
２６３０地区国際奉仕委員会の
国際奉仕活動について

２０２１年２月１８日
地区国際奉仕委員会委員

野地俊行



１．東南アジアのRCのゾーン

２．タイのロータリークラブ

３．タイの生活水準の現状



東南アジア第６区域は、
６A：インド
６B：
１．パキスタン（3271,3272地区）
２．バングラディシュ(3281,3282地区）
３．マレーシア(3300地区）
４．シンガポール、ブルネイ、

マレーシアの一部(3310地区）

東南アジア第６ゾーンのロータリークラブ

５．タイ、カンボジア、ラオス、
ミャンマー(3330,3340,3350,3360
地区）



タイのロータリークラブ

クラブ数：347 会員：8,415名
男性：4,935（59％） 女性：3,480（41％）

タイは、カンボジア、ミャンマー、ラオス
を含んでおり、3330,3340,3350,3360地区の4地区がある

タイのロータリーは女性の会員が４１％と非常に多い。女性のガバナー経験者も多く、
男女一体となった奉仕活動を推進



１．タイと日本の平均年収と一人当たりのGDP比較（2018年）

タイの平均年収：１４０万円
日本の平均年収：４２９万円
タイの一人当たりのGDP：0.7万ドル （ラオス ０．２５万ドル カンボジア 0.15万ドル ミャンマー ０．１３万ドル）
日本の一人当たりのGDP 3.9万ドル
参考）フィリピン ０ ３万ドル

タイの生活水準の現状

２．タイのロータリアンからの情報
１）タイの都会と僻地の貧富の差が日本より大きく、

社会奉仕としてすべき事が多い。
２）３３５０地区では、年３件位、３３３０地区では

年１件のグローバル補助金事業を実施

参考）フィリピン ０．３万ドル

タイの生活水準は日本に比べ、約四分の一



国際奉仕委員階の
グロバール補助金を使った

奉仕活動奉仕活動



以下の六つの重点分野の支援

１．平和と紛争予防／紛争解決

２．疾病予防と治療

グローバル補助金（Grobal Grants)

３．母子の健康

４．水と衛生設備

５．基礎的教育と識字率向上

６．経済と地域社会の発展

を支援する。



２６３０地区国際奉仕委員会のグローバル補助金事業の活動

２０１８－２０１９ ２０１９－２０２０ ２０２０－２０２１

基礎的教育と識字率の向上
目的：将来の社会の発展を考えた

教育と識字率の向上
予算：86,500ドル
資金:クラブ 32,500ドル,
地区、国際財団 54,000ドル

参加地区：3350,3360,2630
支援先：８０ヶ所の小学校
場所：バンコク周辺、タイ

水と衛生設備

疾病予防と治療
目的：骨疾患患者の治療用

整形外科用器具の設置
予算：69,000ドル
資金:クラブ 3,500ドル

地区、国際財団 65,500ドル
参加地区：3330、2630、2500、3590
支援先：ヤラ－病院
場所：ヤラ－、タイ

疾病予防と治療

基礎的教育と識字率の向上
目的：将来の社会の発展を考えた

教育と識字率の向上
予算：46,000ドル
資金:クラブ 3,500ドル
地区、国際財団 42,７５0ドル

参加地区：3350、3360,、2630
支援先：１０ヶ所の小学校
場所：ピッサヌローク、タイ

母子の健康
水と衛生設備
目的：浄水器の設置
予算：30,500ドル
資金:クラブ 1,000ドル
地区、国際財団 29,500ドル

参加地区：3330,2630
支援先：３ヶ所の小学校
場所：クラビ、タイ

疾病予防と治療
目的：高度な救命機器の設置
予算：36,000ドル
資金:クラブ 4,000ドル

地区、国際財団 32,00ドル
参加地区：3330,2630
支援先：クラビ病院
場所：クラビ、タイ

役割：
実施国：事業の推進と公共イメージの向上 援助国：事業の監視と効果の確認

予算は事業によって異なり、約３００万円～９００万円だが、
日本の１クラブの資金は少額（５万円～２０万円）で参加可能

目的：新生児・赤ちゃんの死亡率及
５歳未満幼児の死亡率と罹患率の削
減
予算：68,200ドル
資金:クラブ 3,500ドル（多治見RS）
地区、国際財団 64,700ドル
参加地区：3330、2630
支援先：サンファラン病院
場所：サナチャン、タイ



バンコック周辺

クラビ

ミャンマー

ラオス
国際奉仕委員会が
活動している場所 ピッサヌローク

□基本的教育と
識字率の向上
□母子の健康

プーケット

ヤラ－

□水と衛生設備
□疾病予防と治療



プロジェクトの予算

合計（ドル）

 教員養成教材・研修 4,403US$                         

パソコン及びソフトウェア 11,535US$                        

モニタリング及び管理等 3,859US$                         

図書館用棚設備等

プロジェクトの予算調達（両国の提唱クラブには◎をつけて下さい）

金　額　（ドル）　予定　支　　出　　項　　目　　予定

図書館用　書籍 

百科事典・辞書ｾｯﾄ 6,129US$                         

5,323US$                         

46,250US$                        

15,001US$                        

プロジェクト名

　（地区）タイ国　3350地区　　　     （クラブ）Silom ロータリークラブ

プロジェクトの情報

タイ国地方学校への図書用書籍・教材・備品及び教員養成教材・研修
Basic Education and Literacy

プロジェクトの実施地

実施国の代表提唱者

地域社会のニーズ

P. Perayuch C. 

親日国として知られ、経済が発展しているタイですが、地方に目を向けるとまだまだ教育資材
が行き届いておらず、学校に行きたくても行けない子どもたちがいます。貧困の連鎖を断ち切
るためには、識字率を向上させることが大切です。タイの子どもたちが少しでも豊かに、平和に
暮らせるようにと、願いながら計画を進めていきました。今の貧しい地方の子どもたちへの支援
が、地域社会を発展させる力を高めます。このプログラムには、地域社会全体の参加を促進し
ます。タイの北部の貧しい子どもたちの学習能力を高めるため、このプロジェクトが急速に進展
していくことを願います。

熊野ロータリークラブが参加した２０２０－２０２１年度基本的教育と識字率の向上プロジェクトの詳細

プロジェクトの概要
□地方の学校１０校へ、識字率向上の為の書籍、
書籍・教材・辞典・パソコン及びソフト備品等を
支援
□学校での図書担当教員と司書の２人に教材を用意
して指導する研修をする

成果の持続と測定可能性

　 ３３６０地区

　 ３３5０地区

◎名張中央ＲＣ 　

   美濃加茂RC

   熊野RC

   尾鷲RC

   多治見西RC

　 ２６３０地区 　

合計（ドル）

総合計（ドル）

10,000US$               

22,250US$                        

500US$                   

3,500US$              20,500US$               

22,250US$                        

1,000US$              

500US$                

500US$                

500US$                

10,000US$               

援助国

実施国

クラブ／地区／その他

1,000US$              

現金（ドル） DDF（ドル） 国際財団活動資金申請額

プロジェクトの予算調達（両国の提唱クラブには◎をつけて下さい）

46,250US$                                                                                     

実施期間

成果の持続と測定可能性

１．対象地域の地元ロータリークラブと連携して、地域社会のリーダーとも協力して、支援全体
の必要性を審査します。
２．教員養成プログラムに関する地域のリーダーと学校管理者に訪問し、資金の調達と寄付等
について話し合い、助成された資金の管理を確実にします。
３．受益者にプロジェクトの成果の聞き取りと、地域での評価を審査します。
４．地元とソーシャルメディアを通したロータリーの公共イメージの向上に努めます。
５．地元ロータリークラブ・学校関係者・地域の責任者がプロジェクトが効果的に継続されるよう
監督します。
６．プロジェクトの成果は、直接観察等の方法で一定期間ごとに測ります。

プロジェクトの概要

（開始）２０１９年　１１月　１日　～　（終了）２０２０年　６月　３０日

１．地方の学校10校へ、其々のニーズに合わせて識字率図書等を支援します。
２．其々のニーズに合わせて図書用書籍・教材・辞典・パソコン及びソフト・備品を支援します。
３．各学校での図書館担当教員と司書の2人を、教材を用意して指導する研修を行います。

□受益者への成果の聞き取りと地域での評価
□メディアを通したロータリーの公共イメージの向上
□地元クラブ、学校関係者、地域の責任者が効果的
に継続されるよう監督
□成果は直接観察等の方法で一定期間毎測定



２０２０年ー２０２１年（今年）
の基本的教育と識字率向上プロジェクトの基本的教育と識字率向上プロジェクト
の引き渡しセレモニー（１０校中２校）



ピッサヌロークにあるラクタイ学校での
引き渡しセレモニー。この学校はラー
マ４世国王によって１９７８年に作ら
れた歴史的な学校。



この引き渡しセレモニーには３３６０地区のガバナーとロータリアンが参加。これは、学校と地元地域の学習セン
ターとしての新しい学校の図書館。書籍、学習教材、コンピュター、図書管理システムのソフトウェア―等が贈ら
れた。





２０２０年ー２０２１年（今年）
の母子の健康プロジェクトの母子の健康プロジェクト
の引き渡しセレモニー







RCが提供した医療機器を
使って、肺の疾患で
呼吸困難になった
赤ちゃんを治している赤ちゃんを治している



タイのロータリアン
との親睦



タイと日本のロータリアンの記念撮影
（親睦）

３３３０地区の地区大会 バンコックでの３３５０地区との夕食

PG Mr.Peera Farmpiboon
Krabi

Mr. Sasaya
2500地区 中標津RC
ロータリー財団部門 委員長

PG Mr. Yosimoto
2500地区 釧路ベイRC

PG
3330地区 プーケットRC コンタクト先：

３３５０地区の
カセミチャイ（PG)さん



3330地区の地区大会

日時：2019年3月29日～31日
場所：ナコーンパトム、タイ
２６３０地区からの参加者：
宮﨑 弘夫 奉仕P委員長
篠原 一行 国際奉仕委員長

野地 俊行 国際奉仕委員地 俊
行 国際奉委



３３３０地区の地区大会会場風景



タイの奉仕事業に参加している国

日本から３地区
韓国から４地区
マレーシアから１地区



青少年交換活動

北米（USA、カナダ、メキシコ）
南米（アルゼンチン、ブラジル）
欧州（イタリア、スペイン、フランス、ベルギー、デンマーク、ドイツ、チェコ）
ロシア、南アフリカ、韓国、日本の

１６ヶ国から青少年が来ており、日本と同じ、英語が第二外
国語のタイでグローバルな青少年交換活動が実施されている。



二日目の全員参加の夕食会

地区大会への参加者
全員での夕食会風景



タイの伝統的な踊り



夕食会でのディスコダンス

夕食会でのディスコダンスに参加して

ロータリアンとしての一体感
を感じた



地区大会のフィナーレ

今年度と次年度
地区役員



親睦、人間関係の構築、情報収集が出来た。
これからも継続してこれらの活動を行っていきます。



ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました


