
2023-24年度のための 

地区ロータリー財団 補助金管理セミナープログラム 

日 時 ： 2023年1月28日（土） 14:00-17:00 

会 場 

司会進行 

: 

： 

大阪 YMCA2階ホール 

地区財団委員会 委員 清水 良寛 

   （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 清水 良寛 (吹田西) 

2 
点   鐘 
挨   拶 

ガバナー 宮里 唯子 （茨木西) 

3 挨   拶 ガバナーエレクト 延原 健二 (大阪大淀) 

4 
次年度クラブリーダー

のために 
財団委員長 村橋 義晃 （大阪中之島）

5 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 

明石 晃 （大阪西） 

6 
次年度の 

財団補助金プログラム 
補助金小委員会 委員長 新堂 博 (大阪城北) 

休  憩  

7 
財団補助金の管理 

・運用 
資金管理小委員会委員長 相馬 康人 （八 尾） 

8 

『日本のポリオ後症候群

を知り、世界から根絶の

決意を再確認しよう』 

ポリオ根絶 

講演者 整形外科医 

ポリオプラス小委員会 委員長

戸田 佳孝 

近藤 佑介 

（大阪中之島） 

(大阪心斎橋)

9 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
塚本 英 (大阪北梅田) 

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 理事 

立野 純三 (大 阪) 

11 閉会点鐘 ガバナー 宮里 唯子 （茨木西） 

12 
クラブ覚書（MOU） 

提 出 

会場出席クラブのMOU

提出と受領 

オンライン出席クラブは 

郵送にて提出 

資料①
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本日のオンライン配信は録画をしています

録画した動画は、行事の記録として地区のウェブサイトの 
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日時：2023年1月28日（土）

（敬称略）  ●はオンライン出席者

ガバナー 宮里 唯子 茨木西 地区ロータリー財団委員会 委員長 村橋 義晃 大阪中之島

公益財団法人 ロータリー日本財団 監事
パストガバナー

井上 暎夫 千里 ● ポリオ・プラス小委員会 委員長 近藤 佑介 大阪心斎橋

パストガバナー 横山 守雄 大阪中央 ● 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

明石 晃 大阪西

パストガバナー 高島 凱夫 大阪中之島 資金管理小委員会 委員長 相馬 康人 八尾

公益財団法人 ロータリー日本財団 理事
パストガバナー

立野 純三 大阪 補助金小委員会 委員長 新堂 博 大阪城北

パストガバナー 松本 進也 大阪北 ● 奨学金小委員会 委員長
ロータリー平和フェローシップ委員長

塚本 英 大阪北梅田

パストガバナー 山本 博史 大阪南 委員 中井 正幸 大阪北

第3地域 ロータリー財団 地域コーディネーター補佐
パストガバナー

四宮 孝郎 大阪西南 委員 渋川 了 東大阪

パストガバナー 簡 仁一 茨木 ● 委員 川上 克己 大阪中央

ガバナーエレクト 延原 健二 大阪大淀 委員 清水 良寛 吹田西

ガバナーノミニー 大橋 秀典 東大阪東 委員 山室 匡史 高槻

Ｉ.Ｍ.第1組ガバナー補佐 神寳 敏夫 大阪梅田 委員 樋口健一郎 高槻東

Ｉ.Ｍ.第3組ガバナー補佐 塩谷 眞治 大阪東 委員 木本 辰也 交野

Ｉ.Ｍ.第4組ガバナー補佐 伴井 敬司 大阪難波 委員 小林 二郎 大阪南

Ｉ.Ｍ.第6組ガバナー補佐 若宮 邦弘 大阪天王寺 ● 委員 北野 了考 大阪西南

Ｉ.Ｍ.第1組ガバナー補佐エレクト 武枝 敏之 豊中 委員 川上 哲司 大阪天王寺

Ｉ.Ｍ.第2組ガバナー補佐エレクト 井伊 圭一郎 吹田西 委員 渡邊 徹 大阪東

Ｉ.Ｍ.第3組ガバナー補佐エレクト 岩本 昌治 くずは 委員 小浦 芳生 大阪 ●

Ｉ.Ｍ.第4組ガバナー補佐エレクト 横田 孝久 東大阪 委員 戸田 尊文 東大阪東

Ｉ.Ｍ.第5組ガバナー補佐エレクト 上田 勝嗣 大阪西南 委員 西垣 浩 大阪フレンド

Ｉ.Ｍ.第6組ガバナー補佐エレクト 中島 清治 大阪天満橋 委員 北口 竜輔 大阪中之島 ●

地区代表幹事 下條 泰利 大阪南 委員 森川 孝善 寝屋川

次年度地区代表幹事 前田 要之助 大阪東淀ちゃやまち 委員 橋本 丈次 大阪心斎橋

地区研修委員会 樋口 信治 大阪 ● 地区ローターアクト委員会 委員長 伊藤 勝彦 大阪南 ●

地区研修委員会 藤井 眞澄 大阪南 ● 地区ローターアクト委員会 副委員長 （児林 秀一） 八尾

地区研修委員会 清水 久博 大阪南 ● 地区ローターアクト委員会 副委員長 中嶋 茂夫 大阪中央 ●

地区副代表幹事 山本 和良 大阪南 地区国際・社会奉仕委員会 委員長 髙木 大介 高槻東 ●

地区副代表幹事 岩佐 嘉昭 東大阪 社会奉仕委員会小委員長 （徳上 洋之） 大阪リバーサイド ●

地区財務委員長 新開 隆浩 大阪南 国際奉仕委員会小委員長 （庄田 佳保
里）

池田くれは ●

地区幹事 岡部 倫正 大阪城南

地区幹事 松山 大祐 大阪南

地区幹事 後藤 謙治 大阪南 出席者カウント 会場出席 オンライン出席

地区幹事 津村 昌明 茨木西 地区関係出席者数 50 16

地区幹事 （柳山 稔） 東大阪西 ● クラブ出席者数 53 135

地区幹事 市村 優次 東大阪 ローターアクト出席者数 4 13

地区幹事 田 原至 大阪西 重複 -3 -3

地区幹事 望田 成彦 摂津 合計 104 161

2023-24年度 国際ロータリー第2660地区 補助金管理セミナー 出席者一覧 ①

大阪YMCA国際文化センター／ZOOMウェビナー

資料②



ＩＭ クラブ名 役職 氏名 ＩＭ クラブ名 役職 氏名
池田 幹事エレクト 新見　香 ● 吹田西 会長エレクト 阿部　吉秀

池田くれは 次年度幹事 今井　卓哉 ● 吹田西 幹事 坂本　一成 ●

池田くれは 次年度社会奉仕委員長 庄田　佳保里 ● 吹田西 国際奉仕委員長 瀬川　昇 ●

池田くれは 次年度青少年奉仕委員長 國司　真相 ● 吹田西 青少年奉仕委員長 佐藤　原二 ●

池田くれは 次年度ロータリー財団委員長予定者 中西　博之 ● 高槻 会長エレクト 河合　一人

池田くれは 会長ノミニー 沢田　武司 ● 高槻 会長ノミニー 内本　繁 ●

箕面 会長エレクト 黄堂　泰昌 ● 高槻東 会長エレクト 宮﨑　正人

箕面 会長ノミニー 庄司　修二 ● 高槻東 クラブ財団委員 井阪　俊彦 ●

箕面 次年度社会奉仕委員長 山本　貴雄 ● 高槻東 奉仕担当委員長 朝香　光雅 ●

箕面千里中央 会長エレクト 植田　豊實 高槻東 会長ノミニー 松田　成 ●

箕面千里中央 会長ノミニー 増田　俊 ● 高槻東 次年度クラブ財団委員 寺本　佳弘 ●

大阪水都 ロータリー財団委員長 髙橋　伸朗 ● 高槻西 財団委員会理事 片山　直

大阪中央 次年度幹事 宮本　里恵 高槻西 ― 河中　亮太 ●

大阪中央 会長エレクト 荒川　弘也 ● 大東 会長エレクト 東村　正剛

大阪中央 会長ノミニー 永井　甫智子 ● 大東 次年度幹事 間　紀夫 ●

大阪北 会長エレクト 平川　晋一 大東 次年度青少年奉仕委員長 中崎　諭 ●

大阪北 会長ノミニー 植田　昌克 ● 大東 次年度ロータリー財団委員長 木村　克己 ●

大阪北 国際奉仕担当理事 村岡　基 ● 大東 次年度社会奉仕委員長 岡井　康弘 ●

大阪北梅田 会長ノミニー 西澤　達人 大東 次年度国際奉仕委員長 柿木　篤 ●

大阪北梅田 会長エレクト （塚本　英） 大東中央 会長エレクト 青田　朝代 ●

大阪大淀 会長エレクト 遠越　英行 大東中央 会長ノミニー 清水　順市 ●

大阪大淀 青少年奉仕委員長 矢倉　孝二 ● 枚方 次年度会長 竹嶋　浩之

大阪そねざき 次年度財務委員長 山野　拓也 枚方 次年度会長エレクト 佐野　正剛 ●

大阪そねざき 会長エレクト 石井　正人 ● 枚方 ロータリー財団委員長 大西　規由 ●

大阪そねざき 次年度幹事 沖　大作 ● 門真 会長エレクト 和田　圭史

大阪梅田 会長エレクト 森　治 門真 会長ノミニー 大倉　基文 ●

大阪梅田 副会長 細川　恵吾 ● 門真 財団・米山委員長 橋本　一行 ●

豊中 会長エレクト 宮田　幹二 交野 幹事 安田　浩治

豊中 会長ノミニー 眞下　節 ● 交野 会長エレクト 西田　輝 ●

豊中千里 次年度財団委員長 澤村　栄一 ● 交野 会長ノミニー 佐々木　啓益 ●

豊中千里 次年度青少年奉仕委員長 和田　浩孝 ● 交野 ロータリー財団委員長 森脇　嘉三 ●

豊中千里 ― 山内　祥子 ● 交野 奉仕担当委員長 政野　賢憲 ●

豊中南 ロータリー財団委員長 三木　得生 ● 香里園 会長 柴田　正夫

茨木 会長エレクト 鈴木　一正 ● くずは 会長エレクト 白井　博巳

茨木 会長ノミニー 西條　壽一 ● くずは 会長ノミニ― 源本　将人 ●

茨木東 会長エレクト 塩谷　嘉太郎 くずは 次年度ロータリー財団委員長 中野　丞 ●

茨木西 会長エレクト 森　拓哉 守口 次年度会長 江端　将哲

茨木西 次年度財団委員長 角谷　真枝 ● 守口 ロータリー財団委員長 神田　隆司 ●

大阪東淀ちゃやまち 財団委員長 林　浩志 ● 守口イブニング 会長エレクト 栁本　幹男

大阪東淀ちゃやまち 会長ノミニー 乾　泰一郎 ● 守口イブニング 次年度幹事 長野　良雄 ●

大阪淀川 会長エレクト 松井　義明 守口イブニング 次年度国際奉仕委員長 小林　澄子 ●

千里 会長エレクト 吉崎　和幸 ● 寝屋川 会長エレクト 竹本　憲司

千里メイプル 会長エレクト 藤田　芳浩 寝屋川 会長ノミニー 近藤　利則 ●

千里メイプル 次年度財団委員長 水島　洋 ● 寝屋川 ロータリー財団委員会副委員長 山根　哲郎 ●

摂津 ロータリー財団担当 茶橋　和夫 大阪東 次年度青少年奉仕委員長 山本　博之

摂津 会長エレクト （望田　成彦） 大阪東 会長エレクト 山田　康雄 ●

摂津 会長ノミニー 和泉　愼也 ● 大阪東 次年度ロータリ―財団委員長 能勢　孝一 ●

新大阪 会長エレクト 菅本　泰年 大阪城東 次年度会長 山本　健策 ●

新大阪 次年度財団委員長 松川　雅典 ● 大阪城東 クラブ奉仕委員長 中山　浩志 ●

新大阪 次年度社会奉仕委員長 松本　圭右 ● 大阪城東 ロータリー財団委員長 杉野　政史 ●

吹田 会長エレクト 疋田　陽造 大阪城北 会長エレクト 高瀬　久美子 ●

吹田 次年度幹事 那須　良太 ● 大阪鶴見 会長エレクト 源　壽美子 ●

吹田 次年度国際奉仕委員長 光在　美和子 ● 大阪鶴見 幹事 稲垣　良二 ●

吹田江坂 会長エレクト 吉野 通洋 大阪鶴見 ロータリー財団委員長 菊井　康夫 ●

吹田江坂 会長ノミニー 八橋 志夫 ●

2023-24年度のための 地区ロータリー財団 補助金管理セミナー　出席者一覧②
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ＩＭ クラブ名 役職 氏名 ＩＭ クラブ名 役職 氏名
東大阪 次年度社会奉仕委員長 中原　由輝広 大阪 会長エレクト 田所　伸浩

東大阪 次年度財団委員長 坂井　俊之 ● 大阪 会長ノミニー 渡辺　岳夫 ●

東大阪東 次年度ロータリー財団委員長 芳田　至弘 大阪 財団委員長 村田　俊彦 ●

東大阪東 次年度会長 城戸　総一郎 ● 大阪イブニング 会長ノミニー 末吉　勘四郎重久

東大阪西 会長エレクト 柳山　稔 ● 大阪イブニング 会長エレクト 岩井　晶博 ●

東大阪西 副会長 出口　孝明 ● 大阪平野 次年度国際社会奉仕委員長 石原　拓郎

東大阪中央 会長エレクト 名村　美紀 ● 大阪平野 会長エレクト 阿部　洋治郎 ●

東大阪みどり 会長エレクト 木戸　章由 ● 大阪城南 会長ノミニー 石濱　宏章 ●

大阪柏原 会長エレクト 髙井　康伊 大阪城南 国際奉仕委員長 元氏　成保 ●

大阪柏原 次年度幹事 植田　利弥 ● 大阪城南 会長エレクト 濱田　由弘 ●

大阪御堂筋本町 会長エレクト 木村　貴広 大阪中之島 次年度会長ノミニー 檜皮　悦子

大阪御堂筋本町 会長ノミニー 丸尾　照二 ● 大阪大手前 会長エレクト 北村　光司 ●

大阪御堂筋本町 次年度国際奉仕部門理事 武島　秀吉 ● 大阪大手前 会長ノミニー 真木　俊久 ●

大阪難波 会長エレクト 福田　忠 大阪大手前 次年度ロータリー財団委員長 佐々木　宏 ●

大阪南 次年度会長 中村　剛 ● 大阪咲洲 会長エレクト 長元　良二

大阪南 次年度理事（社会奉仕） 岡村　良弘 ● 大阪咲洲 会長ノミニー 永井　英太郎 ●

大阪南 次年度理事（国際奉仕・財団） 曉  琢也 ● 大阪咲洲 財団委員長 西田　宜弘 ●

大阪南 次年度副会長 三原　幸一郎 ● 大阪東南 会長エレクト 松﨑　達郎 ●

八尾 会長エレクト 児林　秀一 大阪東南 次年度財団委員長 川上　知紀 ●

八尾 会長ノミニー 長竹　浩 ● 大阪天満橋 会長エレクト 箕村　保

大阪堂島 国際奉仕委員長 尾島　康弘 大阪天満橋 会長ノミニー 平尾　彰彦 ●

大阪堂島 ロータリー財団委員長 石津　茂貴 ● 大阪天王寺 会長エレクト 田邊　雅史 ●

大阪フレンド 会長エレクト 森嶋　林太郎 ● 大阪天王寺 会長ノミニー 水取　孝司 ●

大阪フレンド 会長ノミニー 深澤　一紀 ● 大阪天王寺 ロータリー財団委員長 松本　隆司 ●

大阪西北 会長エレクト 芦谷　裕一 大阪天王寺 国際奉仕委員長 秦　卓宏 ●

大阪西北 財団委員長 増田　久弥 ● 大阪天王寺 社会奉仕委員長 猿木　秀和 ●

大阪西北 職業奉仕委員長 阿江　秀典 ● 大阪帝塚山 会長エレクト 塩中　一成

大阪西北 幹事 岩元　孝樹 ● 大阪帝塚山 会長ノミニー 東　光宏 ●

大阪リバーサイド 会長エレクト 阪口　太

大阪リバーサイド 次年度社会奉仕委員長 徳上　洋之 ●

大阪リバーサイド 次年度青少年奉仕委員長 川原田　慶太 ●

大阪リバーサイド 次年度国際奉仕委員長 中村　真 ●

大阪船場 会長エレクト 林　拓 ● 役職 氏名

大阪心斎橋  社会奉仕委員長 豊原 文美 大阪中央RAC 会長 瀬川　昴希 ●
大阪西南 財団担当理事 海堀　哲也 新大阪RAC 会長 上本　篤史 ●
大阪西南 会長エレクト 吹田　康雄 ● 関西大学RAC 会長 中山　湧斗 ●
大阪西南 会長ノミニー 瓦谷　勝 ● 枚方RAC 幹事 上田　翔也 ●

大阪ユニバーサルシティ 会長エレクト 佐田　幸夫 守口RAC 会長 上村　優太 ●
大阪ユニバーサルシティ 会長ノミニー 中根　三恵子 ● 大阪東RAC 会長 王前　雪子

大阪ユニバーサルシティ ロータリー財団委員長 菊　　康人 ● 大阪東RAC 会長エレクト 西岡　遥 ●
大阪アーバン 次年度会国際奉仕委員長 渡部　基義 東大阪RAC 会長 辰巳　奈帆子 ●
大阪アーバン 会長エレクト 下出　一 ● 大阪難波RAC 幹事 加藤　大樹

大阪アーバン 次年度幹事 尾﨑　孝 ● 大阪難波RAC 会長エレクト 西野　悠 ●
大阪アーバン 次年度副幹事 岩﨑　雅己 ● 八尾RAC 会長 栗山　恭章

大阪うつぼ 会長エレクト 的場　順子 ● 八尾RAC 幹事 青野　凌 ●
大阪うつぼ 副会長 大川　治 ● 大阪西RAC 会長 井上　雅也 ●
大阪うつぼ 財団委員長 前田　健晴 ● 大阪RAC 会長 小濱　直大 ●
大阪西 次年度会長 小寺　隆弘 大阪城南RAC 幹事 高橋　未帆 ●
大阪西 次年度会長エレクト 中安　敬人 ● 大阪天満橋RAC 会計 山﨑　さやか

大阪西 次年度ロータリー財団委員長 岩城　啓好 ● 大阪帝塚山RAC 幹事 築山　美優 ●
大阪西 次年度幹事 奥田　祐一 ●

2023-24年度のための 地区ロータリー財団 補助金管理セミナー　出席者一覧②
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資料③



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

大阪西北 28 $636.28 $17,815.78 1 大阪北梅田 57 $184.95 $10,542.08

大阪リバーサイド 30 $428.28 $12,848.39 くずは 80 $183.88 $14,710.66 1

大阪ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ 38 $411.10 $15,621.64 1 大阪天王寺 47 $181.67 $8,538.65 1

大阪大淀 35 $403.91 $14,136.94 池田 28 $179.90 $5,037.08

茨木西 28 $396.65 $11,106.25 大阪難波 57 $178.94 $10,199.67 1

豊中千里 35 $334.34 $11,701.84 大阪咲洲 19 $173.21 $3,291.06

大阪中央 57 $323.92 $18,463.67 1 大阪梅田東 30 $169.20 $5,075.90

大阪東 125 $301.65 $37,705.89 1 吹田 57 $169.12 $9,639.63 1

大阪そねざき 32 $296.34 $9,482.82 大阪帝塚山 44 $168.63 $7,419.67

大阪アーバン 28 $291.38 $8,158.58 大東 38 $167.57 $6,367.78 1

東大阪 69 $278.87 $19,242.32 1 大阪東淀ちゃやまち 19 $166.97 $3,172.50

大阪城東 34 $278.14 $9,456.89 1 池田くれは 30 $166.82 $5,004.52

八尾中央 11 $255.03 $2,805.32 大阪御堂筋本町 46 $163.80 $7,534.84 1

枚方 47 $251.14 $11,803.57 2 八尾 62 $162.92 $10,101.03 1

大阪中之島 33 $249.82 $8,244.11 大阪平野 53 $162.40 $8,607.12

東大阪中央 19 $236.41 $4,491.85 大阪梅田 35 $161.31 $5,645.90

大阪南 175 $231.21 $40,460.91 1 高槻西 17 $158.23 $2,689.90

交野 38 $230.15 $8,745.62 八尾東 21 $158.10 $3,320.07

大阪堂島 40 $229.00 $9,159.96 高槻東 33 $157.95 $5,212.30 1

大阪大手前 24 $221.40 $5,313.71 1 東大阪西 21 $155.66 $3,268.80 1

高槻 47 $221.19 $10,396.02 1 豊中南 23 $155.24 $3,570.48

豊中 37 $218.51 $8,084.84 1 大阪フレンド 23 $154.78 $3,559.84

大阪心斎橋 39 $212.69 $8,295.01 1 東大阪東 70 $153.53 $10,746.98 1

大阪西南 101 $210.58 $21,268.56 1 摂津 31 $152.37 $4,723.48

茨木 29 $208.44 $6,044.82 1 箕面千里中央 19 $150.50 $2,859.51

大阪うつぼ 39 $201.28 $7,850.04 大阪天満橋 43 $145.22 $6,244.56 1

大阪 240 $200.87 $48,209.88 2 大東中央 28 $139.04 $3,893.09 1

箕面 27 $200.01 $5,400.24 寝屋川 34 $117.94 $4,009.84 1

大阪淀川 18 $198.99 $3,581.75 香里園 16 $117.40 $1,878.40

大阪柏原 25 $198.91 $4,972.75 大阪城南 46 $112.43 $5,171.76

千里 26 $198.79 $5,168.62 吹田江坂 26 $106.28 $2,763.18 1

大阪鶴見 28 $195.63 $5,477.54 1 守口 37 $103.78 $3,839.90

茨木東 30 $195.01 $5,850.44 門真 25 $101.34 $2,533.60

吹田西 43 $192.24 $8,266.28 3 新大阪 29 $99.00 $2,871.03

大阪城北 52 $191.65 $9,965.97 1 大阪ネクスト 22 $91.32 $2,009.00

大阪西 107 $190.83 $20,419.25 1 千里メイプル 17 $89.47 $1,520.93

大阪船場 38 $190.66 $7,245.02 東大阪みどり 17 $81.54 $1,386.26

大阪東南 33 $189.28 $6,246.37 1 大阪イブニング 13 $65.41 $850.38

大阪北 190 $186.51 $35,437.35 1 大阪水都 44 $17.67 $777.42

守口イブニング 23 $185.64 $4,269.67 1

1 14

7月期初 地区平均
地区

年次寄付合計
ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀー

3,455 $205.44 $709,805.28 40

2021-22年度　クラブ別年次基金寄付　一覧表

2021-22年度年度末（2022.07.02現在）

資料④



資料⑤



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

大阪西北 28 $128.00 $3,583.88 大阪大手前 24 $52.08 $1,250.00

大阪中之島 33 $126.75 $4,182.62 摂津 31 $51.61 $1,600.00

大阪堂島 40 $114.62 $4,584.68 大阪そねざき 32 $51.56 $1,650.00

交野 38 $89.95 $3,417.92 東大阪東 70 $51.43 $3,600.00

茨木西 28 $82.35 $2,305.66 大阪ネクスト 22 $51.17 $1,125.67

箕面千里中央 19 $81.58 $1,550.00 大阪城南 46 $51.09 $2,350.00

大阪心斎橋 39 $79.91 $3,116.62 池田 28 $50.55 $1,415.48

大阪東南 33 $79.47 $2,622.44 大阪西南 101 $50.50 $5,100.00

大阪リバーサイド 30 $79.20 $2,375.88 八尾東 21 $50.21 $1,054.40

八尾中央 11 $78.50 $863.53 大阪南 175 $50.13 $8,773.22

大阪城北 52 $74.89 $3,894.42 大阪東淀ちゃやまち 19 $50.02 $950.47

大阪難波 57 $71.63 $4,082.98 池田くれは 30 $50.00 $1,500.00

大阪城東 34 $69.12 $2,350.00 守口イブニング 23 $50.00 $1,150.00

吹田西 43 $68.04 $2,925.86 大阪帝塚山 44 $50.00 $2,200.00

大阪北梅田 57 $67.54 $3,850.00 大阪大淀 35 $50.00 $1,750.00

東大阪 69 $66.33 $4,576.56 千里メイプル 17 $50.00 $850.00

大阪船場 38 $66.32 $2,520.00 高槻東 33 $50.00 $1,650.00

高槻 47 $65.95 $3,099.80 大阪うつぼ 39 $49.91 $1,946.33

大阪 240 $65.01 $15,603.51 大阪天満橋 43 $48.40 $2,081.10

茨木 29 $64.06 $1,857.72 高槻西 17 $46.70 $793.86

大阪フレンド 23 $63.96 $1,471.05 東大阪中央 19 $45.31 $860.94

茨木東 30 $61.40 $1,842.00 大阪鶴見 28 $42.86 $1,200.00

大阪東 125 $60.71 $7,588.30 大東 38 $42.29 $1,606.92

大阪西 107 $60.56 $6,480.00 大東中央 28 $41.07 $1,150.00

豊中 37 $60.00 $2,220.00 大阪御堂筋本町 46 $40.76 $1,875.00

門真 25 $59.56 $1,489.02 大阪咲洲 19 $39.47 $750.00

枚方 47 $59.08 $2,776.70 千里 26 $38.46 $1,000.00

大阪ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ 38 $57.89 $2,200.00 大阪梅田東 30 $35.83 $1,075.00

大阪天王寺 47 $56.55 $2,657.87 東大阪西 21 $35.59 $747.30

八尾 62 $55.65 $3,450.00 吹田江坂 26 $35.43 $921.06

大阪柏原 25 $55.20 $1,380.00 豊中南 23 $32.42 $745.62

大阪梅田 35 $54.85 $1,919.78 大阪平野 53 $32.34 $1,714.23

大阪北 190 $54.69 $10,390.33 新大阪 29 $30.31 $879.00

大阪淀川 18 $54.55 $981.90 香里園 16 $24.46 $391.35

吹田 57 $54.55 $3,109.35 守口 37 $23.35 $864.00

くずは 80 $54.38 $4,350.00 東大阪みどり 17 $20.64 $350.88

箕面 27 $54.34 $1,467.13 大阪アーバン 28 $17.88 $500.75

大阪中央 57 $53.08 $3,025.62 大阪イブニング 13 $12.47 $162.09

寝屋川 34 $52.94 $1,800.00 大阪水都 44 $5.68 $250.00

豊中千里 35 $52.66 $1,843.25

7月期初 地区平均
地区

ポリオプラス基金寄付合
計

3,455 $56.63 $195,641.05

2021-22年度　クラブ別ポリオ・プラス基金寄付一覧　(USドル)

2021-22年度年度末（2022.07.02時点）

資料⑥
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 RID2660 DDF/GG 実績 2023/1/23

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RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $12,000.00

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

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

DDF計 $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RC 水と衛生 人道奉仕 インドネシア $16,250.00

43 1865393 吹田RC 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RC 水と衛生 人道奉仕 フィリピン $9,000.00

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

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

47 1875889 大阪大淀RC 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RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $16,500.00

DDF計 $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RC 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RC 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RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $5,000.00

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

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

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

DDF計 $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RC 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RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $5,000.00

58 2011691 吹田RC 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RC 疾病予防と治療 COVID-19 日本 $20,000.00

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

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

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

63 2121312 東大阪東RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $5,000.00

64 2123129 大阪平野RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $7,600.00

65 2124142 大阪北梅田RC 母子の健康 人道奉仕 タイ $20,000.00

DDF計 $109,950.00

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

66 2118711 大阪大淀RC 地域社会の経済発展 人道奉仕 カンボジア $5,000.00

67 2123900 豊中RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $20,000.00

68 2124985 大阪アーバンRC 水と衛生 人道奉仕 パキスタン $20,000.00

69 2233244
守口イブニング

RC
疾病予防と治療 人道奉仕 台湾 $5,000.00

70 2230192 大阪心斎橋RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $19,000.00

71 2236587 大阪中央RC 疾病予防と治療 奨学生 英国 $40,000.00

DDF計 $109,000.00

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

71 2236410 東大阪東RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $5,000.00

72 2234069 大阪中之島RC 平和構築と紛争予防 人道奉仕 台湾 $5,000.00

73 2236914 豊中RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $20,000.00

74 2343228 大阪イブニングRC 疾病予防と治療 人道奉仕 フィリピン $5,000.00

75 2342433 大阪南RC 母子の健康 職業研修チーム カンボジア $11,000.00

76 2342247 大阪心斎橋RC 疾病予防と治療 人道奉仕 タイ $10,000.00

※ No.71 東大阪東RCの共同提唱は前年度申請・今年度財団承認 DDF計 $56,000.00

2017-18年度

2018-19年度

2020-21年度

2022-23年度（網掛は審査中）

2019-20年度

2021-22年度
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 22-23地区補助金申請／報告状況

地区番号またはクラブ名 活動概要 実施国 金額 (USD) 中間報告書 最終報告書

1.豊中 子ども食堂への食材寄付 日本 2891

2.枚方 コロナ禍における困窮する関西外国語大学学生に対する食糧支援 日本 3621 〇

3.大阪北 タンザニアで開催される全国野球ソフトボール大会の開催支援 タンザニア 7875

4.大阪南 障がい者のアート作品を募集し展覧会とオークションを開催。 日本 4725

5.豊中千里 コロナに負けない 貧困世帯支援プロジェクト 日本 2363

6.大阪北梅田 教育現場支援プロジェクト 日本 2339

7.吹田西 クリーンウォータープロジェクト2022 タイ 3026

8.大阪船場 フィリピンセブ島支援（兼ラーニングセンター）建設資材提供 フィリピン 5040

9.茨木東 茨木市内子ども食堂支援 日本 2037 〇

10.大阪リバーサイド
気仙沼市児童公園「大谷海岸コミュニティ広場」に屋外遊具設置の支援
事業

日本 4331

11.大阪堂島 春のバーベキュー大会 日本 3038

12.東大阪 奄美大島における貧困家庭の子供たちの支援事業 日本 2820 〇

13.大阪梅田 「支援学校×プロ音楽家」貴重な体験を通じて心を育もう 日本 1645

14.茨木 インドネシア ジョグジャカルタの孤児院に対する寝具事業プロポザール インドネシア 5473

15.大東 大東の子供たちに笑顔をⅢ 日本 3119 〇

16.東大阪東 よろず相談室 日本 3938

17.箕面 大阪青山大学 学生食堂支援事業 日本 4686 〇

18.大阪大淀 大阪大淀ロータリークラブ50周年記念青少年育成ラグビー交流大会 日本 4725

19.くずは 枚方市内小中学校におけるICT教育授業支援プロジェクト 日本 2543

20.池田くれは 川から海の豊かさを守ろう～ウェルネスごみひろいと映像発信 日本 2113

21.大東中央 大東市の公立保育園・幼稚園に対面式おさんぽ車（避難車兼用）寄贈 日本 1595 〇

22.吹田 カンボジアの人々に日本の優れた医療を届けるプロジェクト カンボジア 6648

資料⑨
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23.交野 子ども食堂への備品寄付 日本 3290

24.大阪難波
児童養護施設への園遊具及びサッカーボール寄贈とサッカースクールの
開催

日本 1759

25.八尾東 ひとり親世帯及び生活困窮世帯への食糧支援 日本 3861

26.東大阪RAC 子ども食堂に通う家庭環境に恵まれない子どもたち支援 日本 2363 〇

27.大阪そねざき 防災セミナー 日本 1592

28.大阪柏原 児童養護施設の児童たちコロナ禍を吹き飛ばす一日をプロジェクト 日本 4725

29.大阪心斎橋 ブレックファストフォーライフ（公立小学校朝食提供サービス） フィリピン 2363

30.東大阪中央 児童養護施設の子供達を「神戸どうぶつ王国」に招待 日本 1430

31.大阪西南 フィリピンの小学校にトイレ及び洗面台を寄贈するプロジェクト フィリピン 3502

32.大阪御堂筋本町 小規模児童養護施設の新設に伴う生活用家電の寄贈 日本 3874

33.茨木西 児童福祉施設芸術鑑賞プロジェクト 日本 2177

34.大阪東 青少年育成プロジェクト 日本 3458 〇

35.大阪西 「にんげんキャンプ」プロジェクト子ども食堂×デフアカデミーコラボ
キャンプ

日本 4390 〇

36.高槻東 地域で育む子供たちの明日「児童虐待防止活動」 日本 3975 〇

37.大阪中央 Family Food Project 日本 3,465

38.大阪アーバン
保育園にAEDを設置し、園児の保護者、保育者に幼児の安全を普
及

日本 1633

39.大阪城東 大阪の吹奏楽文化を紡ぎ、育む（木蘭・コスモスコンサート） 日本 4674

40.守口
50周年記念植樹したセンベルセコイヤをクリスマスツリー風にラ
イトアップ

日本 1871

41.大阪西南RAC 生理の貧困プロジェクト 日本 2363

42.大阪北RAC こども110番啓蒙活動 日本 2363

43.大阪東淀ちゃやまち 留学生と行く富士山旅行 日本 3150

臨時費: 27480

管理運営費: 4123

合計（USD): 174472


