪ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ 38 $158 $6,000 1

大阪西北 33 $347 $11,451 1 箕面 29 $157 $4,542 1

大阪中之島 35 $341 $11,952 大阪帝塚山 44 $153 $6,750 1

豊中千里 36 $306 $11,023 大阪北 189 $152 $28,732 1

大阪堂島 41 $247 $10,143 吹田 60 $152 $9,120 1

大阪柏原 27 $240 $6,482 八尾 60 $151 $9,032 1

東大阪 74 $225 $16,619 1 高槻東 36 $150 $5,406 1

大阪うつぼ 38 $219 $8,330 1 大阪東南 35 $150 $5,250

大阪東 125 $214 $26,788 1 大阪梅田 36 $150 $5,400

高槻 48 $209 $10,043 1 高槻西 17 $150 $2,550

豊中 36 $208 $7,498 1 摂津 32 $147 $4,702

大阪 257 $207 $53,144 1 千里メイプル 20 $146 $2,915

大阪咲洲 18 $203 $3,657 1 門真 27 $145 $3,927

大阪城東 34 $202 $6,870 1 大阪御堂筋本町 47 $138 $6,505

守口イブニング 24 $198 $4,750 1 大東中央 25 $137 $3,424 1

大阪南 178 $196 $34,893 1 千里 29 $136 $3,937

大阪心斎橋 38 $191 $7,270 1 大阪大手前 25 $134 $3,360 1

大阪大淀 36 $189 $6,790 香里園 16 $132 $2,107

大阪城南 44 $186 $8,178 大東 38 $130 $4,950 1

大阪フレンド 21 $186 $3,900 吹田江坂 30 $125 $3,750 2

大阪城北 58 $185 $10,720 大阪梅田東 32 $122 $3,893

大阪西 103 $180 $18,496 1 新大阪 33 $116 $3,842 1

大阪天王寺 52 $179 $9,318 1 寝屋川 37 $115 $4,270 1

枚方 46 $178 $8,182 1 箕面千里中央 20 $115 $2,300

大阪中央 55 $178 $9,780 東大阪西 29 $112 $3,259

東大阪東 58 $177 $10,291 1 豊中南 22 $112 $2,454

交野 34 $176 $5,975 守口 42 $102 $4,300 1

大阪そねざき 30 $175 $5,250 池田くれは 34 $89 $3,020 1

茨木東 37 $174 $6,426 大阪平野 47 $84 $3,960 1

大阪東淀ちゃやまち 22 $173 $3,798 大阪鶴見 30 $73 $2,200 1

大阪難波 56 $164 $9,180 1 東大阪みどり 22 $53 $1,157

八尾東 27 $163 $4,398 1 大阪イブニング 15 $50 $750

池田 30 $162 $4,871 大阪ネクスト 23 $33 $750

吹田西 49 $160 $7,860 1 大阪みおつくし 14 $23 $327

大阪船場 33 $160 $5,280 大阪水都 40 $9 $380

20 24

7月期初 地区平均
地区

年次寄付合計
ﾍﾞﾈ
ﾌｧｸﾀー

3,574 $181.01 $646,920.84 44

2019-20年度　クラブ別年次基金寄付　一覧表　(2020.06.30時点）

2019-20年度　(2020.06.30時点）

【資料⑤】



御芳名 クラブ 御芳名 クラブ

住川　奈美 大東中央 佐々木　多喜子 大阪城東

田川　和見 大東 西野　文秀 大阪難波

山澤　正之 東大阪 田渕　宏政 大阪北

吉﨑　広江 東大阪東 尾下　千明 大阪西北

山本　昇 枚方 山本　依津子 大阪大手前

吉田　政雄 茨木 西村　拓夫 大阪心斎橋

正岡　哲 池田くれは 木村　芳樹 大阪南

岡山　量正 くずは 吹田　康雄 大阪西南

米田　勉 くずは 上田　勝嗣 大阪西南

上島　一彦 箕面 中村　修 大阪天満橋

横山　永知 守口イブニング 村上　正 大阪西

正木　一光 守口 嘉納　治郎右衞門 大阪

出橋　恒仁 寝屋川 安井　一男 新大阪

伊藤　英樹 大阪平野 北山　陽一 吹田江坂

坪内　憲治 大阪北梅田 田中　茂晴 吹田江坂

向井　哲己 大阪咲洲 橋本　徹也 吹田西

吉田　茂夫 大阪天王寺 淀井　満福 吹田

浅野　敏行 大阪帝塚山 近森　信人 高槻東

大草　　修 大阪鶴見 入谷　治夫 高槻

中根　三恵子 大阪ユニバーサルシティ 谷野　桂子 豊中

市村　孔 大阪うつぼ 長尾　穣治 八尾東

三原　敏彰 大阪東 山本　勝彦 八尾

44

2019-20年度　ベネファクター会員　一覧表

恒久基金への御寄付に感謝申し上げます！
　「ベネファクター」は、恒久基金寄付への寄付が初めて$1,000達した方に贈られる一度のみの認証です。

（MyRotaryによるダウンロードレポート掲載順）
（敬称略）

地区内ベネファクター会員数

【資料⑥】



（敬称略）

御芳名 クラブ 御芳名 クラブ

柳山　稔 東大阪西 檜皮　悦子 大阪中之島

岩佐　嘉昭 東大阪 村橋　義晃 大阪中之島

藤本　良男 東大阪東 下岡　陽一郎 大阪中之島

金子　泰輔 東大阪東 高島　凱夫 大阪中之島

島　顕侑 東大阪東 松本　進也 大阪北

宮里　唯子 茨木西 新堂　博 大阪城北

大森　保子 茨木西 栗原　大 大阪南

田村　英明 茨木西 山本　博史 大阪南

山本　高司 茨木西 葉田　いつの 大阪西南

簡　仁一 茨木 四宮　孝郎 大阪西南

新谷　秀一 池田くれは 梅本　禎親 大阪西南

山口　尚志 くずは 山村　幸久 大阪梅田東

辻川　功一 大阪中央 阪井　康修 大阪梅田東

笹田　淳 大阪堂島 塩野　秀作 大阪

田中　隆弥 大阪ネクスト 立野　純三 大阪

溝畑　正信 大阪アーバン 井上　暎夫 千里

泉　博朗 大阪帝塚山 福田　みほ 豊中千里

領木　誠一 大阪東 福家　宏 八尾中央

岡部　泰鑑 大阪城南 松下　和彦 八尾中央

早瀬　道圓 大阪中之島

ポール・ハリス・ソサエティ（PHS)会員　一覧表　(2020.08現在）

継続的な財団寄付へのご協力に感謝申し上げます！
「PHS」 は、毎年$1,000以上の寄付を下さる方の認証です。

地区内ポール・ハリス・ソサエティ会員数

39

【資料⑦】



（敬称略）

御芳名 クラブ 御芳名 クラブ

堀田　修平 枚方 若林　紀男 大阪東

立野　純三 大阪 松本　進也 大阪北

（敬称略）

御芳名 クラブ 御芳名 クラブ

市川　寛城 大阪梅田東

4

アーチ・クランフ・ソサエティ（AKS)会員　一覧表　(2020.08現在）
大きなご支援に感謝申し上げます！

「AKS」 は、寄付の累計が$250,000に達した方が会員となります。
RI本部にある「アーチ・クランフ・ソサエティ・ギャラリー」に肖像写真と略歴が掲載されます。

地区内アーチ・クランフ・ソサエティ会員数

遺贈友の会（Bequest Society)会員　一覧表　(2020.08現在）
大きなご支援に感謝申し上げます！

遺贈友の会は、遺産計画で$10,000以上の寄付を誓約した方が会員となります。

地区内遺贈友の会員数

1

【資料⑧】



（敬称略）

御芳名 クラブ 御芳名 クラブ
山下　勝弘 東大阪 （公表不可） 大阪東
常楽寺 喜雄 東大阪東 塩谷 眞治 大阪東
金子 泰輔 東大阪東 JTCコーポレーション 大阪東
大橋　秀典 東大阪東 八千代電設工業（株） 大阪東
島　顕侑 東大阪東 小中　義博 大阪東

須﨑　洋一 東大阪東 西村　貞一 大阪東
百済　洋一 東大阪中央 領木　誠一 大阪東
佐井　義昌 東大阪中央 光信　昌明 大阪城南
髙島　政康 東大阪西 岡部　泰鑑 大阪城南
簡　仁一 茨木 岡倉　三郎 大阪城南
宮里 唯子 茨木西 北村　讓 大阪中之島
新谷　秀一 池田くれは 高島　凱夫 大阪中之島
谷口　浩 池田くれは 早瀬　道圓 大阪中之島
奥　 嘉隆 交野 岡本　 政和 大阪大淀
森　賢司 くずは 神崎　友次 大阪リバーサイド

瀧瀬　尚峻 箕面 石田　由美子 大阪リバーサイド

川端　崇且 箕面 前田　葉子 大阪リバーサイド

庄司　修二 箕面 山田 英男 大阪城北
庄司　修三郎 箕面 山本　博史 大阪南
福田　治夫 守口イブニング 小林　二郎 大阪南
辻川　功一 大阪中央 隅防　嘉之 大阪西北
横山　守雄 大阪中央 梅本　禎親 大阪西南
（公表不可） 大阪中央 四宮　孝郎 大阪西南
（公表不可） 大阪中央 清水　美溥 大阪西
古谷　裕子 大阪中央 水島　　洋 千里メイプル
塚田　康策 大阪平野 相原　正雄 千里メイプル
荒石 義一郎 大阪咲洲 黒川　彰夫 千里メイプル
溝畑 正信 大阪アーバン 高尾　修 千里メイプル
新井　文三 大阪帝塚山 井上　暎夫 千里
泉 　博朗 大阪帝塚山 近藤　雅臣 千里
発 　剛士 大阪鶴見 丸山 　俊郎 高槻
秀島　博規 大阪鶴見 山口　　誠 高槻
羽間　平安 大阪 福田　みほ 豊中千里
岸本　忠三 大阪 松下 和彦 八尾中央
松田　憲二 大阪 福家　宏 八尾中央
塩野　秀作 大阪 居相　英機 八尾
辻本　憲三 大阪 松本　新太郎 八尾

堀　隆 大阪東 佐野　清 八尾
片山　勉 大阪東

メジャードナー（MD）会員　一覧表　(2020.08現在）
大きなご支援に感謝申し上げます！

メジャードナーは、寄付の累計が$10,000に達した方に贈られる認証です。

地区内メジャードナー会員（法人）数

75（2）

【資料⑨】



2020-21 RID2660 地区財団セミナー 
2019-20年度 グローバル補助金・地区補助金 クラブ承認実績 

2020.09.12 

4/1 

RID2660地区財団委員会 

【地区補助金】

No. クラブ 活動の種類 活動内容 補助金額 

1 吹田西 国際奉仕 
タイ国ナコンパノム県の学校に冷却付浄水装置の

設置 
$2,800 

2 大阪リバーサイド 社会奉仕 児童養護施設入所者とのボウリング大会・食事会 $2,091 

3 豊中 奨学金 留学生への奨学金提供 $4,091 

4 大阪ユニバーサルシティー 社会奉仕 児童福祉施設の子供たちを遊園地に招待 $2,865 

5 大阪中之島 国際奉仕 
ベトナムダナン病院における鼻内内視鏡手術器具

の支援 
$3,068 

6 茨木東 国際奉仕 
カンボジア郊外の農村部の家庭や小学校に浄水器

を設置 
$2,416 

7 吹田 国際奉仕 
カンボジアの入院中の子どもに安全に医療を届け

る 
$7,623 

8 八尾 社会奉仕 不登校生徒・児童の教育を支援 $4,909 

9 大阪南 社会奉仕 
児童養護施設の子供達がプロサッカー選手と触れ

合う 
$5,455 

10 門真 社会奉仕 
門真市内小中学生にスポーツの楽しさ、人との交

流、チームワークの大切さを知る機会を提供する 
$1,195 

11 東大阪 国際奉仕 
台湾南投県の学校へ教育用楽器(洋式太鼓、木琴

等）の寄贈 
$2,545 

12 八尾中央 国際奉仕 タイ国パヤオ県の公立学校生徒たちの栄養改善 $2,534 

13 大阪心斎橋 国際奉仕 フィリピン マニラ郊外の児童に朝食提供 $2,273 

14 くずは 社会奉仕 少年野球を通じて子供たちの健全な育成を図る $2,273 

15 箕面 社会奉仕 
箕面市に対し、マタニティマークを寄贈し、マー

クの認知度を高めるための啓発活動を行う 
$3,120 

16 大阪アーバン 奨学金 留学生への奨学金提供 $2,182 

17 交野 社会奉仕 
小中一貫校のモデル校にWebカメラ、パソコン、

テレビ等を設置 
$4,636 

18 大阪西 国際奉仕 
バングラディッシュの孤児院と教育施設に「女性･

児童福祉ｾﾝﾀｰ」の建設を支援 
$4,300 

19 大阪堂島 
国際奉仕

（奨学金） 

アフリカ ケニアの進学できない子供達に対しての

奨学金の援助 
$2,200 

20 大阪難波 国際奉仕 
フィリピン セブ島の貧困地域の小学校および児

童への文具品･衣類等の寄贈 
$2,278 

【資料⑩】



2020-21 RID2660 地区財団セミナー 
2019-20年度 グローバル補助金・地区補助金 クラブ承認実績 

2020.09.12 

4/2 

RID2660地区財団委員会 

21 大阪西南 国際奉仕 

ワシントン州シアトルの18歳から30歳の若手人

材を交換し、次世代のロータリアンの育成、国と

国の相互理解と平和を促進する 

$5,156 

22 東大阪中央 社会奉仕 児童養護施設の子供達を遊園地に招待 $1,865 

23 大阪梅田 社会奉仕 

知的障がいのある大阪府立支援学校の生徒及びそ

の父兄を対象にスポーツの教室を開催したり、試

合観戦に招待 

$1,149 

24 大阪天満橋 社会奉仕 

「気がかりな行動」を示す地域の子供達とその家

族、および彼らに専門的な治療･指導を行う福祉施

設関係者との社会奉仕事業 

$491 

25 大阪柏原 社会奉仕 児童養護施設の子供たちを遊園地に招待 $5,455 

26 大阪北 国際奉仕 野球によるタンザニア国の青少年の育成 $9,091 

27 大阪中央 国際奉仕 
カンボジアの女性就労支援のためのミシン提供と

縫製技術の習得支援 
$4,639 

28 大阪帝塚山 国際奉仕 カンボジア、プノンペンにおいて楽器を贈呈 $4,551 

29 高槻西 国際奉仕 インド、デカン高原の無医地区の医療活動支援 $1,604 

30 大東中央 社会奉仕 大東市に伝える50余りの民話を出版と配布 $2,239 

31 高槻東 社会奉仕 

高槻のフェスティバル実行委員会と共に宣伝広告

事業を担当し、児童養護施設で暮らす子供たちを

招待 

$2,268 

32 茨木 国際奉仕 
救急バイクをジョグジャカルタの病院に寄贈す

る。 
$4,864 

33 大阪西南 
国際奉仕

（RAC合同） 

フィリピンの女子児童の修学を円滑にし、衛生面

の支援に加え、女性の社会進出の向上に寄与 
$2,250 

34 茨木東 
社会奉仕

(RAC合同） 

茨木市内児童養護施設の体育大会にベンチの寄贈

および運動会の準備と参加 
$1,682 

35 大阪リバーサイド
社会奉仕 

(RAC合同） 

東日本大震災により被災した学校に物品寄贈と、

海浜植物の再生活動周知のための看板設置 
$2,727 

36 守口 
社会奉仕

(RAC合同） 

ゲームや防災講習を通じて地元の子供達と交流を

図り、守口市民祭りを支援 
$1,826 

37 大阪天満橋 
国際奉仕

(RAC合同） 

タイの小学校に逆浸透圧膜式浄水器を設置、小学

生や保護者に水の消費に関する正しい知識を習得

してもらう 

$2,727 

38 吹田江坂 
社会奉仕

(RAC合同） 

ロータリアンとローターアクターが被虐待児童を

アミューズメント・パークに招待 
$2,778 

39 大阪ユニバーサルシティー
社会奉仕

(RAC合同） 

RAC会員と共に、児童福祉施設の子供達を遊園地

に招待 
$1,868 
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40 池田 
社会奉仕

(RAC合同） 
交通事故削減を目的に、車輌ラッピングを提供 $2,778 

41 枚方 
社会奉仕

(RAC合同） 
自然環境保護を目的に河川敷清掃 $1,485 

42 八尾 
社会奉仕

(RAC合同） 

公園にイルミネーションを設置点灯し、地域の防

災に役立てる。また不登校児童を招待し、RAC会

員とともにリクリエーションを楽しむ 

$2,500 

43 大阪北梅田 
保健 

(Covid-19) 

特別養護老人ホームの入所者および職員に感染対

策用マスクを寄贈 
$3,056 

44 寝屋川 
保健 

(Covid-19) 
福祉施設へマスク寄贈 $4,630 

45 八尾 
保健 

(Covid-19) 
恵まれない児童や里親にマスクを寄贈 $4,630 

46 茨木西 
保健 

(Covid-19) 
支援を必要とする人々にマスクを寄贈 $4,630 

47 守口 
保健

 (Covid-19) 
支援を必要としている人々へマスクを寄贈 $4,125 

48 高槻 
保健 

(Covid-19) 
支援を必要としている人々にマスクを寄贈 $4,630 

49 箕面 
保健

 (Covid-19) 
福祉施設や小中学校に除菌剤を寄贈 $4,630 

50 大阪西 
保健 

(Covid-19) 
医療施設へシェルター式医療用テントを寄贈 $4,630 

51 池田 
保健 

(Covid-19) 
医療施設へ医療用防護服の寄贈 $4,630 

52 門真 
保健 

(Covid-19) 
警察署員へマスク寄贈 $2,648 

53 交野 
保健

 (Covid-19) 
医療機関や学校へマスク寄贈 $4,630 

54 茨木 
保健 

(RAC合同／Covid-19)
小中学校に感染を予防するため非接触型体温計を寄贈  $2,727 
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【グローバル補助金】 

No. 代表提唱RC 重点分野 活動の種類 実施国 DDF 

1 大阪御堂筋本町 疾病予防と治療 人道奉仕 台湾 $8,000.00 

2 茨木 平和構築と紛争予防 奨学金 英国 $26,095.00 

3 大阪梅田 疾病予防と治療 職業研修チーム 日本 $8,000.00 

4 （共同提唱）東大阪東 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $5,000.00 

5 大阪心斎橋 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $17,000.00 

6 豊中 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $20,000.00 

7 大東中央 基本的教育と識字率向上 人道奉仕 台湾 $5,000.00 



1 
RID2660 財団委員会

国際ロータリー 第 2660地区（大阪府大和川以北）
2020-21年度（派遣年度 2021年）ロータリー財団グローバル奨学生募集要綱

6重点分野に貢献するキャリアを目指す大学院生や職業人に、30,000ドル以上の海外留学奨学金（グロ
ーバル補助金）を提供しています。

奨学金名 グローバル補助金奨学生

奨学金の用途 渡航費用、授業料、住居費、生活費、保険など

募集人員 若干名

留学時期 2021年度 8月以降
派遣期間 1-2年
資格 ① 国際ロータリーの 6重点分野のいずれかに該当する分野でキャリアを築く事を

目標とし、大学院レベルの教育目標もこれに関連すること

② 学歴、職歴、活動歴が 6重点分野に関わっていること

③ 留学先がロータリーのある国であること

④ グローバル補助金申請時に入学許可状、招請状、学費支援の保証を必要とする

条件付き入学許可状を提出できること（2021年 2月頃）

⑤ 受入国の言語に堪能であること

⑥ 第 2660地区内に在住、あるいは在学・在職、または本籍を有すること

⑦ 日本国籍、あるいは永住権を有すること

※ 既に海外在住（就学・就業）の場合、申請は受け付けておりません。

※ 第 2660地区以外の地区や、ロータリー以外の団体が提供する奨学金との並行
申請は御遠慮下さい。

【無資格者】

ロータリー会員、クラブ・地区および国際ロータリーの職員、これら該当者の配

偶者・直系卑属（子供や孫）、直系卑属の配偶者、尊属（両親または祖父母）。 

（ロータリー会員とその親族は、会員がクラブを退会してから 36ヶ月経過するま
では資格を有しません）

6重点分野
（「6重点分野の
基本方針」を必

ずお読み下さ

い）

 疾病予防と治療 

 母子の健康 

 水と衛生 

 平和構築と紛争予防 

 地域社会の経済発展 

 基本的教育と識字率向上

【資料⑪】
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申請方法 応募者は以下の書類を申請書受付期間内に国際ロータリー第 2660地区 財団奨学
金小委員会までメール添付にて提出して下さい。

（gov@ri2660.gr.jp 件名：20-21 GG SCH）

【必要書類】

① グローバル奨学生申請書（書式は地区ウェブサイトからダウンロードしてください）

② 小論文（書式は地区ウェブサイトからダウンロードしてください）

③ 大学成績証明書

④ 語学力証明書（留学先の国や地域の言語）

⑤ 留学先教育機関（大学院レベル）からの入学許可状（入手済みの場合）

⑥ 経費計画書（書式は地区ウェブサイトからダウンロードしてください）

語学力証明 TOFEL 、IELTS、TOEIC他
応募期間 2020年 9月 1日～10月 31日
選考方法 2020年 11月 15日

書類選考と面接を経て、奨学生候補決定

（面接時間は不備のない申請書を受領後、追って御連絡致します）

【注意】

第 2660地区の試験合格者はグローバル奨学生候補となり、当地区からのロータリ
ー財団本部（米国）への奨学金申請手続きと承認を経て、正式にグローバル奨学

生とになります。（2021年 5-6月見込み）

ダウンロード（申請書）

2020-2021年度（派遣年度 2021年） 国際ロータリー第 2660地区 グローバル奨学生申請書書式
2020-2021年度（派遣年度 2021年） 国際ロータリー第 2660地区 グローバル奨学生申請書 小論文書式
2020-2021年度（派遣年度 2021年） 国際ロータリー第 2660地区 グローバル奨学生申請書 経費計画書

ダウンロード（リソースと参考資料）

ロータリー財団 地区補助金とグローバル補助金 授与と受諾の条件

重点分野の基本方針

ロータリーの重点分野ガイド

2020-2021年度（派遣年度 2021年）ロータリー財団グローバル奨学生同意書
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草の根や国際レベルで、平和活動に貢献する人材を育てるロータリー平和フェローシップ。専門教育を

受け、実践的な知識やスキルを身につけたフェローたちは、卒業後に多方面で活躍し、スーダンの難民

支援、インドの女性のための雇用機会創出、紛争や災害後の復興支援といったさまざまな活動に携わっ

ています。

毎年、最高 100名までのフェローが選ばれ、世界各地の提携大学に設置されたロータリー平和センター
の修士課程または専門修了証コースで学びます。フェローは、紛争を引き起こす根本的な問題を多角的

に研究し、現代社会のニーズに応える革新的な解決策を探ります。

フェロー候補者は、学業、職業、ボランティア活動を通じて、平和と紛争解決への専心を実証している

こと、優れたリーダーシップ能力を備え、高い学業成績を修めていることなどが要件となります。

奨学金名 ロータリー平和フェロー

ロータリー平和

センター

修士課程プログラム

デューク大学およびノースカロライナ大学チャペルヒル校（米国）

https://rotarypeacecenternc.org/
国際基督教大学（日本）

https://rotaryicu.wordpress.com/
ブラッドフォード大学（英国）

https://www.bradford.ac.uk/mlss/rotary/rotary-peace-fellows/
クイーンズランド大学（オーストラリア）

https://rotary.centre.uq.edu.au/
ウプサラ大学（スウェーデン）

https://www.pcr.uu.se/education/uppsala-rotary-peace-center/peace-
fellows/

専門修了証プログラム

チュラロンコーン大学（タイ）

https://www.rotarychula.org/
マケレレ大学（ウガンダ）

https://rpc.mak.ac.ug/

募集人員 若干名

派遣期間 修士課程：15～24ヶ月（提携大学による）
専門修了証コース：3ヶ月

【資料⑫】
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選考基準と資格 ① 学士号またはそれに相当する学位（修士号取得プログラム）、あるいは職務

経験（専門能力開発修了証プログラム）

② 有給・無給を問わず、関連分野において少なくとも合計 3年間のフルタイム
の職歴（修士号取得プログラム）

③ 関連分野における中級職または上級職において、少なくとも合計 5年間のフ
ルタイムの職歴（専門能力開発修了証プログラム）

④ 英語に堪能であること。さらに、第二外国語に堪能であること（修士号取得

プログラムのみ）。国際基督教大学（日本）への留学を申請する場合、日本

語の語学力は必須要件ではありません。

⑤ 優れたリーダーシップ能力

⑥ 個人的活動や社会奉仕活動を通して、または学問上、職務上の実績を通し

て、国際理解と平和への専心を実証

【注意】

フェローは、自分が国籍または永住権を保持する国にあるロータリー平和センタ

ーで学ぶことはできません。ただし以下の場合は例外となります。

 日本国籍の人（または日本に在住しているが、日本以外の国で学業を終えた

人）が国際基督教大学のロータリー平和センターを志望する場合

 タイ人（まはタイ在住の人）がチュラロンコーン大学のロータリー平和センタ

ーを志望する場合

【無資格者】

ロータリー会員、クラブ・地区および国際ロータリーの職員、これら該当者の配

偶者・直系卑属（子供や孫）、直系卑属の配偶者、尊属（両親または祖父母）。 

（ロータリー会員とその親族は、会員がクラブを退会してから 36ヶ月経過する
までは資格を有しません）

申請方法 申請書式に記入し、必要書類（試験のスコア、教授や上司からの推薦書、小論文

など）を添付して、2021年 5月 31日までに当地区へ提出下さい。
リソースと参考資料

ロータリー平和センターのホームページ
https://www.rotary.org/myrotary/ja/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships
平和フェローシップ申請に関する説明

https://www.rotary.org/myrotary/ja/document/rotary-peace-fellowship-application-instructions



2020-21 RID2660 地区財団セミナー 

ロータリー平和フェロー プロフィール 

2020.09.12 

2019-20 年度 RID2660 ロータリー平和フェロー

氏名：山口 真理子 

出身：大阪府豊中市 

2016-2018 UNICEF（カンボジア） 

2013-2015 JICA（ケニア） 

2010-2012 外資系広告代理店勤務 

2009 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR） 

2008 国連大学（UNU） 

2007-2009 ジョージ・ワシントン大学(M.A.) 国際開発・国際関係論・紛争解決

専攻 

2003-2007 早稲田大学（B.A.）英文学／文化・米英比較文化・国際関係論 

2019-21 ウプサラ大学 平和・紛争解決学科（ロータリー平和フェロー） 

■プロフィール 

大阪府豊中市出身。1983 年生まれ。 

早稲田大学卒業後、2007 年度ロータリー財団親善奨学生学生（ホスト豊中南 RC）と

してアメリカ ジョージ・ワシントン大学へ留学。幼少期に第二次世界大戦下の日本の映

画を観て戦争の無慈悲さを学び、在学中のカンボジアでの地雷撤去を行う団体でのボラン

ティア活動や、大学卒業後のケニア ダダーブ難民キャンプにて現地調査で目の当たりにし

た人々の苦しみの原因である紛争解決への貢献を志す。この度、2019-20 年度の平和フ

ェロー候補者に選ばれ、スウェーデンのウプサラ大学へ入学予定。修了後のキャリア計

画は国連事務局政治局 調停支援ユニットの紛争調停専門家を目指す。 

RID2660 財団奨学金小委員会 

職歴

学歴

【資料⑬】
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2017-18年度 RID2660 グローバル奨学生 

氏名：バッティー 亜夢斗（あむと） 

出身：兵庫県神戸市 

学歴 

大阪大学人間科学部卒業 

東京大学総合文化研究科国際社会科学専攻中退（留学のため） 

2017-18 ロータリー財団グローバル奨学生 

英国ロンドン大学政治経済学院・政治学科紛争研究専攻 

（MSc.Conflict Studies/London School of Economics and  

Political Science）に修士課程の学生として留学 

（スポンサークラブ：大阪西南RC/ホストクラブ／ロンドン・エンフ 

ィールドチェイス RC）。紛争分析・武装集団・平和構築等を専攻し、 

２０１８年９月に課程を修了。 

職歴 

２０１９年 シリア等における化学兵器使用事案への対応および化学兵器の廃絶を 

進める化学兵器禁止機関（OPCW）日本政府常駐代表部にて化学兵器 

禁止条約担当の専門調査員として勤務。 

【資料⑭】
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2017-18年度 RID2660 グローバル奨学生 

氏名：渡辺 栞（わたなべ しおり） 

学歴 

2014年  同志社大学卒業（法学部法律学科） 

2014年  在ルワンダ日本国大使館にて勤務 

2017年  ルワンダ国連難民高等弁務官事務所で難民の生計向上部でインターン 

シップ 

2017-18年 ロータリー財団グローバル補助金奨学生としてロンドン大学東洋ア 

フリカ研究学院へ留学、開発学国際移動専攻 

職歴 

2019年 国連食料計画（WFP）に入局。現在ヨルダンの首都アンマンで難民キャ 

ンプ内外で生活する受益者へ食糧支援や調査と分析、企画を担当 

【資料⑮】



G 奨学生便り その 4 

2017-2018 グローバル奨学生 渡辺 栞 
皆様ご無沙汰致しております。昨年４月から国連世界食糧計画（WFP）の職員としてヨルダンへ
赴任し、今現在も首都アンマンでシリア難民の食糧支援等に従事しております。

今回はヨルダンにおける COVID-19 感染の影響、難民
など脆弱性が高い人々が抱える問題と WFP の対応等につ
きレポートさせていただきます。

ヨルダンは COVID-19 感染者数が比較的少ない国では
あるのですが、世界でも厳しく規制が課せられた国の一つ

です。その背景としては、医療施設のキャパシティーが限

られ、また多くの難民を受け入れていることがあります。

政府は感染拡大を防ぐべく、アンマン空港を 3月 17 日に
閉鎖し、さらに車両の使用禁止、全ての商業施設の閉鎖、外出禁止等いわゆるロックダウンのような

厳しい規制を早期に行いました。移動制限により、私も３月中旬から在宅勤務で 3 カ月間家に引き
こもりとなり、外国で一人生活する厳しさを経験しました。幸い７月上旬になってようやく職場復

帰することができました。空港の再開は 7 月下旬の予定ですが、国際便の増加とともに感染者数が
増加することが予想され、その場合は再度厳しい規制が課せられると思います。

COVID-19 は移動を強いられる人々や経済的に恵まれない人々
の生活に最も大きな影響を及ぼしています。他国で生き延びないと

いけない移民や難民は医療施設や社会保障によって守られるわけ

ではありません。また、衛生面で安全ではない収容所や難民キャン

プで生活し、危険にさらされています。

シリア難民やヨルダンの貧困世帯の多くは、短期雇用及び食糧支

援により生活を維持していたのですが、COVID-19の規制後は、彼
らが携わっていた農業、建設、サービス業での失業者が増加しまし

た。我々が調査を行った世帯の約 90％が一カ月以上生活するため
の貯金を持たず、キャンプ外で生活する難民は家賃を払える状況ではありません。苦境を乗り切る

ために各世帯が行っている対処方法は、食費を節約し、お肉など栄養のある食料品の購入頻度や一

日の食事回数を減らし、薬などの購入を控えることです。多くの難民は既に借金を抱えており、この

状況が続けば、治安の悪化やコミュニティー間の衝突、さらに児童労働や労働搾取の発生が予想さ

れます。また、隔離生活の長期化によりジェンダーに基づく暴力（女性や女児に対する暴力）が深刻

化することも懸念されています。

WFPは、移動規制により食糧支援を受けづらくなった受益者への対応、新たな受益者への支援の
ための資金集めなど、実情に応じてオペレーションを柔軟に変更し、対策に努めています。私の職務

は、日々変化する政府の規制に対応して難民キャンプの内・外で生活する受益者へ食糧支援をでき

るように考えたり、現状の調査・分析を行って企画書を作成することです。また、規制緩和が進んで

ゆけば生計向上活動のプロジェクトを稼働することができるように準備を進めております。

私見ですが、歴史的に見ても世界で広がる紛争と貧困問題は全て関連しており、自分は無関係だ

と思っても実はどこかで人々の苦しみを犠牲に経済的な恩恵を受けているのかもしれない、と考え

ております。COVID-19 も一部の人だけが感染を免れたとしても問題解決とはなりません。だから
こそ、包括的なアプローチが必要だと思います。手遅れになる前に我々の社会の在り方を考え直す

ことでこの厳しい状況を乗り越え、それが再生のきっかけとなればと願います。

最後になりましたが、ロータリーの皆様及びご家族の皆様のご健康と事業のご繁栄を心よりお祈

り申し上げます。

WFPヨルダン事務所

難民キャンプ内のスーパーのフルーツ売場



【資料⑯】


