


 ネパールからは、09年度のビショさんに続いて、ガハ

テ村のミンクマリさんとジュディガオン村のウルミラさ

んを迎えました。

　ミンクマリさんは、篠山ナマステ会が支援するセティ

デビ小学校の卒業生。ウルミラさんは、第１期研修生バ

ラト・ビスタさんが帰国後立ちあげたＮＧＯ、サマ・セ

ワ・サムハ（ＳＳＳ）の助産師さんです。

　インドネシアからは、これまで研修生を選んできたと

ころの隣村タラタダマからインドラさんを初の研修生と

して迎えました。

第28期研修生

ミンクマリタマン
（ネパール・18歳・女性）

推薦団体：サマ・セワ・サムハ
研修テーマ：有機農業、保健衛生、　
　　　　　　住民組織化

2010年度
会費納入者名簿

（2011.3.31現在）
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　　兵庫県
　　　明石市／伊藤明彦・克美（滞在）
同上

　　兵庫県
　　　豊岡市／寺田正文（野菜・米）
　　　

　　　養父市／太陽保育園（栄養・調理・保育）
　　　神戸市／渋谷冨喜男（野菜）　
　　　篠山市／円谷豊子（野菜・米）
　　島根県
　　　松江市／穴道保健センター（保健衛生）　
　　　東出雲町／東出雲保健センター（保健衛生・応急手当）
　　　西ノ島町／シオン保育園（保健・保育）

　　岐阜県
　　　高山市／PHDひだ友の会（応急手当・きのこ）
　　兵庫県
　　　三田市／山香園・河南英幸（きのこ）
　　大阪府
　　　大阪市／水野税理士事務所（会計）
　　　篠山市／篠山産業高校東出雲校（農業）
　　　※東日本研修旅行
愛知県

　　　名古屋市／想念寺・渡辺観永（保育・保健）
　　 豊岡市／寺田正文（野菜・米）

　　　※西日本研修旅行

 

ウルミラライダヌワール
（ネパール・29歳・女性）
推薦団体：サマ・セワ・サムハ
研修テーマ：助産、保健衛生、
　　　　　　住民組織化

 4月 　　兵庫県
　　　神戸市／小田桐一良・温子（滞在）　

同上

　　兵庫県
　　　篠山市／篠山保育園（保健・保育）
　　　篠山市／岡本病院（看護）
　　　篠山市／円谷豊子（野菜・米）
　　　神戸市／益子産婦人科（助産）　

　　

　　岡山県
　　　岡山市／小林勉（野菜）
　　　岡山市／古賀直子（助産）

　　福岡県
　　　北九州市／渋谷貴子（助産）

　　兵庫県
　　　三木市／三木市総合健康保健センター
　　　　　　（母子保健）
　　　篠山市／丹南福祉健康センター（母子保健）

　　　※東日本研修旅行

岡山県
　　　岡山市／古賀直子（助産）

　　　神戸市／若宮病院（助産）　

　　　

　　　※西日本研修旅行

人形を使って乳児の　
世話のしかたを学びました

 5月
6月

 7月

   8月

9月

10月

11月

12月

1月
＜敬称略＞

 4月

 5月

6月

 7月
8月

9月

10月

11月

12月

1月

＜敬称略＞

寺田さんから堆肥　
について学びました

子宮脱についていい勉強が
できました

出産にも立ち会いました

個人情報保護のため氏名は記載しておりません。
ご了承ください。

 

収　　入 支　　出　　
科目 金額 金額科目
基本財産運用収入　     5,285,691
事業収入  　　　　　1,095,397
寄附収入 　　　  　17,520,216
会費収入                 4,551,500
助成金収入　　　　     3,478,200
雑収入                        1,177,155             
公益事業基金取崩収入  5,000,000
退職給与引当預金取崩収入   5,777,099
前期繰越　　　　　      5,049,821 

 48,935,079 48,935,079

会員数合計　1634人（2011年3月31日現在）

終身維持会員　221人　
PHD会員　1019人
友の会　394人
◆書き損じハガキ等の収集◆

書き損じハガキ及び未使用ハガキ　　　　                      　 248,854
未使用切手　　　　　　　　　　　　　　                     　  492,273
使用済みプリペイドカード・切手　　　　                    　   179,500
未使用テレホンカード　　　　　　　　                       　     93,130 

 
推薦団体：PHD研修生グループ
研修テーマ：有機農業、保健衛生、
　　　　　　住民組織化

　　■理事会
　　　
　　　理事長　 今井　鎮雄
　　　理事　　 上田　享史
　　　理事 　　神木　　董　
　　　理事　 　米谷　  収
　　　理事 　　多木　和重
　　　理事 　　中野　景介
　　　理事　　 安平　和彦
　　　監事 　　秦　　正雄

　　
　　■評議員会
　　　

基盤　直人
本永　正治
柴谷　浩太
樋口喜与次
福井　義三　
坂本　一昭
坂田　民子
古谷　幸子
清水　勲夫
草野誠一郎
増田　登司
山下　　晃
大西　　巧
小田井　稔
石田　恭一
上原　利信
山口　徹夫
向井　菊美
岸田　茂男
矢形幸之助
水野　雄二
大工原則子
川本　竜司
三木谷正人
藤本　佳幸
水本　隆正
森川　豊文
岡野　幸弘
西海　　薫　
中村　仁志
田守　茂男
杉原　一三
高橋　周子
西村　利也

(財)神戸ＹＭＣＡ　顧問
神戸市　市長室　国際交流推進部　部長　
(株)神木代表取締役
ライス　ヴァレーA.C.　代表
兵庫県産業労働部観光・国際局長
株式会社サンテレビジョン　常務取締役
はりま法律事務所　弁護士
生活協同組合コープこうべ　常務理事

兵庫県町村会　元事務局長
(社)兵庫県医師会　事務局長
(社)兵庫県歯科医師会　事務長
(社)兵庫県薬剤師会　事務局長
(社福)兵庫県社会福祉協議会　常務理事・事務局長
(財)兵庫県老人クラブ連合会　専務理事兼事務局長
(社)ガールスカウト日本連盟兵庫県支部　副支部長
兵庫県連合婦人会　理事・事務局長
兵庫県青少年団体連絡協議会　副会長
神戸商工会議所　産業振興部長
兵庫県商工会連合会　常務理事兼事務局長
(社)神戸銀行協会　常務理事
(社)兵庫県信用金庫協会　常務理事
(社)兵庫県信用組合協会　会計理事
(社)兵庫県建設業協会　専務理事
兵庫県森林組合連合会　専務理事
兵庫県漁業協同組合連合会　専務理事
国際ロータリー第２６８０地区　米山奨学副委員長
(社)日本青年会議所近畿地区兵庫ブロック協議会　副会長
神戸キワニスクラブ　福祉広報委員会委員長
(財)神戸ＹＭＣＡ　総主事
(財)神戸ＹＷＣＡ　理事
青年海外協力隊兵庫県ＯＢ会
兵庫県連合自治会　事務局長
兵庫県青年洋上大学同窓会　会長
兵庫県小学校長会　神戸市立井吹西小学校長
兵庫県中学校長会　神戸市立西神中学校長
兵庫県立高等学校長協会　会長・兵庫県立神戸高等学校長
(社)兵庫県私学総連合会　事務局長
兵庫県ＰＴＡ協議会　理事
(株)神戸新聞社　編集局次長
篠山ナマステ会　代表幹事
国際ソロプチミスト神戸　会長
高砂にＰＨＤ研修生を迎える会

■事務局

◆会員数◆

自2010年4月1日・至2011年3月31日

2010年3月31日現在

流動資産 　　　　　     4,033,336
固定資産  　　　   320,626,626
（うち基本財産として　　　　　　
　　　　　　　　  300,000,000）

流動負債 　　　　　　　397,198
固定負債 　　　  　16,743,315
正味財産　　　　 　307,519,449

324,659,962 324,659,962 

資産の部 負債・正味財産の部
科目 科目金額 金額

当法人は特定公益増進法人としての認可を得ていますので、ご寄附
に対する下記のような特典があります。

＜寄附者が個人の場合＞
寄附金合計額（所得金額の40％を限度）マイナス2千円が寄付金控
除額（所得総額から控除できる額）となります。
（例）500万円の所得の人が1万2千円を寄附されると、1万円が寄
付金控除額となり499万円の所得に対して課税されます。

＜寄附者が法人の場合＞
次の（A）と（B）のどちらか低い額が損金算入額になります。
（A）{（資本金×2.5/1000）＋（所得額×5.0/100）}×0.5
（B）寄付金の合計
＊資本金10億で、その年の所得が3億円、1年決算の会社の寄付金
の損金算入額は、1,000万円未満までです。（一般では500万円）

篠山市／篠山市交流会
加東市／加東市連合婦人会
三木市／三木市交流会

◆県内研修報告会◆（2月）　

（単位：円　相当額）

 

鹿児島県／かごしま有機生産組合　
熊本県／ガイア水俣、水俣病センター相思社、熊本YMCA、
　　　　菊池恵楓園
福岡県／日本キリスト教団福吉伝道所、祝町小学校、
　　　　旭ヶ丘会館交流会
山口県／梅光学院大学、梅光女学院高等学校
広島県／平和学習、灰塚コミュニティセンター交流会、共生庵、
　　　　PWJ尾道事務所
岡山県／高木家交流会、岡山YMCA、ロータリークラブ2690地区
　　　　ガバナー事務所、岡山県国際交流協会、岡山御津キリスト
　　　　教会

◆西日本研修旅行◆　（1月6日～18日）

2010
 

藤野達也（総主事代行）

坂西卓郎、川原桂、井上理子

　　兵庫県
　　　神戸市／葛原時寛・香織（滞在）　
        同上
　　　神戸市／藤井誠（有機肥料・養鶏）
　　兵庫県
　　　養父市／上垣敏明（養鶏・米・養蜂）
　　兵庫県
　　　丹波市／中野宗嗣（酪農・有機農業）

　　　神戸市／神戸海星病院入院（アテロームのため）　
　　　神戸市／PHD協会（日本語）
　　兵庫県
　　　佐用町／真柴三幸（酪農・乳牛・肉牛）
　　　養父市／上垣敏明（養鶏・米・野菜）
　　　丹波市／橋本慎司（有機農業・野菜）
          三田市／山香園・河南英幸（きのこ）
　　　※東日本研修旅行
　　　丹波市／中野宗嗣（酪農・有機農業）
　　兵庫県
　　　高砂市／ステップハウス（保健衛生）
　　　※西日本研修旅行

（2）調査・フォローアップ
　スタディツアーを実施したネパール、インドネシア、

タイの3カ国で帰国研修生のフォローアップを行い、ネパ

ール、インドネシアでは29期研修生の選考も実施しました。

（2011年4月1日現在）

4月

（インドネシア・28歳・男性）
グスティア　インドラ

特定公益増進法人

（単位：円）

（単位：円）

5月
6月

7月

9月　
8月

10月

11月

12月

◆共通研修◆　

1月 ＜敬称略＞

　　　　　　
　　　神戸市／神戸YMCA学院専門学校（日本語）
　　　神戸市／なでしこ歯科（口腔衛生）
　　　神戸市／なでしこ歯科（口腔衛生）
　　　神戸市／コープこうべ（協同組合）
　　大阪府
　　　大阪市／旅路の里（釡ヶ崎の歴史や現状）
　　兵庫県
　　　伊丹市／カマル・フィヤル（ファシリテーション）
　　　神戸市／コープこうべ（協同組合）
　　　大阪市／AMネット（水道事業）
　　兵庫県
　　　洲本市／淡路島モンキーセンター（残留農薬の弊害）
　　　南あわじ市／山口勝弘（果樹）
　　　養父市／但馬農業高校（接ぎ木）

4、5、6月

10月
11月
12月

1月

 

 

 

2月

 

 

＜敬称略＞

長野県／塩尻めぐみ幼稚園、日本キリスト教団松本教会
山梨県／山梨YMCA
神奈川県／山崎・谷戸の会、もみの木クラブ
東京都／ロータリー米山記念奨学会、全日本自動車産業労働組合
　　　　総連合会、生協総合研究所、アーユス仏教国際協力ネット
　　　　ワーク・勝楽寺、恵泉女学園大学
静岡県／東海大学海洋学部
愛知県／南山短期大学、アーユス東海・覚成寺、小牧幼稚園
岐阜県／国際ソロプチミストかかみ野、日本キリスト教団中濃教会

◆東日本研修旅行◆　（11月12日～19日）

 

国・地域 　　　　　　　　　　　　 日程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7/31～8/8
　　                                                  3/19～27
ネパール　　　　　　　　　　　           8/19～27
　　　　　　　
タイ・北タイ 　　　　　　　　　　12/23～2011/1/2

  

 
インドネシア・西スマトラ州 　

Email : info@phd-kobe.org
URL : http//www.phd-kobe.org

モンキーセンターの
延原所長から話しを
聞きました

日本の牛の世話は
村とは違いました

海外研修生、国内研修生
共に毎日1日のふりかえり
をします

山梨YMCAで
スリランカの元研修生
アジャンタさん（88年）
に会えました

研修事業費　     21,699,838
啓発事業費  　　　　　4,973,660
管理費 　　　  　12,758,839
退職給与引当預金支出   1,166,385
投資有価証券取得支出   4,700,219
次期繰越　　　　　      3,636,138 
　

過去3年間収入比較
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　2010年度は、例年より研修事業と効率よく連携し、

さらなる支援に繋がるしかけを行いました。研修先の

各地に滞在中、地域の学校、ロータリークラブ、ソロ

プチミスト、お寺などで交流会やバザーを行い、各地

でたくさんの方々に繋いでいただきました。

　水俣では研修生と共に学ぶ合宿を行い、研修生が感

じたことを日本の人が受け、学ぶことができる機会と

しました。

　また、事務所に出入りいただいているボランティア

さんに事務所の業務をお手伝いいただき、業務の効率

化に繋がりました。引き続き、皆さまにご協力いただき、

PHD活動を広げていきたいと思います。

 

 

 

 

ネパール・スタディツアーで村の食事を楽しむ参加者たち

インドネシア

ネパール　
タイ　　

7月31日～8月8日
2011年3月19日～27日
8月18日～27日
12月23日～2011年 1月2日

  3名
  3名
11名
  4名

◆広報活動◆
　ホームページを刷新し、新しい情報を見やすくご覧

いただけるようにしました。研修生や事務所の様子を

毎日ブログでお伝えしています。

会報：114、115、116号
新聞・雑誌・放送：神戸新聞、毎日新聞、丹波新聞、中国新聞
他団体会報：コープこうべ「にじの友」、神戸YWCA、龍谷大学
ボランティア・NPO活動センター09年活動報告書、コープこう
べ「協友」、関西セミナーハウス「はなしあい」、coop「Piu」、
国際ソロプチミスト姫路西、福岡県助産師会ニュースレター、ア
ーユス会報、三木市国際交流協会「MIA」、ザ・淀川、神戸女子
大グルーバル・ローカル研究会　

◆ボランティアとの協働◆
ファイリング・ボランティア5回、シルバー・カレッジグループ
73回、会報発送作業10日間×3回、ソディ例会6回、
会報編集会議3回
総数　1,532人／年

◆第14 期国内研修生◆
　今年度は、研修期間を春からとし、海外研修生の研

修先に同行する機会をふやし、学びを共にする機会を

多くしました。また、海外研修生の村にも訪問しました。

　

　

　

　

　

　

　

　

◆学生の受け入れ◆　
　学生の将来の進路を考える際の一助とするため、イン

ターンやボランティアを希望する学生を随時受け入れま

した。

佛教大学インターン　　　　　　　　8月～9月　    　
　　　佐藤みずほ、永田香
関西国際大学サービスラーニング 　　通年　
　　　利崇麻紀 他

◆啓発事業促進物の製作・販売◆
　各行事への参加や、団体、個人に委託してバザーを行

いました。また、学生が中心となりカレンの布を販売、

広報し、フェアトレードを学ぶ機会にもなりました。

＜委託・出店先＞
岐阜県／国際ソロプチミスト高山、国際ソロプチミストかかみの
兵庫県／神戸大学附属住吉中学校、神戸市シルバーカレッジボラン
ティア報告会・夏祭り・学園祭、コープこうべ・平和を願うつどい・
祭in住吉、加東市連合婦人会交流会、関西国際大学ハートフェスタ・
オープンキャンパス英語教育セミナー、JICA兵庫多文化共生セミナ
ー、三木市かなもの祭、三木市交流会、国際ソロプチミスト神戸、
国際ソロプチミスト姫路西、コープこうべ第1地区「ふれあいフェ
スタ」、国際ロータリー第2680地区大会、兵庫県立国際高等校、
ステップハウス、One Village One Earth、CLEAR、Bai Bua、石
上リカ
大阪府／ワン・ワールド・フェスティバル、アーユス関西・薬師院
交流会、雛（ちゃな）
広島県／三次おやこ劇場ＫＡＤＯＹＡ
福岡県／  北九州エコライフプラザ
大分県／藤本美織
鹿児島県／地球畑カフェ・草原をわたる船、鹿児島オーガニックフ
ェスタ                           

 

■鶴谷賢彦（男性・31才）　

研修先：

研修期間：5月1日～2011年 3月31日

野草を食べる会、上垣敏明（農業）、東日本研修旅行、タイ・ス
タディツアー、西日本研修旅行、ファシリテーション研修、河南
英幸（きのこ）、岩村史子宅　

■松田洋子（女性・25才）

研修先：

淡河小学校交流会、篠山保育園（保育）、渡辺拓道（野菜）、
寺田正文（稲作・野菜・食品加工）、渋谷冨喜男（稲作・野菜）、
円谷豊子（稲作・野菜）、小林勉（野菜）、古賀直子（助産）、
岡山YMCA交流会、真柴三幸（酪農）、聖和大学チャペル交流
会、生協なでしこ歯科（口腔保健衛生）、三木市総合保健福祉
センター（衛生・栄養・健康）、水野直司（会計）、のぞみ保
育園交流会、東日本研修旅行、明石城西高校交流会、阿弥陀小
学校交流会、コープこうべ（協同組合）、釡ヶ崎研修、西日本
研修旅行、カマル・フィヤル（ファシリテーション）、河南英
幸（きのこ）、三木市報告会、岩村史子、ファシリテーション
研修、ネパール

研修期間：5月1日～2011年 3月31日

海外研修生と泊まりがけで学んだファシリテーション研修

運営業務補佐も勉強になります

 

　

◆講演・交流会◆
　研修生との交流をとおして、国際協力、国内外の問題、

そして解決法を考えました。
　
岐阜県／国際ソロプチミスト
　　　　高山、ひだ友の会、
愛知県／名古屋大須ロータリ
　　　　ークラブ、トヨタ労
　　　　働組合
大阪府／ダイハツ労働組合、
　　　　常翔啓光学園中学校
            高等学校、関西テレ
           ビ青少年育成事業団 、
           松原高等学校
京都府／佛教大学、龍谷大学、龍谷大学ボランティア・NPO活
　　　　動センター、関西セミナーハウス
兵庫県／研修指導者会、篠山ナマステ会、野草を食べる会、神戸
　　　　南ロータリークラブ、one village one earth、兵庫県立
　　　　国際高等学校、神戸大学、聖和大学、神戸女子大学、加
　　　　古川市老人大学院、神戸大学付属住吉中学校、国際ソロ
　　　　プチミスト神戸、国際ソロプチミスト姫路西、阪神シニ
　　　　アカレッジ、関西国際大学、神戸市シルバーカレッジ、
　　　　夙川公民館、コープこうべ労働組合、兵庫県第24団加古
　　　　川ガールスカウト、のぞみ保育園、明石城西高等学校、
　　　　高砂市立阿弥陀小学校、芦屋大学、帝塚山学院大学、加
　　　　東市連合婦人会、但馬業高等学校、三木市交流会　
岡山県／岡山県国際交流協会

◆他団体との協働◆
＜共催・参加イベント＞　
アーユス合宿、篠山ナマステ会10周年記念式典、神戸市地球環境
市民会議、ワン・ワールド・フェスティバル、神戸大学アイセック、
多文化共生のための国際理解・開発教育セミナー、関西NGO協議
会いっちょカマーキャンペーン・トーク＆ディナーイベント「水か
らつながる日本とネパール」、ESDボランティア塾ぼらばん、ユ
ニセフのつどい　
＜運営＞
関西NGO協議会（代表理事、関西NGO大学、NGO外務省協議会
連携推進委員、NGO-JICA協議会、コーディネーター、分科会委員 、
ＪＩＣＡ大阪連携コース運営委員）、CODE（理事）、関西国際
交流団体協議会（理事）、難民事業本部関西支部（運営委員）、
JICA兵庫国際センター（開発教育支援実行会議委員）、開発教育
協会（理事／大阪事務所委員会）、神戸YMCA（国際活動委員） 、
関西テレビ青少年育成事業団（評議員）、日本ユニセフ協会兵庫
県支部（評議員）、兵庫県国際交流協会（理事）、神戸NGO協議
会（代表）、篠山ナマステ会（顧問）、兵庫県有機農業研究会、
アーユス専門委員、神戸市地球市民会議

◆勉強会◆
 西日本研修旅行で訪問する水俣で、日本の人が研修生

と一緒に学ぶ国内勉強会を開催しました。

”研修生と学ぶ”国内ツアーin水俣　　2011年1月8日～10日　

◆連続講座・セミナー◆
　2年目となる「PHDのつどい」は、いろいろな立場から

PHD運動を支えてこられた方々を話し手としてむかえまし

た。

「PHDのつどい」（全3回）　PHD協会事務所
 9月18日　講師：篠山ナマステ会　事務局長　小嶋英毅
「草の根交流～ネパールと共に学ぶ」
12月4日　講師：丸山悦司、陽子
「地域に根ざしたPHD運動」
2011年3月19日　講師：岩村史子
「岩村ドクターとPHD運動をみつめて」

　

　
◆スタディツアー◆
　従来のツアーに加え、インドネシアで「地元学」という手法を

用いた新たなスタディツアーを行いました。参加者は外部者と

しての視点を用いて、村にある当たり前の「あるもの」を発見す

るというワークを行い、村の豊かさについて理解を深めました。

 

夏のスタディツアー合同報告会　9月18日　神戸市青少年会館　　
タイ・スタディツアー報告会　  2011年1月29日　PHD協会事務所　

コープこうべ交流会

 

鹿児島オーガニックフェスタバザー

水俣病患者の方々と交流しました

岩村史子さんからネパールでの活動をとおし、
PHD運動への思いを伺いました



 

収　　入 支　　出　　
科目 金額 金額科目
基本財産運用収入　     5,285,691
事業収入  　　　　　1,095,397
寄附収入 　　　  　17,520,216
会費収入                 4,551,500
助成金収入　　　　     3,478,200
雑収入                        1,177,155             
公益事業基金取崩収入  5,000,000
退職給与引当預金取崩収入   5,777,099
前期繰越　　　　　      5,049,821 

 48,935,079 48,935,079

会員数合計　1634人（2011年3月31日現在）

終身維持会員　221人　
PHD会員　1019人
友の会　394人
◆書き損じハガキ等の収集◆

書き損じハガキ及び未使用ハガキ　　　　                      　 248,854
未使用切手　　　　　　　　　　　　　　                     　  492,273
使用済みプリペイドカード・切手　　　　                    　   179,500
未使用テレホンカード　　　　　　　　                       　     93,130 

 
推薦団体：PHD研修生グループ
研修テーマ：有機農業、保健衛生、
　　　　　　住民組織化

　　■理事会
　　　
　　　理事長　 今井　鎮雄
　　　理事　　 上田　享史
　　　理事 　　神木　　董　
　　　理事　 　米谷　  収
　　　理事 　　多木　和重
　　　理事 　　中野　景介
　　　理事　　 安平　和彦
　　　監事 　　秦　　正雄

　　
　　■評議員会
　　　

基盤　直人
本永　正治
柴谷　浩太
樋口喜与次
福井　義三　
坂本　一昭
坂田　民子
古谷　幸子
清水　勲夫
草野誠一郎
増田　登司
山下　　晃
大西　　巧
小田井　稔
石田　恭一
上原　利信
山口　徹夫
向井　菊美
岸田　茂男
矢形幸之助
水野　雄二
大工原則子
川本　竜司
三木谷正人
藤本　佳幸
水本　隆正
森川　豊文
岡野　幸弘
西海　　薫　
中村　仁志
田守　茂男
杉原　一三
高橋　周子
西村　利也

(財)神戸ＹＭＣＡ　顧問
神戸市　市長室　国際交流推進部　部長　
(株)神木代表取締役
ライス　ヴァレーA.C.　代表
兵庫県産業労働部観光・国際局長
株式会社サンテレビジョン　常務取締役
はりま法律事務所　弁護士
生活協同組合コープこうべ　常務理事

兵庫県町村会　元事務局長
(社)兵庫県医師会　事務局長
(社)兵庫県歯科医師会　事務長
(社)兵庫県薬剤師会　事務局長
(社福)兵庫県社会福祉協議会　常務理事・事務局長
(財)兵庫県老人クラブ連合会　専務理事兼事務局長
(社)ガールスカウト日本連盟兵庫県支部　副支部長
兵庫県連合婦人会　理事・事務局長
兵庫県青少年団体連絡協議会　副会長
神戸商工会議所　産業振興部長
兵庫県商工会連合会　常務理事兼事務局長
(社)神戸銀行協会　常務理事
(社)兵庫県信用金庫協会　常務理事
(社)兵庫県信用組合協会　会計理事
(社)兵庫県建設業協会　専務理事
兵庫県森林組合連合会　専務理事
兵庫県漁業協同組合連合会　専務理事
国際ロータリー第２６８０地区　米山奨学副委員長
(社)日本青年会議所近畿地区兵庫ブロック協議会　副会長
神戸キワニスクラブ　福祉広報委員会委員長
(財)神戸ＹＭＣＡ　総主事
(財)神戸ＹＷＣＡ　理事
青年海外協力隊兵庫県ＯＢ会
兵庫県連合自治会　事務局長
兵庫県青年洋上大学同窓会　会長
兵庫県小学校長会　神戸市立井吹西小学校長
兵庫県中学校長会　神戸市立西神中学校長
兵庫県立高等学校長協会　会長・兵庫県立神戸高等学校長
(社)兵庫県私学総連合会　事務局長
兵庫県ＰＴＡ協議会　理事
(株)神戸新聞社　編集局次長
篠山ナマステ会　代表幹事
国際ソロプチミスト神戸　会長
高砂にＰＨＤ研修生を迎える会

■事務局

◆会員数◆

自2010年4月1日・至2011年3月31日

2010年3月31日現在

流動資産 　　　　　     4,033,336
固定資産  　　　   320,626,626
（うち基本財産として　　　　　　
　　　　　　　　  300,000,000）

流動負債 　　　　　　　397,198
固定負債 　　　  　16,743,315
正味財産　　　　 　307,519,449

324,659,962 324,659,962 

資産の部 負債・正味財産の部
科目 科目金額 金額

当法人は特定公益増進法人としての認可を得ていますので、ご寄附
に対する下記のような特典があります。

＜寄附者が個人の場合＞
寄附金合計額（所得金額の40％を限度）マイナス2千円が寄付金控
除額（所得総額から控除できる額）となります。
（例）500万円の所得の人が1万2千円を寄附されると、1万円が寄
付金控除額となり499万円の所得に対して課税されます。

＜寄附者が法人の場合＞
次の（A）と（B）のどちらか低い額が損金算入額になります。
（A）{（資本金×2.5/1000）＋（所得額×5.0/100）}×0.5
（B）寄付金の合計
＊資本金10億で、その年の所得が3億円、1年決算の会社の寄付金
の損金算入額は、1,000万円未満までです。（一般では500万円）

篠山市／篠山市交流会
加東市／加東市連合婦人会
三木市／三木市交流会

◆県内研修報告会◆（2月）　

（単位：円　相当額）

 

鹿児島県／かごしま有機生産組合　
熊本県／ガイア水俣、水俣病センター相思社、熊本YMCA、
　　　　菊池恵楓園
福岡県／日本キリスト教団福吉伝道所、祝町小学校、
　　　　旭ヶ丘会館交流会
山口県／梅光学院大学、梅光女学院高等学校
広島県／平和学習、灰塚コミュニティセンター交流会、共生庵、
　　　　PWJ尾道事務所
岡山県／高木家交流会、岡山YMCA、ロータリークラブ2690地区
　　　　ガバナー事務所、岡山県国際交流協会、岡山御津キリスト
　　　　教会

◆西日本研修旅行◆　（1月6日～18日）

2010
 

藤野達也（総主事代行）

坂西卓郎、川原桂、井上理子

　　兵庫県
　　　神戸市／葛原時寛・香織（滞在）　
        同上
　　　神戸市／藤井誠（有機肥料・養鶏）
　　兵庫県
　　　養父市／上垣敏明（養鶏・米・養蜂）
　　兵庫県
　　　丹波市／中野宗嗣（酪農・有機農業）

　　　神戸市／神戸海星病院入院（アテロームのため）　
　　　神戸市／PHD協会（日本語）
　　兵庫県
　　　佐用町／真柴三幸（酪農・乳牛・肉牛）
　　　養父市／上垣敏明（養鶏・米・野菜）
　　　丹波市／橋本慎司（有機農業・野菜）
          三田市／山香園・河南英幸（きのこ）
　　　※東日本研修旅行
　　　丹波市／中野宗嗣（酪農・有機農業）
　　兵庫県
　　　高砂市／ステップハウス（保健衛生）
　　　※西日本研修旅行

（2）調査・フォローアップ
　スタディツアーを実施したネパール、インドネシア、

タイの3カ国で帰国研修生のフォローアップを行い、ネパ

ール、インドネシアでは29期研修生の選考も実施しました。

（2011年4月1日現在）

4月

（インドネシア・28歳・男性）
グスティア　インドラ

特定公益増進法人

（単位：円）

（単位：円）

5月
6月

7月

9月　
8月

10月

11月

12月

◆共通研修◆　

1月 ＜敬称略＞

　　　　　　
　　　神戸市／神戸YMCA学院専門学校（日本語）
　　　神戸市／なでしこ歯科（口腔衛生）
　　　神戸市／なでしこ歯科（口腔衛生）
　　　神戸市／コープこうべ（協同組合）
　　大阪府
　　　大阪市／旅路の里（釡ヶ崎の歴史や現状）
　　兵庫県
　　　伊丹市／カマル・フィヤル（ファシリテーション）
　　　神戸市／コープこうべ（協同組合）
　　　大阪市／AMネット（水道事業）
　　兵庫県
　　　洲本市／淡路島モンキーセンター（残留農薬の弊害）
　　　南あわじ市／山口勝弘（果樹）
　　　養父市／但馬農業高校（接ぎ木）

4、5、6月

10月
11月
12月

1月

 

 

 

2月

 

 

＜敬称略＞

長野県／塩尻めぐみ幼稚園、日本キリスト教団松本教会
山梨県／山梨YMCA
神奈川県／山崎・谷戸の会、もみの木クラブ
東京都／ロータリー米山記念奨学会、全日本自動車産業労働組合
　　　　総連合会、生協総合研究所、アーユス仏教国際協力ネット
　　　　ワーク・勝楽寺、恵泉女学園大学
静岡県／東海大学海洋学部
愛知県／南山短期大学、アーユス東海・覚成寺、小牧幼稚園
岐阜県／国際ソロプチミストかかみ野、日本キリスト教団中濃教会

◆東日本研修旅行◆　（11月12日～19日）

 

国・地域 　　　　　　　　　　　　 日程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7/31～8/8
　　                                                  3/19～27
ネパール　　　　　　　　　　　           8/19～27
　　　　　　　
タイ・北タイ 　　　　　　　　　　12/23～2011/1/2

  

 
インドネシア・西スマトラ州 　

Email : info@phd-kobe.org
URL : http//www.phd-kobe.org

モンキーセンターの
延原所長から話しを
聞きました

日本の牛の世話は
村とは違いました

海外研修生、国内研修生
共に毎日1日のふりかえり
をします

山梨YMCAで
スリランカの元研修生
アジャンタさん（88年）
に会えました

研修事業費　     21,699,838
啓発事業費  　　　　　4,973,660
管理費 　　　  　12,758,839
退職給与引当預金支出   1,166,385
投資有価証券取得支出   4,700,219
次期繰越　　　　　      3,636,138 
　

過去3年間収入比較
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 ネパールからは、09年度のビショさんに続いて、ガハ

テ村のミンクマリさんとジュディガオン村のウルミラさ

んを迎えました。

　ミンクマリさんは、篠山ナマステ会が支援するセティ

デビ小学校の卒業生。ウルミラさんは、第１期研修生バ

ラト・ビスタさんが帰国後立ちあげたＮＧＯ、サマ・セ

ワ・サムハ（ＳＳＳ）の助産師さんです。

　インドネシアからは、これまで研修生を選んできたと

ころの隣村タラタダマからインドラさんを初の研修生と

して迎えました。

第28期研修生

ミンクマリタマン
（ネパール・18歳・女性）

推薦団体：サマ・セワ・サムハ
研修テーマ：有機農業、保健衛生、　
　　　　　　住民組織化

2010年度
会費納入者名簿

（2011.3.31現在）
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　　兵庫県
　　　明石市／伊藤明彦・克美（滞在）
同上

　　兵庫県
　　　豊岡市／寺田正文（野菜・米）
　　　

　　　養父市／太陽保育園（栄養・調理・保育）
　　　神戸市／渋谷冨喜男（野菜）　
　　　篠山市／円谷豊子（野菜・米）
　　島根県
　　　松江市／穴道保健センター（保健衛生）　
　　　東出雲町／東出雲保健センター（保健衛生・応急手当）
　　　西ノ島町／シオン保育園（保健・保育）

　　岐阜県
　　　高山市／PHDひだ友の会（応急手当・きのこ）
　　兵庫県
　　　三田市／山香園・河南英幸（きのこ）
　　大阪府
　　　大阪市／水野税理士事務所（会計）
　　　篠山市／篠山産業高校東出雲校（農業）
　　　※東日本研修旅行
愛知県

　　　名古屋市／想念寺・渡辺観永（保育・保健）
　　 豊岡市／寺田正文（野菜・米）

　　　※西日本研修旅行

 

ウルミラライダヌワール
（ネパール・29歳・女性）
推薦団体：サマ・セワ・サムハ
研修テーマ：助産、保健衛生、
　　　　　　住民組織化

 4月 　　兵庫県
　　　神戸市／小田桐一良・温子（滞在）　

同上

　　兵庫県
　　　篠山市／篠山保育園（保健・保育）
　　　篠山市／岡本病院（看護）
　　　篠山市／円谷豊子（野菜・米）
　　　神戸市／益子産婦人科（助産）　

　　

　　岡山県
　　　岡山市／小林勉（野菜）
　　　岡山市／古賀直子（助産）

　　福岡県
　　　北九州市／渋谷貴子（助産）

　　兵庫県
　　　三木市／三木市総合健康保健センター
　　　　　　（母子保健）
　　　篠山市／丹南福祉健康センター（母子保健）

　　　※東日本研修旅行

岡山県
　　　岡山市／古賀直子（助産）

　　　神戸市／若宮病院（助産）　

　　　

　　　※西日本研修旅行

人形を使って乳児の　
世話のしかたを学びました

 5月
6月

 7月

   8月

9月

10月

11月

12月

1月
＜敬称略＞

 4月

 5月

6月

 7月
8月

9月

10月

11月

12月

1月

＜敬称略＞

寺田さんから堆肥　
について学びました

子宮脱についていい勉強が
できました

出産にも立ち会いました

個人情報保護のため氏名は記載しておりません。
ご了承ください。



 

◆ 研 修　　　　　　　　　　　 
◆ 啓 発                                  
◆ 2010年度決算                     
◆ 2010年度会費納入者名簿      

(2010.4～2011.3）

ご挨拶
理事長　今井鎮雄

総主事代行　藤野達也

 

　

再生紙を使用しています。
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P.2-3
P.4-5
P.6
P.7-8

PEACE, HEALTH & HUMAN DEVELOPMENT

財団法人PHD協会

 

2011.5.2000

 

　ネパールから２人、インドネシアから１人の海外

研修生とともに、今年度は国内研修生を春から、し

かも２人迎えて事業をすすめました。国内研修生が

自らの学びとするだけでなく、海外研修生の理解を

手伝う役割を担ってくれ、研修担当職員とともにい

い連携がありました。

　神戸の事務所と研修先が線でつながるだけでなく、

研修先の地域の方々同士をつないで、受け入れてい

ただくことをこれまで以上に意識をした１年でした。

特に兵庫県の篠山、但馬、島根県、岡山、高山、名

古屋、北九州などで面展開が実現しました。内容も

皆さんの主体的、積極的なかかわりの中で組まれて

いきました。

　職員が減り、4人となりましたが、国内研修生2人

の存在と専門的な能力でかかわるボランティア、グ

ループで参加するボランティア、遠くから支援して

くださるボランティアと、多くの方々によって支え

られました。

　事業面は予定通り、活発にすすめられましたが、

収支は厳しい状況が続いています。無駄をなくし、

冷暖房等も含め節約に努めていますが、収入各科目

とも予算額を下まわってしまいました。研修事業と

啓発事業をこれまで以上に連動させ、多くの方々か

らのご協力に結びつくよう努力をしていますが、ま

だ十分ではありません。これからも平和と健康を担

う人づくりを続けていくために、皆さまからも、PHD

の働きの拡大に、あらためてお力をいただきたく、

お願い申し上げます。

　岩村昇博士の提唱により始まったPHD運動。

　1981年６月、ブラジル・サンパウロで第１回ロータ

リー国際理解賞を受賞した岩村先生は、受賞記念スピ

ーチの中で、Peace, Health & Human-Development運動

の構想を発表、そのときから30年が経ちました。1982

年、ネパールとフィリピンからの第１期研修生に始ま

り、これまでに10カ国から短期を含め181人の海外研

修生を日本へ迎えました。阪神・淡路大震災のあった

1995年には国内研修生制度も始まり、国内外に「平和

と健康を担う人」を育ててきました。

　このたびの東日本大震災で被災された方々をはじめ、

国の内外を問わず、生きることに困難な状況にある人

に対して、岩村先生は「いつでも、どこでも、だれに

でも」、「分かちあう」ことを呼びかけられました。

あらためてPHD運動の原点を思い起こしながら、この

一年間のご報告を、感謝をもってお届けします。

10

Peace,Health & Human Development
平和と健康を担う人づくり

 

 

 

 

 

会員の皆さまには、会報「PHD LETTER」、年度事業報
告書、行事のご案内をお届けします。またスタディツアー
の割引などがあります。

 


