
“Doing Good in the World “ 
Rotary International District 2660 

2021-22年度のための 

地区ロータリー財団 補助金管理オンラインセミナープログラム 

日 時 ： 2021年1月30日（土） 14:00-17:00 

司会進行 ： 地区財団委員会 委員 明石 晃 

（敬称略）

 発表 担当 クラブ名 

1 開会・出席者紹介 地区財団委員会 委員 明石 晃 （大阪西） 

2 挨 拶 ガバナー 簡 仁一 （茨木） 

3 
ロータリアンの皆さん
に期待すること 

ガバナーエレクト 吉川 秀隆 （大阪） 

4 
ロータリー財団と 

財団補助金プログラム 
補助金小委員会 委員長 村橋 義晃 （大阪中之島）

5 財団資金管理 資金管理小委員会 委員長 瀬 川  昇 (吹田西) 

6 ポリオ根絶 ポリオプラス小委員会 委員長 髙士 誠司 (大阪西北) 

7 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) 

8 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) 

9 
新型コロナ感染症の影響を受けるヨルダンの 

難民食糧支援
渡辺 栞 

2017-18

グ ローバル 

奨学生

10 質 疑 応 答 

11 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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（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
RIJYEM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

パストガバナー 神崎    茂 大阪西
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 大谷　透 大阪西南
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

第3地域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
奨学金小委員会委員長

柳山　稔 東大阪西

第3地域2021年台北国際大
会推進ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ補佐
米山記念奨学会理事
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 委員 近藤　佑介 大阪心斎橋

第3地域ﾛｰﾀﾘｰ財団
地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰｰ補佐
RI研修リーダー
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 塚本　英 大阪北梅田

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 藤井　敏雄 高槻

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

ガバナーノミニー・デジグネート
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 江副　哲 大阪リバーサイド

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 明石　晃 大阪西

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 新堂　博 大阪城北

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 山西　陽祐 高槻東

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 辻　幸雄 大阪中央

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 杉森　久哉 くずは

ガバナー補佐 柿本　円 大阪リバーサイド 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 地区ロータリー財団委員会 委員 渋川　了 東大阪

ガバナー補佐エレクト 茶橋　和夫 摂津 地区社会奉仕委員会　委員長 森垣　佳子 大阪城北

ガバナー補佐エレクト 森本　匡昭 大阪城北 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 大谷　隆英 大阪柏原 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 東村　高良 大阪うつぼ 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 吉村　昭 大阪平野 地区国際奉仕委員会　委員 津田　和義 大阪北梅田

地区幹事 松尾　康弘 茨木東 地区国際奉仕委員会　委員 （徳上　洋之） 大阪リバーサイド

地区幹事 （岩上 高幸） 茨木西 地区国際奉仕委員会　委員 加藤　正雄 大阪大淀

地区幹事 北埜　登 東大阪東 地区国際奉仕委員会　委員 豊田　勝 大阪西南

地区幹事 （前田　要之助） 大阪東淀ちゃやまち 地区国際奉仕委員会　委員 津村　昌明 茨木西

地区幹事 平松　克一 茨木東 地区国際奉仕委員会　委員 西本　恵美子 高槻

次年度地区副代表幹事 生駒　伸夫 大阪 地区国際奉仕委員会　委員 中根　三恵子 大阪ユニバーサルシティ

次年度地区副代表幹事 井戸　剛 大阪

次年度地区常任幹事 奥田　吾朗 大阪

次年度のための
地区研修・協議会 委員長

吉本　晴之 大阪
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（敬称略）　

ＩＭ クラブ名 役職 氏名 ＩＭ クラブ名 役職 氏名

池田 会長エレクト 林　　　功 次年度国際奉仕委員長 奥田　和子

会長エレクト 服部　潤承 次年度財団委員長　 松本　圭右

会長ノミニー 加藤　光祥 次年度幹事 井上　大輔

会長エレクト 浦　　　収 会長ノミニー 田中　豊司

会長ノミニー 芝野弘三郎 次年度国際奉仕委員長 和田　江霓　

財団委員長 片山　秀樹 会長エレクト 北村　雅計

会長エレクト 上野　弘之 会長ノミニー 内田　　潤

会長ノミニー 野村　正勝 会長エレクト 杦本日出夫

会長エレクト 藤間好太郎 会長ノミニー 伊藤　泰充

直前会長 髙橋　伸朗 次年度社会奉仕担当委員長 橋本　幸治

社会奉仕委員長 岡本　忠志 会長エレクト 羽根田茂子

会長エレクト 宅野　久夫 会長ノミニー 石田　佳弘

会長ノミニー 豊増　史郎 地区財団委員会　委員 （藤井　敏雄）

次年度財団委員長 今西　章登 次年度地区財団委員会　委員 山室　匡史

会長エレクト 岸本健之亮 会長エレクト 寺本　佳弘

会長ノミニー 濱中眞希子 次年度幹事 （山西　陽祐）

次年度国際奉仕理事　 青山　快玄 次年度社会奉仕委員長 森田　真弘

会長エレクト 吉川　健之 会長エレクト 土井　晶三

会長ノミニー 浜田　　晋 財団委員長　 間石　成人

次年度国際奉仕委員長 村岡　　基 会長エレクト 中　　恒夫

会長エレクト 白野　孝明 会長ノミニー 中野　秀一

次年度社会奉仕委員長 辻　　祥光 次年度財団委員長 小川　芳男

次年度国際奉仕委員長 尾崎　雅俊 大東中央 会長エレクト 森原　正樹

会長 松藤　隆則 会長エレクト 金森　市朗

会長エレクト 関 　　洋輔 会長ノミニー 仲　　光男

会長ノミニー 楠戸　 芳弘 会長エレクト 中塚　泰彦

大阪梅田 次年度副会長 森　　　治 会長ノミニー 大倉　基文

大阪梅田東 会長エレクト 青嶋　義晴 会長エレクト 吉信　　勝

会長エレクト 森本　博明 会長ノミニー 嶋田　健一

財団委員長 岩本　洋子 香里園 会長エレクト 藤上　孝治

会長ノミニー　 都井　正剛 会長エレクト 米田　　勉

会長エレクト 小西　康仁 会長ノミニ― 橘　喜久夫

次年度財団委員長 田中　明男 財団委員長 養老　孝雄

会長 西野　　修 会長エレクト 岡本　博雄

会長エレクト 長谷川龍司 会長ノミニ― 井上　智裕

財団委員長 三木　得生 会長エレクト 藤井　俊章

会長エレクト 殿村　昌弘 会長ノミニ― 福田　治夫

会長ノミニー 久保　秀一 財団委員長 金丸　大介

会長エレクト 菅原　　学 会長エレクト 川口　　清

会長ノミニー 宮本大三郎 会長ノミニー 山根　哲郎

会長エレクト 岩上　高幸 次年度財団委員長 岡田　光司

会長ノミニー 角谷　真枝 会長エレクト 辰野　久夫

会長エレクト 前田要之助　 会長ノミニー 小髙　得央

次年度財団委員長　 林　　浩志 幹事 横井　　理

会長ノミニー 戸田　和孝 次年度財団委員長 西宮　宣之

会長エレクト 今城　　賢 会長エレクト 杉野　政史

次年度国際奉仕委員長 白方　誠彌 会長ノミニー 柳瀨　寛之

会長エレクト 福本　卓司 次年度財団委員長 古屋　優子

会長ノミニー 村上　正巳 会長エレクト 木野　稔

次年度財団委員長　 矢橋　弘嗣 次年度幹事 岩田　　潤

千里メイプル 会長エレクト 水島　　洋 会長エレクト　 鳥居　和久

会長エレクト 中井　哲男 副幹事　 須田幸史朗

会長ノミニー 西尾　賢司

次年度国際奉仕委員長 中尾　　功
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池田くれは

箕面

箕面千里中央
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大阪水都

大阪城東

大阪中央

大阪北梅田
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高槻東
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門真

交野

大東
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守口イブニング

寝屋川

3
組

枚方

2

【資料②】



会長エレクト 池田　裕之 会長エレクト 鳥井　信吾

会長ノミニー 村岡　　修 次年度財団委員長 岩波　清久

会長エレクト 河村　幸司 会長ノミニー 松浦　克巳

会長ノミニー 藤本　良男 次年度　理事 木下惠美子

次年度職業奉仕委員長 新井繁太郎 会長エレクト 福田　修

会長エレクト 田邊　哲夫 会長ノミニー 宮田　佳昭

会長ノミニー　 吉村　　篤 会長エレクト 小林　正啓

会長 岡本　慎一 会長ノミニー 三宅善太郎

会長エレクト 岩橋　竜介 次年度財団委員長 村上　泰啓

東大阪みどり 会長エレクト 北井　孝彦 会長エレクト 辻　　一夫

大阪柏原 会長エレクト 松田　琢志 会長ノミニー 栗山　博道

会長エレクト 松本　憲旺 次年度財団委員長　 安達　昌弘

会長ノミニー　 仁科　真二 会長 辻村　和弘

次年度社会奉仕委員長 髙原　政巳 会長エレクト 多田　秀觀

大阪難波 次年度幹事 中川　静夫 会長エレクト 石田　元裕

大阪ネクスト 会長エレクト/財団委員長 大月　基弘 会長ノミニー 山村　哲也

会長エレクト 天野　直樹 大阪東南 会長エレクト 北村　佳久

次年度財団担当理事 清水　久博 会長エレクト 寺杣　晃一

次年度国内社会奉仕委員長　 小畑　剛平 会長ノミニー 髙橋　俊起

会長エレクト 田中　康正 次年度国際奉仕委員長 吉村　圭太

会長ノミニー 吉本　憲司 会長エレクト 西埜　　毅

財団委員長 川村　健司 次年度財団委員長　 萩谷　雅一

八尾中央 会長エレクト 山本与志弥 大阪帝塚山 会長エレクト 渡邊　純一

会長エレクト 高橋　広一

会長ノミニー 堀内　伸也

2021-23年度財団委員長 上田　郁生

会長ノミニー 村川　幸作

国際奉仕委員長 尾島　康弘

会長エレクト 金谷　和浩

会長ノミニー 船戸　武司

大阪みおつくし 会長エレクト 中島　　武

会長エレクト 妙中　茂樹

財団委員長 尾下　千明

会長エレクト 徳上　洋之

次年度幹事 南出　謙一

次年度財団委員長 伊藤　定夫

次年度青少年奉仕委員長 中山　正隆

会長エレクト 宮原　　彰

次年度職業奉仕委員長 山川　良知

会長エレクト 牧野　浩之

会長ノミニー/副会長 森田　邦治

今年度次年度国際奉仕委員長 東田　展明

会長エレクト　 豊田　　勝

会長ノミニー 太田　敏一

会長エレクト 中井　周治

会長ノミニー 和氣　勝海

次年度財団委員長 川上　大雄

会長エレクト 山田　芙美江

会長ノミニー 下出　　一

次年度社会奉仕委員長 岩﨑　雅己

会長エレクト 前田　健司

次年度財団委員長 小林　　厚

会長エレクト　 上田　茂久

会長ノミニー　 相崎　秀樹

次年度社会奉仕委員長 松坂　英孝

大阪うつぼ

大阪西

大阪中之島
6
組

5
組

大阪大手前

大阪

大阪天満橋

大阪咲洲

大阪ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ

大阪アーバン

大阪船場

大阪心斎橋

大阪西北

大阪リバーサイド

大阪フレンド

大阪堂島

大阪西南

大阪イブニング

大阪平野

大阪城南

大阪天王寺

八尾東

大阪南

八尾

大阪御堂筋本町

東大阪中央

4
組

東大阪

東大阪東

東大阪西

3
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 RID2660 DDF/GG 実績 2021/1/22

No. GG 代表提唱 共同提唱 重点分野 活動の種類 実施国 DDF (US$)

1 1410517 茨木西RC 疾病予防と治療 人道奉仕 カンボジア $43,000.00

2 1411404 大阪フレンドRC 疾病予防と治療 人道奉仕 カンボジア $39,737.00

3 1412842 大阪梅田RC 基本的教育と識字率向上 人道奉仕 台湾 $20,000.00

4 1413569 大阪心斎橋RC 基本的教育と識字率向上 人道奉仕 タイ $10,000.00

5 1414547 豊中RC 水と衛生 人道奉仕 タイ $17,700.00

6 1416539 新大阪RC 水と衛生 人道奉仕 トルコ $14,500.00

7 1420236 摂津RC 疾病予防と治療 人道奉仕 トルコ $26,450.00

8 1412333 地区 疾病予防と治療 奨学生 米国 $34,000.00

9 1412844 地区 平和と紛争予防/解決 奨学生 米国 $21,700.00

10 1414064 地区 基本的教育と識字率向上 奨学生 カナダ $20,000.00

11 1410648 豊中南RC 疾病予防と治療 人道奉仕 台湾 $5,000.00

12 1415300 大阪RC 水と衛生 人道奉仕 フィリピン $6,000.00

13 1416980 東大阪東RC 経済と地域社会の発展 人道奉仕 タイ $20,000.00

$278,087.00

No. GG 代表提唱 共同提唱 重点分野 活動の種類 実施国 DDF (US$)

14 1418698 池田RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $10,000.00

15 1419895 千里RC 基本的教育と識字率向上 職業研修チーム 日本 $7,500.00

16 1421178 大阪大淀RC 水と衛生 人道奉仕 台湾 $7,000.00

17 1422679 大阪梅田RC 基本的教育と識字率向上 人道奉仕 台湾 $20,000.00

18 1524435 大阪中之島RC 基本的教育と識字率向上 人道奉仕 台湾 $7,000.00

19 1530552 八尾中央RC 経済と地域社会の発展 人道奉仕 トルコ $20,000.00

20 1529530 地区 疾病予防と治療 奨学生 オーストラリア $31,360.00

21 1420330 高槻東RC 疾病予防と治療 人道奉仕 台湾 $5,000.00

$107,860.00

No. GG 代表提唱 共同提唱 重点分野 活動の種類 実施国 DDF (US$)

22 1527745 豊中RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $20,000.00

23 1529801 大阪御堂筋本町RC 疾病予防と治療 人道奉仕 台湾 $5,000.00

24 1530444 大阪中之島RC 大阪西南RC・茨木RC 疾病予防と治療 職業研修チーム ベトナム $30,000.00

25 1531821 大阪東RC 基本的教育と識字率向上 人道奉仕 モンゴル $19,250.00

26 1528873 大阪柏原RC・茨木西RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $10,000.00

27 1637219 大阪 疾病予防と治療 人道奉仕 ブータン $5,000.00

$89,250.00

No. GG 代表提唱 共同提唱 重点分野 活動の種類 実施国 DDF (US$)

28 1638884 東大阪RC 水と衛生 人道奉仕 台湾 $20,000.00

29 1639334 大阪ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞRC 水と衛生 人道奉仕 タイ $18,200.00

30 1641409 大阪南RC 母子の健康 奨学生 英国 $32,884.00

31 1642360  大阪南RC 疾病予防と治療 人道奉仕 カンボジア $30,000.00

32 1743516 大阪北梅田RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $17,000.00

33 1744548 高槻東RC 疾病予防と治療 人道奉仕 カンボジア $20,000.00

34 1755036 大阪西南RC 平和と紛争予防/解決 奨学生 英国 $10,000.00

35 1755376 大阪東RC 平和と紛争予防/解決 奨学生 英国 $10,000.00

$158,084.00

DDF計

2013-14年度

DDF計

2014-15年度

DDF計

2015-16年度

2016-17年度

DDF計

1 / 2 ページ
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 RID2660 DDF/GG 実績 2021/1/22

No. GG 代表提唱 共同提唱 重点分野 活動の種類 実施国 DDF (US$)

36 1745069 大阪アーバンRC 大阪柏原RC 基本的教育と識字率向上 人道奉仕 フィリピン $12,000.00

37 1860355 大阪梅田RC 疾病予防と治療 VTT 日本 $4,000.00

38 1862631 大阪心斎橋RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $18,000.00

39 1865707 大阪平野 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $12,000.00

40 1863636 豊中 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $20,000.00

41 1874335 東大阪 平和と紛争予防/解決 奨学生 英国 $34,410.00

$100,410.00

No. GG 代表提唱 共同提唱 重点分野 活動の種類 実施国 DDF (US$)

42 1747225 大阪梅田東 水と衛生 人道奉仕 インドネシア $16,250.00

43 1865393 吹田 疾病予防と治療 人道奉仕 ミャンマー $20,000.00

44 1870188 大阪西南 水と衛生 人道奉仕 フィリピン $9,000.00

45 1871389
大阪中之島・大阪大
手前・大阪天満橋 疾病予防と治療 人道奉仕 台北 $5,000.00

46 1874830 茨木西 大阪柏原 母子の健康 人道奉仕 タイ $20,000.00

47 1875889 大阪大淀 疾病予防と治療・母子の健康 人道奉仕 ネパール $20,000.00

48 1977630
大阪リバーサイ

ド
疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $16,500.00

$106,750.00

No. GG 代表提唱 共同提唱 重点分野 活動の種類 実施国 DDF (US$)

49 1985553 大阪御堂筋本町 疾病予防と治療 人道奉仕 台湾 $8,000.00

50 1990639 茨木RC 平和と紛争予防/解決 奨学生 英国 $26,095.00

51 1991147 大阪梅田 疾病予防と治療 職業研修チーム 日本 $8,000.00

52 2094441 東大阪東 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $5,000.00

53 2095344 大阪心斎橋 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $17,000.00

54 2093716 豊中 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $20,000.00

55 2098044 大東中央 基本的教育と識字率向上 人道奉仕 台湾 $5,000.00

$89,095.00

No. GG 代表提唱 共同提唱 重点分野 活動の種類 実施国 DDF (US$)

56 1989607 大阪東 基本的教育と識字率向上 人道奉仕 モンゴル $20,000.00

57 2001296 大阪平野 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $5,000.00

58 2011691 吹田 地域社会の経済発展 奨学生 シンガポール $25,000.00

59 2014309 東大阪 疾病予防と治療 COVID-19 日本 $20,000.00

60 2015672 大阪北梅田 疾病予防と治療 COVID-19 日本 $17,950.00

61 2118398 大阪心斎橋 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $9,000.00

62 2119843 大阪梅田 疾病予防と治療 職業研修チーム 台湾 $8,000.00

$104,950.00

2017-18年度

DDF計

2018-19年度

2020-21年度（網掛は審査中）

DDF計

2019-20年度

DDF計

DDF計

2 / 2 ページ
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RID2660 2020-21 地区補助金
申請／報告状況 2021.01.22現在

クラブ名 活動概要 実施地 金額（USD) 中間報告書 最終報告書

1 大阪中央
教育者養成のためのIT周辺機器の
寄贈

カンボジア 4,583

2 大阪リバーサイド
学校や工場における手洗い場設
置、井戸の修繕、浄水器寄贈及び
衛生教育のための資材提供

カンボジア 4,583

3 箕面千里中央 自然災害対応用ドローン寄贈 日本 4,583

4 摂津 支援学校のスポーツ支援 日本 4,630 〇（中止）

5 守口イブニング 市民のためのベンチ寄贈 日本 5,442 〇（完了）

6 大阪ユニバーサルシティ 養護施設の児童を遊園地に招待 日本 2,917 〇（中止）

7 吹田西 小中学校に浄水器寄贈 タイ 2,833

8 交野
小中学校に教育のためのデジタル
機器寄贈

日本 5,556

9 茨木西
可動式歯科ユニットの寄贈と歯磨
き教育の提供

タイ 2,213 〇（完了）

10 八尾
小中学校に書籍の寄贈と読書会の
開催

日本 5,556

11 高槻
子供のためのクラシックコンサー
トの開催

日本 2,396

12 大阪大淀 教育者のスイス留学支援 スイス 1,852 〇（中止）

13 吹田 子供病院に医療器材寄贈 カンボジア 7,115 〇（完了）

14 大阪梅田
知的障碍児と父兄のためのスポー
ツ教室開催

日本 2,838 〇

15 八尾東 知的障害児を遊園地に招待 日本 3,405

16 大阪西
恵まれない子供たちのための食堂
へ調理機材の寄贈

日本 2,383 〇（完了）

1
12
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RID2660 2020-21 地区補助金
申請／報告状況 2021.01.22現在

クラブ名 活動概要 実施地 金額（USD) 中間報告書 最終報告書

17 大阪堂島 養護施設の児童を食事会に招待 日本 2,593

18 茨木東 小学校に浄水器を寄贈 カンボジア 2,394 〇（中止）

19 寝屋川
COVID-19対応感染防止のため
教育委員会にオンライン学習に必
要な教材作成機器を寄贈

日本 4,986 〇（完了）

20 東大阪
医療機関にフェイスシールドを寄
贈

日本 5,556 〇（完了）

21 門真
小中学生のためのスポーツ教室開
催

日本 3,089

22 大東 医療機関へ感染対策用機材を寄贈 日本 2,888 〇（完了）

23 大阪天満橋
養護施設の児童のための校外学習
支援

日本 2,838

24 くずは
小学生の社会教育のための教育資
材の寄贈

日本 3,148

25 東大阪東
市民のための福祉、税務、医療な
どの相談会開催

日本 4,630

26 大阪平野 中学生に読書ノートの寄贈 日本 2,253

27 大阪淀川 診療所に医薬品を寄贈 バングラディシュ 4,500

28 東大阪中央 養護施設の児童を遊園地に招待 日本 1,877

29 大阪アーバン 視覚障害者に運動器具を贈呈 日本 2,224

30 池田くれは 河川の清掃と環境保護の啓蒙活動 日本 2,907

31 大阪船場
歴史的文化を伝えるための案内板
設置

日本 4,630 〇（完了）

32 大阪難波 小学生や児童に文具、衣類を寄贈 フィリピン 2,461

2
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RID2660 2020-21 地区補助金
申請／報告状況 2021.01.22現在

クラブ名 活動概要 実施地 金額（USD) 中間報告書 最終報告書

33 大阪帝塚山
医療機関に医療機器及び感染防護
機材を寄贈

フィリピン 5,093

34 大阪心斎橋
小学校の児童のための朝食提供と
手洗いなどの衛生教育

フィリピン 2,315

35 高槻東 幼児教育用の書籍玩具などの寄贈 日本 3,130

36 大阪うつぼ 臨時費 日本 2,991

37 大阪ユニバーサルシティ 臨時費 日本 2,917

38 大阪大手前 臨時費 日本 1,952

39 箕面 臨時費 日本 2,191

40 大東中央 臨時費 日本 1,996

41 大阪南 臨時費 日本 5,770

3
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（敬称略）

御芳名 クラブ 御芳名 クラブ

加茂　次也 東大阪 脇　隆俊 大阪御堂筋本町

柳山　稔 東大阪西 早瀬　道圓 大阪中之島

岩佐　嘉昭 東大阪 檜皮　悦子 大阪中之島

河畑　誠治 東大阪 村橋　義晃 大阪中之島

村岡　修 東大阪 下岡　陽一郎 大阪中之島

中原　由輝広 東大阪 高島　凱夫 大阪中之島

竹内　成介 東大阪 松本　進也 大阪北

山下　勝弘 東大阪 延原　健二 大阪大淀

藤本　良男 東大阪東 髙士　誠司 大阪西北

金子　泰輔 東大阪東 新堂　博 大阪城北

島　顕侑 東大阪東 小松　範行 大阪南

宮里　唯子 茨木西 栗原　大 大阪南

大森　保子 茨木西 （公表不可） 大阪南

田村　英明 茨木西 山本　博史 大阪南

山本　高司 茨木西 横山　慶治 大阪南

簡　仁一 茨木 葉田　いつの 大阪西南

新谷　秀一 池田くれは 木村　雅彦 大阪西南

木本　辰也 交野 四宮　孝郎 大阪西南

山口　尚志 くずは 上田　勝嗣 大阪西南

辻川　功一 大阪中央 梅本　禎親 大阪西南

笹田　淳 大阪堂島 山村　幸久 大阪梅田東

青山　快玄 大阪北梅田 阪井　康修 大阪梅田東

坪内　憲治 大阪北梅田 早嶋　茂 大阪

田中　隆弥 大阪ネクスト 樋口　信治 大阪

泉　博朗 大阪帝塚山 塩野　秀作 大阪

溝畑　正信 大阪アーバン 立野　純三 大阪

堀　隆 大阪東 吉川　秀隆 大阪

片山　勉 大阪東 井上　暎夫 千里

領木　誠一 大阪東 瀬川　昇 吹田西

丹羽　一郎 大阪東 福田　みほ 豊中千里

岡部　泰鑑 大阪城南 相馬　康人 八尾

大谷　隆英 大阪柏原 福家　宏 八尾中央

松下　和彦 八尾中央

ポール・ハリス・ソサエティ（PHS)会員　一覧表　(2020.12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

65
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2020-21 RID2660 ロータリー財団 地区補助金管理セミナー 
グローバル奨学生 プロフィール 

2021.01 

RID2660 ロータリー財団 グローバル奨学生 

氏名：渡辺 栞（わたなべ しおり） 

代表提唱クラブ：大阪東RC／Barnet RC（英国） 

略 歴 

1990年 メキシコ・グアダラハラ生まれ 

2004年 ブラジル・サンパウロへ移住 

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（UNHCR）にて難民の生計向上部 

(Livelihoods Unit)のインターンシップ 

2017-2018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 

2019-2020年 Program Policy Officer として国連食糧計画（WFP） 

ヨルダン国事務所にて勤務 

     2021年 2月  ザンビア国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）へ赴任予定
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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）
2019-20年度（派遣年度 2020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 2020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（2020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

Sample 
※2021-22年度の募集は未定です。
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2 
RID2660 財団委員会

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：19-20 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 2019年 9月 1日～10月 31日
選考方法 2019年 11月 17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。（2020年 5-6月見込み）

ダウンロード（申請書）

2019-2020年度（派遣年度 2020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
2019-2020年度（派遣年度 2020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
2019-2020年度（派遣年度 2020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

2019-2020年度（派遣年度 2020年）ロータリー財団グローバル奨学生同意書
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Rotary International District 2660 
Service Above Self - One Profits Most Who Serves Best

2019年 9月吉日 

2019-20年度 ロータリー財団奨学生募集のご案内 

拝啓  時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はロータリー財団並びに地区財団

委員会に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

当地区では、今年度もロータリー財団の補助金による奨学生候補者を募集致します。添付書類を

ご一読のうえ、該当候補者がおられましたら是非、当委員会までご推薦下さい。 

財団奨学生について御質問などございましたら、ご遠慮なく地区財団委員会までお問い合わせ下

さいますよう御願い申し上げます。 

敬具

【記】 

募集奨学生候補： 

グローバル奨学生 ⇒ 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 
ロータリー平和フェロー ⇒ 草の根や国際レベルで、平和活動に貢献する人材  

派遣年度： 

グローバル奨学生 ⇒ 2020年度 
ロータリー平和フェロー ⇒ 2021年度以降 

応募締め切り： 

グローバル奨学生 ⇒ 2019年 9～10月 
ロータリー平和フェロー ⇒ 2020年 5月末 

添付書類： 

国際ロータリー 第2660地区 2019-20年度（派遣年度 2020年）ロータリー財団グローバル奨学生募集要綱
国際ロータリー 第2660地区 ロータリー平和フェローシップ募集要綱  

国際ロータリー第2660地区  財団補助金ハンドブック抜粋「グローバル奨学生(第 2660地区)の募集要項」  

国際ロータリー第 2660地区内 
ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 御中 

 国際ロータリー第 2660地区ガバナー 
  四 宮  孝 郎 

 地 区 ロ ー タ リ ー 財 団 委 員 長 

  福 家  宏 

 財団奨学金小委員会  委員長 

  柳 山   稔 
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