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番号 クラブ名 活動の種類 活動内容 活動の実施地 
地区補助金 
（US$） 

プロジェクト 
総予算 

1 大阪中央 社会奉仕 身体障害者歩行訓練用トレーニング器材の寄贈 日本 2,853 ¥467,775 

2 豊中 奨学金 外国人留学生の博士後期課程に奨学金を授与 日本 4,940 ¥900,000 

3 茨木西 社会奉仕 支援学校に医療機器や学習活動の為の音響機器を寄贈 日本 2,520 ¥413,280 

4 大阪西南 社会奉仕 視覚障害者のために高速点字プリンターを寄贈 日本 6,000 ¥1,299,900 

5 八尾東 社会奉仕 障害者の保護者や支援者への情報提供や支援活動のための講演会を開催 日本 2,300 ¥404,690 

6 大阪南 社会奉仕 いじめや暴力の未然防止の為にグループ学習を実施し、学習用備品を寄贈 日本 6,784 ¥1,193,892 

7 大阪平野 人道的国際奉仕 小学校にトイレ設備を設置 ラオス 3,762 $7,524 

8 大阪南西 社会奉仕 公的育児機関にテントとスポーツ用品の寄贈 日本 2,295 ¥448,774 

9 大阪うつぼ 災害復興支援 仮設住宅の高齢者に、農作業のための移動・運搬用車両を寄贈 日本 3,182 ¥587,480 

10 東大阪 人道的国際奉仕 孤児院に学習用パソコンと周辺備品の寄贈 ベトナム 2,502 $5,004 

11 大阪難波 災害復興支援 台風による土砂災害被災地の小学校と保育所に備品を寄贈 日本 3,410 ¥600,000 

12 大阪そねざき 災害復興支援 被災中学校の学習環境整備と支援授業の実施 日本 6,819 ¥1,753,090 

13 大阪咲洲 災害復興支援 豪雨被災小学校に学用品を寄贈 日本 2,336 ¥411,050 

14 八尾中央 災害復興支援 被災小学校へ暖房機器を寄贈 日本 4,262 ¥750,000 

15 大阪ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 人道的国際奉仕 職業研修生に送迎トラックとユニフォームを寄贈 カンボジア 6,522 $14,185 

16 大阪梅田 社会奉仕 子供ホスピス・シアタールームにプロジェクターを寄贈 日本 2,364 ¥415,980 

17 茨木 人道的国際奉仕 国立大学に顕微鏡を寄贈 ラオス 6,818 ¥1,199,940 

18 高槻東 災害復興支援 被災小学校に放射能除去浄水器を寄贈 日本 6,819 ¥1,200,000 

19 交野 社会奉仕 小中学生とともに植樹を実施 日本 5,682 ¥1,120,350 

20 守口ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 災害復興支援 被災幼稚園に備品を寄贈 日本 2,273 ¥416,100 

21 箕面 社会奉仕 青少年を対象に、薬物乱用の危険性をテーマに講習会を実施 日本 6,819 ¥1,320,000 

22 大阪大淀 災害復興支援 被災小学校へ演奏会用楽器の寄贈 日本 5,398 ¥950,000 

23 守口 社会奉仕 自殺予防の啓発を目的に講演会やラジオ放送を実施 日本 2,330 ¥512,900 
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24 くずは 社会奉仕 児童通学路に交通安全標識を設置 日本 3,424 ¥640,500 

25 箕面千里中央 人道的国際奉仕 離島の学校に防潮塀と集会用野外ステージの寄贈 フィリピン 2,590 $5,180 

26 東大阪東 社会奉仕 高齢者のための医療・介護・福祉についての相談会を開催 日本 4,000 ¥955,325 

27 大阪大手前 社会奉仕 公立支援特別学校に拡大読書機の寄贈 日本 2,272 ¥464,400 

28 大阪淀川 災害復興支援 被災小学校へ学用品の寄贈 日本 2,209 ¥451,500 

29 池田くれは 社会奉仕 市民と共に植樹作業の実施 日本 6,819 ¥1,200,000 

30 吹田西 人道的国際奉仕 農村の公立校へ浄水器寄贈 タイ 2,400 $5,333 

31 大阪東 人道的国際奉仕 地雷・病気・事故により脚を失った患者に、義足や車いすを寄贈 スリランカ 3,029 $6,058 

32 茨木東 災害復興支援 被災者の心のケアーを目的に、ムービー・コンテストを開催 日本 3,510 ¥772,060 

33 豊中千里 人道的国際奉仕 僻地で健康診断を実施 カンボジア 2,955 $5,909 

34 大阪中之島 災害復興支援 被災児童施設に備品を寄贈 日本 4,348 ¥1,265,114 

35 大阪柏原 社会奉仕 児童養護施設の児童と生徒を遊園地に招待 日本 4,561 ¥932,400 

36 大阪北梅田 災害復興支援 被災地に自動体外式除細動器を寄贈 日本 2,446 ¥450,000 

37 高槻 社会奉仕 高校生に将来のリーダーを育成する勉強会を開催 日本 6,819 ¥1,200,000 

38 大阪城南 社会奉仕 公立支援校へ、運動用具を寄贈 日本 2,624 ¥482,643 

39 門真 社会奉仕 地域奨学生教育の為の備品寄贈 日本 5,599 ¥985,320 

40 大東 社会奉仕 老人、子供、妊婦、障害者の為のベンチを公園に設置 日本 2,394 ¥475,000 

41 大阪鶴見 人道的国際奉仕 子供達が教育や保護の機会を得られるよう出生登録を支援 フィリピン 2,718 $6,030 

42 大阪城東 社会奉仕 中学校吹奏楽部の演奏会を支援 日本 2,671 ¥614,185 

43 大阪フレンド 社会奉仕 障害者や子供達と共に、公立児童館の遊具を修繕 日本 2,322 ¥436,506 

44 吹田 人道的国際奉仕 孤児や地域住民の為に、集会所の補修とトイレの設置 ミャンマー 4,950 $11,000 

 総合計 173,650 ¥34,312,454 

(US$=¥100) 

 


