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No. クラブ 種類 プロジェクト概要 申請額 プロジェクト総額

1 H-1 大阪リバーサイド 災害支援（東日本） 被災中学校生徒をUSJに招待 ¥600,000 ¥2,927,340

2 H-2 大東 国際奉仕 ネパールで障害者用職業訓練施設に浄水器設置 ¥299,030 ¥664,512

3 H-3 大阪梅田 社会奉仕 知的障害者を野球観戦に招待 ¥205,000 ¥410,000

4 H-4 大阪船場 災害支援（東日本） 協力団体にコピー機寄贈 ¥500,000 ¥1,000,000

5 H-5 高槻東 社会奉仕 高齢者と芝居や踊り ¥600,000 ¥1,315,300

6 H-6 東大阪東 社会奉仕 知的・身体障害者施設に備品寄贈 ¥220,120 ¥440,240

7 H-7 守口イブニング 社会奉仕 公立幼稚園5箇所にテント寄贈 ¥235,000 ¥470,000

8 H-8 茨木西 社会奉仕 知的・身体障害者施設に備品寄贈 ¥202,144 ¥404,288

9 H-9 池田くれは 社会奉仕 母子家庭の親子をUSJに招待 ¥600,000 ¥1,200,500

10 H-10 大阪淀川 国際奉仕 バングラデッシュの診療所に薬品寄贈 ¥430,312 ¥956,250

11 H-11 門真 社会奉仕 小中学生のかけっこ教室を開催し、運動能力や礼儀作法を学ぶ機会とする ¥450,000 ¥900,000

12 H-12 東大阪みどり 国際奉仕 タイ山岳地帯の小学校に浄水器とスポーツ用品寄贈 ¥330,000 ¥760,000

13 H-13 大阪南 社会奉仕 高齢者サロン ホームシアター・バンキング ¥589,579 ¥1,179,158

14 H-14 豊中千里 国際奉仕 カンボジア僻地における健康診断 ¥286,411 ¥572,822

15 H-15 東大阪中央 国際奉仕 フィリピンのスラム地区小学校に衛生施設と視聴覚教材寄贈 ¥286,875 ¥637,500

16 H-16 東大阪 国際奉仕 ベトナムの孤児に浄水器を寄贈 ¥204,510 ¥409,020

17 H-17 大阪柏原 社会奉仕 養護施設児童に水泳体験を提供 ¥298,252 ¥596,505

18 H-18 大阪大手前 災害支援（東日本） 被災者用運動施設の整備事業 ¥223,738 ¥497,197

19 H-19 箕面 社会奉仕 養護施設児童に楽器を寄贈 ¥207,000 ¥460,000

20 H-20 豊中 社会奉仕 市民公開講座「高齢者の認知症」 ¥203,077 ¥507,692

21 H-21 吹田 国際奉仕 ミャンマーで井戸とトイレの設置 ¥512,933 ¥1,139,850

22 H-22 大阪北梅田 社会奉仕 特別支援学校に教育資材を寄贈 ¥220,450 ¥489,888
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23 H-23 大阪中之島 国際奉仕 ベトナム、ダナンの病院へ医療機器寄贈 ¥216,108 ¥432,216

24 H-24 吹田西 社会奉仕 公立小学校にバスケットゴール一式寄贈 ¥202,467 ¥449,928

25 H-25 大阪うつぼ 国際奉仕 スーダン共和国に巡回診療用牽引車寄贈 ¥399,840 ¥799,680

26 H-26 八尾中央 災害支援（東日本） 震災学習テキスト製作プロジェクト ¥200,000 ¥414,460

27 H-27 守口 社会奉仕 自転車事故等に関する問題と対策 ¥204,615 ¥454,700

28 H-28 大阪南西 社会奉仕 私立保育園に積み木贈呈 ¥200,412 ¥445,360

29 H-29 交野 社会奉仕 故郷の景観想像プロジェクトⅡ（植栽） ¥540,000 ¥1,216,620

30 H-30 大阪西 国際奉仕 フィリピンにおけるマングローブ森林活動 ¥301,410 ¥301,410

31 Ｈ-31 吹田江坂 社会奉仕 高齢者対象に医療・介護・福祉に関する相談会開催 ¥449,985 ¥999,967

32 Ｈ-32 大阪咲洲 国際奉仕 フィリピンの小学校の改築と本棚・キャビネットの設置 ¥670,000 ¥2,040,000

33 Ｈ-33 大阪西南 国際奉仕 フィリピンの小学校にトイレと洗面所を設置 ¥390,000 ¥885,669

34 Ｈ-34 八尾東 国際奉仕 ブータンの保育・幼稚園に送迎用ミニバス寄贈 ¥640,204 ¥1,280,408

35 Ｈ-35 八尾 社会奉仕 車椅子バスケットボール親善交流会開催 ¥591,200 ¥1,182,400

36 Ｈ-36 大阪東南 災害支援（東日本） 被災高校生にユニフォームの提供 ¥440,560 ¥881,121

37 Ｈ-37 くずは 社会奉仕 小学校45校に防災用折りたたみ式担架を寄贈、防災意識啓発運動 ¥279,450 ¥558,900

38 Ｓ-1 大阪東 奨学金 ベトナムの大学生に奨学金を提供 ¥306,000 ¥612,000

40 地区 臨時費 国内外の災害支援など準備金 ¥1,000,000

41 地区 管理運営費 （振込み手数料） ¥40,000

¥14,776,682 ¥30,892,901総合計
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