
第 2660 地区 研究グループ交換委員会(ロータリー財団部門)1982 – 2012 

 
 

1982-83 年度 

 

1983-84 年度 

 

1984-85 年度 

 

1985-86 年度 

 

1986-87 年度 

 

  ○1984-85 年度 第 110 地区 英

国南部派遣  

木川 稔（摂津 RC）、森野 高晴（八

尾東 RC 推薦）、中栄 一誠（摂津 

RC 推薦）、村上 栄一（大阪北 RC 

推薦）、松井 路易（茨木 RC 推薦）、

岡 哲也（大阪北 RC 推薦） 

 

 

 

 ○1986-87 年度 第 183 地区 西ド

イツ派遣  

木村 英一（大阪住吉 RC）、成田 章

（大阪中央 RC 推薦）、熊野 健司（大

阪北 RC 推薦）、瓦林 孝彦（大阪住

吉 RC 推薦）、山本 博史（茨木 RC 

推薦）、井野 千代徳（守口 RC 推薦） 

1987-88 年度 

 

1988-89 年度 

 

1989-90 年度 

 

1990-91 年度 

 

1991-92 年度 

 

 ○1988-89 年度 第 144 地区 デ

ンマーク 派遣  

橿村 泰信（摂津 RC）、中島 功一朗 

（大阪北 RC 推薦）、柚原 功（大阪天

満橋 RC 推薦）、吉村 幸久（箕面 

RC 推薦）、前川 泰之（寝屋川 RC 

推薦）、上中 普雄（摂津 RC 推薦） 

 

 

 

 ○1990-91 年度 第 7690 地区 米

国ノースカロライナ州派遣  

松岡 茂雄（大阪鶴見 RC）、松本 仁

孝（大阪天満橋 RC 推薦）、杉野 美

礼（八尾東 RC 推薦）、西村 恵一（大

阪東南 RC 推薦）、谷川 徹治（大阪

北 RC 推薦）、溝本 佳三（大阪天満

橋 RC 推薦） 

 

1992-93 年度 

 

1993-94 年度 

 

1994-95 年度 

 

1995-96 年度 

 

1996-97 年度 

 

 ○1993-94 年度 第 5650 地区 米

国ネブラスカ州、アイオワ州派遣  

奥田 実（大阪東南 RC）、河池 隆（大

阪東南 RC 推薦）、中西 裕栄（大阪

住吉 RC 推薦）、小田 ǿかる （大阪

梅田 RC 推薦）、原田 奈緒美（八尾

東 RC 推薦） 

○1994-95 年度 第 2440 地区 ス

ウェーデン南部派遣  

中園 直樹（守口 RC）、諌山 保次郎

（大阪堂島 RC 推薦）、 川本 典美

（寝屋川 RC 推薦）、山田 有希生

（大阪鶴見 RC 推薦）、 山本 泰（大

阪天王寺 RC 推薦） 

 

 

○1995-96 年度 第 4430 地区 ブ

ラジルサンパウロ州派遣  

大石 博雄（大阪北淀 RC）、川嶋 伸

治（大阪中之島 RC 推薦）、 佐田 京

子（八尾東 RC 推薦）、岸 美香（大阪

南 RC 推薦）、 長谷川 剛（枚方くず

は RC 推薦） 

○1996-97 年度 第 9980 地区 ニ

ュージーランドﾆ南島派遣  

中島 守（大阪住吉 RC）、河村 浩一

（大阪北 RC 推薦）、蜷川 善夫（大阪

東 RC 推薦）、  

 菅井 朗夫（守口 RC 推薦）、山本 

豊（枚方くずǼ RC 推薦） 



1997-98 年度 

 

1998-99 年度 

 

1999-00 年度 

 

2000-01 年度 

 

2001-02 年度 

 

○1997-98 年度 第 6150 地区 米

国アーカンソー州派遣 

 野村 浩司（大阪そねざき RC）、庄

村 祐三（門真 RC 推薦）、 金重 恵

介（八尾東 RC 推薦）、佐藤 玲子

（大阪 RC 推薦）、 阪上 光（八尾中

央 RC 推薦）  

 

 

 

○1998-99 年度 第 7080 地区 カ

ナダオンタリオ州派遣  

加藤 隆（八尾 RC）、中島 秀一（大阪

北 RC 推薦）、樋口 純子（大阪中央 

RC 推薦）、 41 余田 佳子（交野 RC 

推薦）、鹿島 倫子（大阪西南 RC 推

薦） 

○1999-2000 年度 第 1030 地区 

イングランド北東部派遣  

中村 健（箕面中央 RC）、播本 裕典 

（大阪鶴見 RC 推薦）、 佐久間 大

輔（大阪南 RC 推薦）、庄司 富久代

（東大阪東 RC 推薦）、 本多 智佳

（大阪梅田 RC 推薦） 

○2000-01 年度 第 1560 地区 オ

ランダ派遣  

中 一皓（枚方くずは RC）、平井 拓

己（大阪そ Ǻざき RC 推薦）、 岩上 

高志（大阪城北 RC 推薦）、梅田 由

香里（大阪住吉 RC 推薦）、 平島 理

佳（守口 RC 推薦）、米澤 史恵（千里 

RC 推薦） 

○2001-02 年度 第 6270 地区 米

国ミルウォーキー州派遣  

佐藤 良和（大阪大手前 RC）、土佐 

邦之（大阪城北 RC 推薦）、 太田 由

紀（大阪天王寺 RC 推薦）、玉井 達

也（大阪中之島 RC 推薦）、 安西 智

栄子（摂津 RC 推薦） 

2002-03 年度 

 

2003-04 年度 

 

2004-05 年度 

 

2005-06 年度 

 

2006-07 年度 

 

○2002-03 年度 第 1050 地区 イ

ングランド中西部派遣  

中西 和也（千里メイプル RC）、太呉 

まどか（枚方 RC 推薦）、 佐野 友美

（大阪ちゃやまち RC 推薦）、小池 

重一（大阪うǱ ぼ RC 推薦）、 岡田 

清重（大阪心斎橋 RC 推薦） 

 

 

 

 

  ○2005-06 年度 第 2390 地区 ス

ウェーデン南部派遣  

西野 博子（大阪イブニング RC）、梅

辻 真希（大阪北 RC 推薦）、 金谷 

美加（交野 RC 推薦）、桂川 直子（高

槻西 RC 推薦）、 永野 里美（大阪西 

RC 推薦） 

○2006-07 年度 第 2430 地区 ト

ルコ派遣  

田中 潤治（大阪西北 RC）、生田 英

輔（大阪天王寺 RC 推薦）、 檪原 佳

代子（大阪南 RC 推薦）、小林 隆一

（大阪西北 RC 推薦）、 牧 香代子

（大阪船場 RC 推薦） 

2007-08 年度 

 
 

2008-09 年度 

 

2009-10 年度 

 

2010-11 年度 

 

2011-12 年度 

 

 ○2008-09 年度 第 1770 地区 フ

ランス派遣  

野村 正勝（箕面中央 RC）、荘 リサ

（大阪南 RC 推薦）、 福元 妙子（東

大阪東 RC 推薦）、山本 茂雄（大阪

イブニング RC 推薦）、 和田 聡子

（吹田 RC 推薦） 

 

 

 

 

○2009-10 年度 第 5870 地区 米

国テキサス州派遣  

佐藤 俊一（大阪鶴見 RC）、松永 圭

司（八尾中央 RC 推薦）、 吉田 章

夫（大阪イブニング RC 推薦）、倉橋 

明日香（大阪北 RC 推薦）、 端山 

信吾（大阪西南 RC 推薦）、大本 尚

美（大阪鶴見 RC 推薦） 

○2010-11 年度 第 3220 地区 ス

リランカ派遣  

泉 博朗（大阪手塚山 RC）、江藤 良

介（大阪西 RC 推薦）、 西村 卓也

（大阪南 RC 推薦）、貴元 亜希子（大

阪ネクスト RC 推薦）、 寺川 晋一

（寝屋川 RC 推薦） 

 



2012-13 年度 

 

2013-14 年度 

 

2014-15 年度 

 

2015-16 年度 

 

2016-17 年度 

 

○2012-13 年度 第 1890 地区 ド

イツ北部派遣  

吉崎 広江（東大阪東 RC）、伊藤 耕

志（千里メイプル RC 推薦）、 佐賀 

亜希子（大阪西 RC 推薦）、田野実 

秀介（東大阪みǶ り RC 推薦）、 墨 

紗也香（東大阪 RC 推薦） 

    

 
2013 年度の FVP（未来の夢計画）により R 財団の教育プログラムが変更され、2012-13 年度をもってプログラムが終結。 
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