
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2660 
2021-2022 年度 クラブ国際奉仕委員 会議

日時：2021 年 10 月 23 日（土）10：00～12：30 
会場：大阪 YMCA 国際文化センター 並びに オンライン

《 会議進行表 》

（敬称略）

議事 担当 

1 開会と資料確認 

＜司会＞ 

地区国際奉仕委員会 

委員 上田 勝嗣 

2 開会点鐘・挨拶 ガバナー 吉川 秀隆 

3 
地区国際奉仕委員会 

委員長 挨拶 

地区国際奉仕委員会 

委員長 北井 雄大 

4 
ロータリー財団補助金の基本 

（地区補助金とグローバル補助金） 

地区ロータリー財団委員会 

補助金小委員長 新堂 博 

5 
第１部 

コロナ禍でもできる国際奉仕まるかじり 

大阪西南 RC(IM 第 5 組) 

大阪堂島 RC(IM 第 5 組) 

【解説】 

地区ロータリー財団委員会 

補助金小委員長 新堂 博 

6 休 憩（10 分） 

7 
第 2 部 

アフターコロナでできる国際奉仕まるかじり 

茨木 RC(IM 第 2組) 

大阪リバーサイド RC(IM 第 5 組)

大阪平野 RC(IM 第 6 組) 

【解説】 

地区ロータリー財団委員会 

補助金小委員長 新堂 博 

8 国際大会のご案内 
地区国際奉仕委員会 

副委員長 徳上 洋之 

9 講評並びに閉会挨拶 パストガバナー 山本 博史

10 閉会点鐘 ガバナー 吉川 秀隆
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◆  配 布 資 料 一 覧  ◆ 

 出席者名簿         【資料 1】 

「ロータリー財団補助金の基本」                              【資料 2】 

「外国人留学生に対する教育・就労支援について」           【資料 3】 

「今・国際奉仕が出来る事を TRY」                   【資料 4】 

「国際奉仕プロジェクト」       【資料 5】 

「カンボジア環境改善  地区補助金 」

「タイ疾病予防と治療  グローバル補助金 」                       【資料 6】 

「フィリピン・セブ島 イナヤワン地区における我がクラブの活動」     【資料 7】 
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（敬称略）

役　職 氏　名 クラブ名 役　職 氏　名 クラブ名

ガバナー ● 吉川　秀隆 大阪 地区副代表幹事 ● 生駒　伸夫 大阪

顧問団　パストガバナー/
地区研修委員会　委員長

● 山本　博史 大阪南 地区副代表幹事 井戸　剛 大阪

顧問団　パストガバナー/
地区研修委員会　副委員長

● 四宮　孝郎 大阪西南 地区常任幹事 奥田　吾朗 大阪

顧問団　直前ガバナー ● 簡　仁一 茨木 ロータリー財団委員会　委員長 ● 村橋　義晃 大阪中之島

ガバナーエレクト ● 宮里　唯子 茨木西
ロータリー財団委員会

資金推進小委員会　委員長
明石　晃 大阪西

ガバナーノミニー/
I.M.第1組ガバナー補佐

● 延原　健二 大阪大淀
ロータリー財団委員会
補助金小委員会　委員長

● 新堂　博 大阪城北

I.M.第3組ガバナー補佐 森本　匡昭 大阪城北
ロータリー財団委員会
奨学金小委員会　委員長

● 塚本　英 大阪北梅田

I.M.第4組ガバナー補佐 ● 大谷　隆英 大阪柏原 ロータリー財団委員会　委員 渡邊　徹 大阪東

I.M.第5組ガバナー補佐 ● 柿本　円 大阪リバーサイド 国際奉仕委員会　委員長 ● 北井　雄大 大阪平野

I.M.第6組ガバナー補佐 ● 吉村　昭 大阪平野 国際奉仕委員会　副委員長 ● 津田　和義 大阪北梅田

I.M.第1組ガバナー補佐エレクト 神寳　敏夫 大阪梅田 国際奉仕委員会　副委員長 ● 徳上　洋之 大阪リバーサイド

I.M.第2組ガバナー補佐エレクト 伊藤　智秋 高槻 国際奉仕委員会　委員 ● 津村　昌明 茨木西

I.M.第3組ガバナー補佐エレクト ● 塩谷　眞治 大阪東 国際奉仕委員会　委員 ● 西本　恵美子 高槻

I.M.第4組ガバナー補佐エレクト 伴井　敬司 大阪難波 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

I.M.第5組ガバナー補佐エレクト 小山　章松 大阪船場 国際奉仕委員会　委員 ● 乾　禎則 池田くれは

I.M.第6組ガバナー補佐エレクト ● 若宮　邦弘 大阪天王寺 国際奉仕委員会　委員 ● 坂本　一成 吹田西

地区代表幹事 ● 早嶋　茂 大阪 国際奉仕委員会　委員 ● 井上　健一 高槻東

次年度地区代表幹事 下條　泰利 大阪南 国際奉仕委員会　委員 ● 尾島　康弘 大阪堂島

地区研修委員会　委員 樋口　信治 大阪 国際奉仕委員会　委員 ● 上田　勝嗣 大阪西南

地区研修委員会　委員 中島　清治 大阪天満橋 国際奉仕委員会　委員 ● 木村　奈奈 大阪水都

地区研修委員会　委員 藤井　眞澄 大阪南

地区研修委員会　幹事 ● 清水　久博 大阪南

国際ロータリー第2660地区 2021-2022年度 クラブ国際奉仕委員長会議 出席者一覧表 ①

●  会場出席者
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             （敬称略）

ＩＭ クラブ名
国際奉仕委員長
（代理の方含む）

ＩＭ クラブ名
国際奉仕委員長
（代理の方含む）

池田 ● 近藤　秀一 東大阪 ● 市村　優次

池田くれは ● 奥村　雅一 東大阪東 欠席

箕面 西宮　富夫 東大阪西 ● 松尾　治

箕面千里中央 藤本　年朗 東大阪中央 ● 佐藤　三千秋

大阪水都 ● 風呂谷　悟史 東大阪みどり ● 谷口　明

大阪中央 吉田　悦治 大阪柏原 ● 林　芳繁

大阪北梅田 青山　快玄 大阪御堂筋本町 ● 安部　潤一

大阪北 村岡　基 大阪難波 ● 松田　禎胤

大阪大淀 ● 尾崎　雅俊 大阪ネクスト 齋藤　安以子

大阪そねざき ● 山野　拓也 大阪南 松田　朋浩

大阪梅田 南万　須子 八尾 ● 藤田　隆司

大阪梅田東 欠席 八尾中央 露原　行隆

豊中 小寺　潤一 八尾東 中澤　剛

豊中千里 森田　正治 大阪堂島 ● （尾島　康弘）

豊中南 増山　忠雄 大阪フレンド 稗苗　秀三

● 殿村　昌弘 大阪西北 欠席

久保　義誓 大阪リバーサイド 中村　真

● 久保　秀一 大阪船場 吉本　力

茨木東 松尾　康弘 大阪心斎橋 東田　展明

茨木西 ● （津村　昌明） ● 森田　剛史

大阪東淀ちゃやまち 西埜　伊宜 ● 森　隼人

大阪淀川 白方　誠彌
大阪ユニバーサル

シティ
橋本　勉

千里 福本　卓司 大阪アーバン 梅村　俊和

千里メイプル 水島　洋 大阪うつぼ 近藤　元信

摂津 欠席 大阪西 作野　正宏

新大阪 欠席 大阪 ● 嘉納　秀一

吹田 ● 和田　江霓 大阪イブニング ● 松浦　克巳

吹田江坂 長島　寛 阿部　洋治郞

吹田西 木田　昌宏 ● 河村　由紀子

高槻 飯田　哲久 大阪城南 青野　縣一

高槻東 久井　隆 大阪中之島 植屋　亨

高槻西 欠席 大阪大手前 ● 多田　秀觀

大東 中野　隆二 大阪咲洲 欠席

大東中央 北田　宗男 大阪東南 西辻　豪人

枚方 家高　健志 大阪天満橋 吉村　圭太

門真 大田　美和 大阪天王寺 吉田　茂夫

内山　惠一 大阪帝塚山 ● 塩中　一成

安田　浩治

香里園 的場　信一郎

くずは ● 松吉　冨美彦

守口 三宅　洋行

守口イブニング ● 栁本　幹男

寝屋川 ● 中谷　廣一

横井　理

弓場　博充

大阪城東 佐々木　多喜子

大阪城北 中山　卓三 ●  会場出席者

大阪鶴見 吉羽　潤司

国際ロータリー第2660地区 2021-2022年度国際奉仕委員長会議 出席者一覧 ②

1
組

４
組

大阪東

交野

３
組

大阪西南

５
組

茨木

２
組

大阪平野

６
組
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2021-22年度

地区ロータリー財団委員会
補助金小委員会
新堂 博 大阪城北RC

ロータリー財団補助金の基本
（地区補助金とグローバル補助金）

1

2

5

【資料②】



①地区補助金とグローバル補助金 授与と受託の条件
②2660地区・財団補助金申請ハンドブック

①

②

地区補助金と
グローバル補助金
の選び方

3

4

6



地区補助金(DG=District Grants)地区補助金(DG=District Grants)
地元や海外で行う小規模で短期（1年以内に終了）の活動に

活用する補助金です。
この補助金は地区が管理、配分しますので、クラブは地区の

申請要件に従わなければなりません。

DG  地区補助金（1年以内）

5

6
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地区補助金

財団補助金申請要件の制約事項…地区補助金

特定の受益者、団体、地域社会に対する継続的または過度の支援

3年程度の継続的活動を認めることがあります。ただし、受益者の過半数が変更され
ているか、あるいは活動内容が変更されている場合、さらにロータリアンが積極的に
活動に関わっている場合に限ります。

また直接受益者への支援に該当しない備品や設備の備品の寄贈、団体の運営費補助に
は補助金は使用できません。また既存のイベントに対して新規に運営支援を行う場合
も同様です。

行政や団体への支援

行政や他団体は活動の協力団体とみなされ、物品等の寄贈先にはなれません。
ロータリアンの補助金活動は受益者に対して直接実行して下さい。

講師の報酬

講師などの個人への報酬は原則として認められません。効果的な活動に必須不可欠
な場合は承認されることもあります。

7

8
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グローバル
補助金とは？

複数国のロータリークラブ/地区による
共同事業に対して授与され中規模

測定可能な成果を生む持続可能な活動が対象。

2660地区では地区財団活動資金を利用した場合1件のみ可
上限額 $20,000

「環境」が新しい重点分野に

プロジェクトのための補助金申請
2021年7月から受付を開始。

環境

グローバル補助金

9

10
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GG グローバル補助金
人道的プロジェクト 奨学金 職業研修

グローバル補助金より資金が出されるすべてのプロジェクトは
次の重点分野の 1 つ以上にその目的を目指して努力しなければなりません。

7重点分野

1.平和構築と紛争予防
2.疾病予防と治療
3.水と衛生
4.
5.基本的教育と識字率向上
6.地域社会の経済発展
7.環境

11
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〇学校に教科書や教育資材を提供するなら、
を集めて、女子教育の重要性を訴える啓発セミナーを実施する。

感染症に関する教育を実施する。

〇病院に医療器材を贈呈するなら、
病気の予防や自宅療養のセミナーを開催する。

〇肢体不自由な人びとに車椅子を提供するなら、
併せて職業研修を実施して彼らが収入を得られるようにしたり、自立を促す。

「持続可能」なプロジェクトの例

提供する設備や物品が現地調達できるのであれば「持続可能性」につながる。

＊ロータリーボイス グローバル補助金申請のヒント : 5月 17, 2018 宮里 唯子氏 より

Yours in Rotary Service

Dawes Park Evanston
国際ロータリー本部・米国イリノイ州エバンストン

ロータリー財団補助金の基本
地区補助金とグローバル補助金

15

16
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2660地区国際奉仕委員会

© MORI KOSAN Co.,Ltd.

外国人留学生に対する
教育・就労支援について

© MORI KOSAN Co.,Ltd.

在留資格別外国人労働者数の推移

令和3年1月29日厚生労働省発表「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和２年10月末現在）」より抜粋：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html

留学生

外国人社員

研修・実習

永住者・
日系の方

主に…

外国人労働者の増加（全労働人口の２．５％）

外国人留学生に対する教育・就労支援について

© MORI KOSAN Co.,Ltd.

-18.9%

出所：JASSOデータを基にグラフ作成 https://www.studyinjapan.go.jp/ja/statistics/zaiseki/data/2020.html、出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/content/001336801.pdf

準備教育機関

大学院

日本語教育機関

専修学校(専門課程)

学部・短期大学
・高等専門学校

法改正により
日本語教育機関

を計上

280,273

345,791

『留学』総数

令和2年6月末現在
令和2年10月9日 出入国在留管理庁発表

（各年5月1日現在）（人）

許可:25,942人 / 申請:30,924人中
許可率：83.9% (法務省発表：2018年12月末）

許可:30,947人 / 申請:38,711人中
許可率：79.9% (法務省発表：2019年12月末）

留学→就労の在留資格変更者

2020年政府目標：留学生30万人計画は一旦達成

外国人留学生に対する教育・就労支援について

© MORI KOSAN Co.,Ltd.
出所：JASSO 令和元年度私費外国人留学生生活実態調査概要(R2.2-3)
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/statistics/seikatsu/data/2019.html

日本での就職を希望

54.9%

日本での進学を希望

41.4%

帰国を希望

24.1%

※複数回答

※残りは他国への進出、
または未定・不明

留学生の就職状況（希望と現実）① R2年2-3月時点

*2年前(H30.1) 64.6%

外国人留学生に対する教育・就労支援について

© MORI KOSAN Co.,Ltd.

日本で就職

36.9%

日本で進学

26.2%

帰国

22.1%

※残りは他国への進出、
または未定・不明

出所：JASSO 2019（令和元）年度外国人留学生進路状況・学位授与状況調査結果
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2021/03/date2019sg.pdf

就活中

12.5%

博士課程 ：29.6％
修士課程 ：33.7%
専門職学位 ：33.6%
大学 ：42.0%
短期大学 ：60.9%
専修学校 ：39.2%

留学生の就職状況（希望と現実）②

外国人留学生に対する教育・就労支援について

© MORI KOSAN Co.,Ltd.

22卒外国人留学生の内定率は39.0％（2021年7月時点）

出所：2021年8月26日 株式会社ディスコ キャリタスリサーチ https://www.fnn.jp/articles/-/230068

7月時点の内定率

留学生の就職状況（希望と現実）③

外国人留学生に対する教育・就労支援について

24 25

26 27

28 29
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【資料③】



© MORI KOSAN Co.,Ltd.

・圧倒的な情報収集力不足

・日本語能力（基礎・ビジネス）

留学生の課題

*日本人側の課題として
多様性への対応・異文化理解力不足等がある

外国人留学生に対する教育・就労支援について

etc...

© MORI KOSAN Co.,Ltd.

在留外国人による情報共有
・外国人向け広告掲載サイト

www.iiwasabi.com

外国人留学生に対する教育・就労支援について

在留外国人向け情報ポータルサイト

© MORI KOSAN Co.,Ltd.

7,353名 78か国の外国人が登録
(2021.09.21 現在)

WA.SA.Bi.会員 国籍割合グラフ

7,353

7言語で対応

日本語・中国語・タイ語
英語・ベトナム語・

インドネシア語・韓国語

7言語で対応

日本語・中国語・タイ語
英語・ベトナム語・

インドネシア語・韓国語

外国人留学生に対する教育・就労支援について

会員登録状況

© MORI KOSAN Co.,Ltd.

JLPT BJT

●学校等の実施会場にて、
毎年7月・12月の年2回実施

*PBT方式（紙による試験）

●テストセンターにて、
会場によっては毎日実施

*CBT方式（コンピュータ試験）

●受験料：￥6,500（税込）
*2021年試験から 1,000値上げ

●受験料：￥7,000（税込）

●新型コロナの影響により、
2020年7月試験が世界的に中止

●コロナ禍でも、試験継続

JLPTとBJTの比較

●特定活動（本邦大学卒業者）や
高度専門職の証明基準として

法務省から認定

●特定活動（本邦大学卒業者）や
高度専門職の証明基準として

法務省から認定

日本語能力試験 ビジネス日本語能力テスト

外国人留学生に対する教育・就労支援について

© MORI KOSAN Co.,Ltd.

ビジネス日本語能力テスト
BJTが測定する能力の対象
BJTは日本語やビジネスの知識の有無だけを測るテストではありません。
日本語の基礎的な知識があることを前提として、与えられた情報を適切に処理し、
対応することのできる能力を、客観的に測定するテストです。
そのため、日本語のビジネス環境で想定されるあらゆる場面が出題範囲となります。

BJTで問われる７つの能力

①場面・状況を認識する力

②情報の意味・意図を読み取る力

③課題に合った対応力

④ ビジネス文書にかかわる処理能力

⑤言語の基礎力

⑥未知の語句に対する処理能力

⑦日本的商習慣への異文化調整能力

外国人留学生に対する教育・就労支援について

BJTとは？

© MORI KOSAN Co.,Ltd.

2020年実績 70名へのBJT受験料の提供

1. プロジェクト概要
コロナ禍で経済的に困窮している外国人留学生の就業支援として、BJT（ビジネス日本語能力テスト）の受験料7,000円
を大阪西南ロータリークラブが負担。
募集は、森興産株式会社が運営する外国人のためのポータルサイト『WA.SA.Bi.（わさび）』
（https://www.iiwasabi.com/）で実施。

1. 詳細内容
・募集人数：上限70名

・費用（負担額）：490,000円（税込）
・受験期間：2021年1月まで
・受験条件：
①アンケートにて、日本語力（N2レベル以上想定）と就職希望状況を確認の上、受験者を選出
②受験結果は要報告
BJT400点以上を取得した受験者の中から10名程度、面接を行なった上で2021年2月以降開催のロータリークラブの

例会にてスピーチを行う。スピーチが可能な方のみ参加可。
・その他：
①外国人の社員採用を考える企業への採用支援も実施。
②外国人留学生のアルバイト採用を検討している企業は、WA.SA.Bi.への求人掲載も可能。

1. スケジュール
2020/09/29 WA.SA.Bi.申込みページのご確認
2020/09/30 WA.SA.Bi.申込みページの修正

2020/10/01 WA.SA.Bi.申込みページの公開・募集開始
以降 随時、受検者の選定

受験結果の共有
スピーチ候補者の選定・面接

2021/01/31 受験期間 終了

外国人留学生に対する教育・就労支援について

BJT受験支援を通じた

外国人留学生の就業機会拡大プロジェクト

30 31

32 33

34 35
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最終参加者：70名

全申込者：134名

べトナム 24名

中国 18名

台湾 9名

韓国 5名

インドネシア 5名

香港 2名

ミャンマー 2名

ネパール 1名

スリランカ 1名

ケニア 1名

オーストラリア 1名

インド 1名

480点以上の取得者
（高度専門職の証明基準）

20名

- 2021年3月卒業者 ：25名

- 上記以降の卒業者 ：45名

選考

外国人留学生に対する教育・就労支援について

2020年実績 70名へのBJT受験料の提供

BJT受験支援を通じた

外国人留学生の就業機会拡大プロジェクト

© MORI KOSAN Co.,Ltd.

第2498回, 第2499回 例会

BJT得点優秀者15名によるスピーチ

外国人留学生に対する教育・就労支援について

BJT受験者の例会参加、スピーチ、交流

© MORI KOSAN Co.,Ltd.

外国人留学生に対する教育・就労支援について

2021年の継続支援について

1. プロジェクト概要（仮）
コロナ禍の長期化に伴い益々経済的に困窮している外国人留学生の就業支援として、BJT（ビジネス日本語能力テス
ト）の受験料7,000円を大阪西南ロータリークラブが負担する。
募集は、森興産株式会社が運営する外国人のためのポータルサイト『WA.SA.Bi.（わさび）』
（https://www.iiwasabi.com/）で実施。

1. 詳細内容（仮）
・募集人数：上限35名

・費用ご負担額：245,000円（税込）
・受験期間：2022年3月まで
・受験条件：
①アンケートにて、日本語力（N2レベル以上想定）と就職希望状況を確認の上、受験者を選出
②受験結果は要報告
BJT400点以上を取得した受験者の中から10名程度、面接を行なった上で2021年2月以降開催のロータリークラブの

例会にてスピーチを行う。スピーチが可能な方のみ参加可。
・その他：
①外国人の社員採用を考える企業への採用支援も実施。
②外国人留学生のアルバイト採用を検討している企業は、WA.SA.Bi.への求人掲載も可能。

1. スケジュール（仮）
2021/10月中旬 WA.SA.Bi.申込みページの最終確認

2021/10月中旬 WA.SA.Bi.申込みページの公開・募集開始
以降 随時、受検者の選定

受験結果の共有
スピーチ候補者の選定・面接

2022/03/31 受験期間 終了

BJT受験支援を通じた

外国人留学生の就業機会拡大プロジェクト

36 37
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今・国際奉仕が出来る事をTRY

大阪堂島ロータリークラブ

アフリカケニヤ版

ロータリアンとして

夢と希望を創る

アフリカケニヤ首都ナイロビ

アフリカ最大スラム街

マゴソスクール

奨学金支援 食料支援

1 2

3 4

5 6
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300世帯

バウチャー方式

地区補助金

ニーズ

僕の名前はアブドゥバです。僕は現在１５歳です。僕はマゴソスクー
ルに通っていましたが父の収入が少なくセカンダリースクールには行
けないと諦めていました。

だけどロータリークラブの皆さんが、僕のセカンダリースクールへ行
く為の支援をしてもらった事にとても感謝しています。僕の夢はお医
者さんになって将来たくさんの人々の役に立ちたいと思っています。
本当にありがとうという

マゴソスクールの子供達の様子

マゴソスクール

命の救済

心のケア

教育

夢 希望 生きる歓び

7 8

9 10

11
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1 2

プロジェクト

現地クラブとの
共同事業。

国際奉仕事業の重要ポイント

プロジェクト 1

4

プロジェクト 1

ロータリー活動を一般に広く認知して頂ける、ロータリーロゴ

3410地区ガバナーも来てくださり
記念撮影

プロジェクト 1

緊急バイク贈呈式典

1 2

3 4

5 6
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プロジェクト 1 データー

1 32

プロジェクト 2

8

各施設への梱包仕分

プロジェクト2
各施設へ搬入

プロジェクト2

プロジェクト 2 データー

1 2

プロジェクト 3

12

7 8

9 10

11 12
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プロジェクト 3

ロータリー活動を一般に広く認知して頂ける、ロータリーロゴ

ジョグジャカルタ特別州立図
書館のモバイルライブラリ

本事業のモバイルライブラリ
のイラスト

プロジェクト 3 データー

1 2

Neal Creative 

ご清聴をありがとうございました。

13 14
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大阪リバーサイドRC 会長 徳上洋之

•
•

ある会員からの情報から始まります

•
•
•

子どもが売られない世界をつくる活動 

•

•

•

•

•

•

1 2

3 4

5 6
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•

•

•

• 工房への浄水器設置（前年度プロジェクト）

•

•

•

• 工房の稼働率が激減し収益がなくなる

• 働く女性たちへ給料、食事が出せない

2021年4月 急遽プロジェクトを変更

•

•

浄水器設置
支援

工房への食糧
支援

ガバナーより、コロナの影響があっても工夫して地区補助金は使いきって欲しい
（コロナの影響で奉仕活動がストップしてはいけない。） 地区補助金申請受付期間が6月18日まで延長

地区の柔軟な対応に感謝

ZOOMで贈呈式（5月27日）

7 8

9 10

11 12
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事例発表①カンボジア環境改善  地区補助金 

大阪リバーサイドRC 会長 徳上洋之

• •
13 14

15 16

17 18
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•クラブの拠出金が少
なくても大きなプロ
ジェクトができる！

医
療
機
器
贈
呈
式
風
景

•

グローバル補助金を活用した支援事業の感想

•
•
•
•

コロナ禍でもできる！国際奉仕！

メキシコのナボホア病院への医療機器支援 

小児用パルスオキシメーター（50万円分）

贈呈式は現地の病院とZOOMで繋ぎ開催予定

今年度 大阪リバーサイドRC国際奉仕事業

19 20

21 22

23 24
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大阪平野RC 2021-2022
国際平和委員長 河村由紀子

1 2

3 4

5 6
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9 10

11 12
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・入会２カ月目で国際活動に参加した

・平野RCの活動の中心となる国際奉仕活動に早く参加出来て
とても良かった

・世界で困惑する人々を間のあたりにして心から支援していき
たいと思った

・会員どうしの親睦を計れた

・補助金等を使わない独特のクラブの考え方に感銘した

13 14

15 16

17 18
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