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設立趣意書

産業、経済の分野において世界有数の大国となった我が国は、２１世紀に向
け、学術、文化をはじめ、あらゆる分野で大きく飛躍していくことが、喫緊の
課題となっております。
折りしも、国民の意識の上では、ゆとりと豊かさを実感しうる生活を享受し
たい、との願望が急速に高まり、企業社会においても「良き企業市民」として、
フィランソロピー（社会貢献活動）に積極的に参加しようとの意欲が盛り上が
りつつあります。
しかしながら、いざ社会貢献活動を行おうとするとき、具体的に何をすれば
よいか、どうすれば役立つかといった戸惑いもあり、また、単独で財団を設立
するには、資金、人材の制約が大きいとの悩みもありましょう。
こうした現状に鑑み、我々は、企業等の社会貢献活動への志を支援する仕組
みとして、ここに、大阪コミュニティ財団という新しいタイプの財団の設立を
決意しました。
この財団のコミュニティという言葉には、二つの意味合いが込められていま
す。一つは、「地域社会」であり、いま一つは、「基金の集合体」ということ
であります。つまり、大阪コミュニティ財団は、多数の企業等の志に裏打ちさ
れた財産の拠出に基づき、多数の基金を設け、その志を最大限に尊重しつつ、
地域社会の多様なニーズに対応した社会貢献活動を行う財団であります。
以上のような認識のもと、我々は、主として大阪府およびその周辺地域にお
いて、企業等の社会貢献活動による、科学技術の振興、芸術文化の向上、国際
交流の推進等、公益に資する事業を行うものに対する助成、または顕彰、学生
または生徒に対する奨学金の支給等を行い、もって企業等が良き企業市民とし
ての社会的使命の達成と、地域社会の福祉の増進に寄与することを目的として、
ここに「財団法人大阪コミュニティ財団」を設立しようとするものであります。
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ご 挨 拶

公益財団法人 大阪コミュニティ財団
理事長

宮 城

勉

大阪コミュニティ財団は、わが国最初のコミュニティ財団として1991年11月
12日に設立され、このたび30周年を迎えることができました。
設立時9基金からスタートした基金数は、この30年間、全国各地の個人や企業・
団体の皆様から浄財をお寄せいただき、2021年9月末には272基金、寄付受入れ
累計額は43億800万円に達しました。これらの基金から、地域社会の振興や発展
のため活動を行っている全国のNPO団体等に、これまで延べ3,371件、累計15億
7,500万円の助成を行ってまいりました。
このように当財団が順調に運営できていますのは、ひとえに当財団の活動趣旨に
ご賛同をいただき、寄付をお寄せいただきました基金設置者の皆様はじめ、財団の
活動理念をご理解いただき、お力添えを賜っております賛助会員の皆様方の温かい
ご支援によるものであり、心から厚く御礼を申し上げます。また、財団の運営にご
尽力賜っております評議員、理事、監事、及び会計監査人ならびに選考委員の皆様
方に深く感謝を申し上げる次第であります。
さて、当財団は2010年3月に内閣府から公益認定を受け、公益財団法人として
社会的信頼性をさらに向上させることができました。これにより、基金設置数も順
調に増加するとともに、助成先については、大阪・関西はもとより、北は北海道利
尻島から南は沖縄県宮古島に至るまでになりました。また、青少年の育成や地域文
化の振興、社会福祉の増進等コミュニティが持つ様々な課題解決に向けて、きめ細
かな事業を展開されています地域の非営利団体のみならず、開発途上国の学校建設、
子どもの教育など国際的な援助活動に取組むNPO法人にも支援の輪を広げてまいり
ました。
このたび、財団設立30周年にあたり、設立から現在までの活動を振り返り、今後
の更なる発展を祈念して、「30年の歩み」を発刊することにいたしました。
基金設置者はじめご関係の皆様にはこれまでのご厚情に深く感謝申し上げますと
ともに当財団が地域社会の多様なニーズに応える財団として、さらに発展するよう
努めてまいる所存であります。今後とも、皆様の一層のご理解、ご支援を賜ります
ようお願い申し上げまして、発刊のご挨拶とさせていただきます。
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祝

辞

大阪商工会議所
会 頭

尾 崎

裕

このたび、大阪コミュニティ財団が設立30周年を迎えられましたこと、誠におめ
でとうございます。心からお祝い申し上げます。
大阪コミュニティ財団は、当時の大阪商工会議所の佐治敬三会頭や小林公平副会
頭はじめとするご関係の皆様の熱意と先見性のもと、1991年11月にわが国最初の
コミュニティ財団として設立されました。
以来、基金寄付者の多様なお志を尊重され、全国の非営利団体等の活動を積極的
に支援し、地域社会の活性化に大いに寄与してこられました。この30年間で、43
億円におよぶ寄付金を集められ、助成額累計15億7千万円を超える財団に成長され
ました。ご同慶の至りであります。
財団の設立以来、基金を出捐いただいた皆様、財団運営を支援いただいておりま
す賛助会員の皆様はじめ、ご関係の皆様に対し、改めて深く敬意を表する次第であ
ります。
現在、新型コロナウイルスの感染拡大が、我々のビジネスや生活に、数々の制約
と変化をもたらしています。この社会変化にともない生じる課題に対して、行政、
福祉団体そしてボランティアの方々が様々な対応をされています。これからも、コ
ロナ後の新しい社会における追加的課題を含めて、その影響を大きく受ける人たち
に寄り添い、必要な支援の手を差し延べることが重要となります。
その支援の一つとして、市民の自主的な活動によるNPO団体などが果たす役割が、
これまで以上に期待されています。地域に根差し、人と人との繋がりを基盤に、地
域や社会の課題解決に迅速に取り組み、より豊かな社会を実現していただきたいと
思います。
このような観点から、NPO団体等を支援する貴財団への期待も、今後益々大きく
なるものと思われます。大阪商工会議所としましても、引き続き貴財団の運営を全
面的にバックアップしてまいります。
最後になりましたが、大阪コミュニティ財団の今後の益々のご発展と、関係者の
皆様方のご健勝とご活躍を心からお祈り申し上げます。
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寄

稿

3 0 周 年を 迎 えて

公益財団法人 大阪コミュニティ財団
評議員会長

小

嶋

淳

司

大阪コミュニティ財団は、大阪商工会議所が1億円を、大阪府、大阪市から各
大阪コミュニティ財団は、大阪商工会議所が1億円を拠出して設立し、その後大
2,500万円の出捐を得て設立されて以来、基金設置者の皆様はもとより、賛助会員
阪府、大阪市から各2,500万円の出捐をいただいて以来、基金設置者の皆様はもと
の皆様、歴代役員の皆様など多くの人々に支えられて今日まで順調に運営されてま
より、賛助会員の皆様、歴代役員の皆様など多くの方々に支えられて今日まで順調
いりました。
に運営されてまいりました。
私は2010年7月に評議員会長に就任しましたが、寄付者のお志を最大限に尊重
し、地域社会に貢献するという財団の活動理念が理解され、基金設置数、寄付額と
も順調に推移していりました。基金設置者のお志も動物保護や市民スポーツの振興
も順調に推移してまいりました。基金設置者のお志も動物保護や市民スポーツの振
支援、小、中学校の教材購入など教育環境整備の支援、交通遺児の高校進学や障害
興支援、小、中学校の教材購入など教育環境整備の支援、交通遺児の高校進学や障
をもつ生徒の大学進学奨学金の支給など多岐にわたるようになりました。また、親
がいをもつ生徒の大学進学奨学金の支給など多岐にわたるようになりました。また、
族共同での基金設置や、従業員に広く寄付を募り、集まった金額と同額を会社が拠
親族共同での基金設置や、従業員に広く寄付を募り、集まった金額と同額を会社が
出して定期的に追加寄付されるなど、様々な形式の基金が設置されるようになりま
拠出して定期的に追加寄付されるなど、様々な形式の基金が設置されるようになり
した。さらに、近年では遺言によって財産の一部を当財団に託していただく遺贈の
ました。さらに、近年では遺言によって財産の一部を当財団に託していただく遺贈
お申し出もいただいています。
のお申し出もいただいています。
このように、当財団が順調に発展してきましたのは、基金を設立された個人や企
業・団体の寄付に寄せる志や思いを十分に尊重し、専門家による厳正な選考のもと、
それに応える活動を行っているNPO等非営利団体を見出し、助成金を支給するとい
う活動を長年にわたって地道に積み重ねてきたことにあります。こうした活動内容
が基金設置者にフィードバックされることにより、自身の基金が、社会にどのよう
に生かされているか、目に見える形で確認できるのも大きな要因だと思います。今
後とも、この努力を継続、発展させ、地域社会のお役に立てる財団としてさらなる
発展することを願っております。
ご関係の皆様方におかれましては、何卒、倍旧のご支援・ご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
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設立30周年によせて

公益財団法人 大阪コミュニティ財団
選考委員長

岩 見 和 彦

私たちが生きる世界はますます複雑化し、これまでの地図は役に立たなくなり、
みんな「迷子」に。自分探しに疲れた迷子たちは、今度は居場所探しに躍起になり、
その分社会性や公共性への「感度」は下がりっぱなし。——私が大阪コミュニティ
財団とのご縁をいただいたのは、そうした時代の閉塞状況を愚痴っぽく呟くことの
多くなった、退職を翌春に控えた時でした。その後、実際に事務局スタッフと委員
の皆さんと協同して選考作業などに携わるなかで、実に多くの方たちが「問題」を
感受し、課題解決に取り組もうとされている現実と、その「熱量」のすごさを体感
しました。このご縁がなければ、本当は私自身が低感度な「迷子」だったことに気
づかなかったかもしれません。
選考に関わって8年。基金設置者のお心と取組団体の熱意をしかと繋ぐ（縁を結
ぶ）ことがミッションだと自らに言い聞かせては、「申請書」と「対話」してきた
つもりです。でもいざ採択／非採択を判断するとなるとやはり大変です。書き込ま
れた「回答」のリアリティを探りつつ、各記載内容が相互にしっかり関連付けられ、
事業の「全体像」がクリアに描けているか、できるかぎり厳密に評価します。ただ
新規の意欲的な企画については、本助成が文字通り初めの一押し（推し）になれば
とつい期待をかけたくなります。かたや、継続申請については（大規模組織の申請
の場合もそうですが）基金の額と期間には限りがあるので、助成依存・マンネリ体
質に陥っていないかなど、厳しい見方で臨むことにしています。
寄付者のご意向を受けて、まず選考者と応募者とで（申請書を介して）対話を行い、
分かり得た中身を審査基準に照らして評価し助成の可否を決め、その助成の成果は
報告され相互評価にさらされる。こうした大変シンプルなコミュニケーションを愚
直に積み重ねていくことが肝なのだ。——これが、財団の次なる30年への引き継ぎ
に際して私が申し上げられることのすべてのような気がします。改めてこれまで財
団と関係者の皆様からいただいたご縁に深く感謝いたします。
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コミュニティ財団とは
大阪コミュニティ財団は、１９９１年（平成３年）１１月通商産業大臣（現・経済産業大臣）の
設立許可を得て誕生したわが国初のコミュニティ財団です。個人や企業の社会貢献活動を手軽にか
つ効果的に実行するため、米国で普及した方式を導入して、大阪商工会議所が設立したものです。
2010年3月1日に内閣府の認定を受けて公益財団法人に移行しました。

寄付者の「志」実現を支援
コミュニティ財団は、寄付者ごとに設置された独立の基金を一括して管理・運営するわが国では
全く新しいタイプの財団です。当財団を活用されますと、寄付者は基金に自由に名前を付けること
ができますので、自ら財団を持つのと同じ効果になります。
また、その基金からの助成分野について、寄付者は財団にその「お志」を託することができます。
このようなコミュニティ財団の仕組みは、1914年に米国クリーブランドの銀行家であり弁護士
でもあったフレデリック・ゴフ氏によって創案されました。

地域のための多目的財団
大阪コミュニティ財団では市民や企業・団体など寄付者の皆さんの志を大切にしつつ、お志の分
野に応じた助成を行い、地域の文化や福祉の向上に貢献しています。
①寄付者の基金が永遠に残る
寄付者が設置した基金は、寄付者が希望する名称をつけて財団が運用管理し、その運用収益を
もって、地域や分野のニーズに適合した公益事業に助成を行います。
②多目的の財団
社会の公益にかなうものであれば、助成対象事業は限定されません。寄付者の希望を尊重した
助成を行うため、財団は基金の数だけ事業目的を持つことになります。
③公益性が高い
評議員、理事をはじめ監事、選考委員は公共団体や公益法人の代表者、大学教授など公的立場に
ある有識者によって構成され、財団運営の公益性は十分に確保されています。

目的と事業
大阪コミュニティ財団の目的は、定款第３条・第４条において次のように定められています。
「本財団は、一般市民や企業等の社会貢献への志を尊重し、最大限に生かすため、公益に資する
事業を行うものへの助成、学生等への奨学金の支給等を行い、地域社会の公益の増進に寄与するこ
とを目的とする」。
このような目的を達成するため、基金の志を尊重しつつ、次のような事業を行います。
①学術・研究の振興、芸術・文化の振興、環境の保護保全、国際交流の推進、青少年の健全育成、
社会教育の充実、地域社会の活性化、社会福祉の増進等公益に資する事業を行うものへの助成
または顕彰
②学生又は生徒等への奨学金の支給等
③一般市民や企業等の社会貢献活動を支援し、日本社会の寄付文化を醸成するための普及啓発
④前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業

20 years progress
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※当財団の特色は、マンション型の財団であるということです。つまり各基金には好きな名前を付
けることができることから、いわばマンションの各部屋に表札があるというイメージです。当財団
は、マンションの管理人のような役割を担っていると言えます。

助成方法について
大阪コミュニティ財団は、個人や企業、団体からの「志」のこもった寄付を名前を付けたかたち
でお受けし、その志を最大限に尊重しつつ、地域社会の多様なニ－ズに対応した社会貢献活動を行
う財団です。
この使命を達成するために、大阪・関西はもとより、全国あるいは海外の公益に資する事業を行
う非営利団体に対する助成、及び学生や生徒に対する奨学金の支給等を行います。

助成できる団体、事業
当財団が助成する対象は、「公益に寄与する事業を行う」非営利団体等です。なお、団体は法人
格の有無を問いません。また、国公立の研究、教育、医療、福祉等の機関も含みます。
具体的には、次のような事業です。
○学術・研究の振興支援
○学校教育・社会教育の教育プログラムの助成
○青少年の健全育成の支援
○芸術・文化の振興、活動の支援
○国際交流推進活動の支援
○環境の保護、保全活動の支援
○障がい者、高齢者、子育て等社会福祉の増進を図る支援等
なお、次のような団体・事業には助成できません。
○営利を目的とするもの
○政治や宗教上の活動を目的とするもの
○基金寄付者と特別な利害関係にあると判断される団体、事業

20 years progress
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○活動実績が１年に満たない団体
○債務の弁済や基本財産の出捐を目的とするもの
○個人（ただし、奨学金の場合は個人も助成の対象となります。）

助成の申し込み
助成を希望される方は、所定の「助成申込書」に記載のうえ、必要書類を添えてお申し込みくだ
さい。詳細につきましては、毎年10月に発行しております「申請者のためのガイド」もしくは、当
財団のホームページにてご確認ください。
財団のホームページ

http://www.osaka-community.or.jp

助成先の選考
助成先は、有識者で構成する選考委員会で選考し、理事会で決定します。選考結果につきましては、
申請者全員に文書でご通知します。なお、申請から選考のプロセスは、下記図をご参照ください。
当財団では、寄付者のお志によりほとんどの基金の助成分野が指定されています。また、助成希望
される年度に事業分野に該当する基金がない場合は助成できません。

＜助成先選考のプロセス＞

３月

3月中旬

助成金支給

２月

採 否 通 知

理 事 会

12月･１月

選考委員会

11月下旬

審査・選考

応募締切り

申請受付開始
10月1日

4月下旬

事業実施の結果報告
助成金は助成対象事業以外の目的に使用できません。採択された助成対象事業が中止する場合に
は、「中止届」を提出いただき、助成金は返還していただきます。また助成対象事業終了後、３カ
月以内に事業及び決算報告書を提出していただきます。

20 years progress
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基金設置について
＜基金の設立、寄付の申込みについて＞
○基金はいくらからでも
基金を設ける寄付額は、いくらからでも結構ですし、いつでも基金を積み増しすることができます。
また、「遺贈」の受け入れも致します。

○基金のタイプの選択
当財団では寄付者の意向に沿った助成活動を行えるよう、基金にいくつかの種類を設けており、
寄付者は自由に選択することができます。
＜基金の種類による分類＞
１．永続基金：元本を取り崩さず、運用収益をもって助成を行う基金
２．期間基金：元本と運用収益の全額をもって一定期間内に助成を行う基金
＜助成目的別による分類＞
１．助成基金：社会貢献活動を行う団体等の事業に助成を行う基金
①一般基金：助成先を財団に一任するもの。
②分野指定基金：助成先の分野を指定するもの。
③地域指定基金：助成先を特定の地域内に限定するもの。
④関与基金：助成先の選考に際して、基金寄付者が希望を述べることができるもの
（寄付額が１千万円以上の場合）
２．運営基金：財団の運営、事業費に充当するもの。

○基金にお名前をつけてください
基金には、基金の使途や目的を表わした名前を付け、設置する基金にお志を託すことができます。
また、匿名にすることも可能です。

○申し込み手続きについて
当財団に基金設置のお申し込み頂く際には、寄付額や寄付者の氏名等を記入した「基金寄付申込
書」と基金の名称や基金の種類等を記入した「基金に関する希望事項」をご提出下さい。
（申込用紙は、ホームページからダウンロードすることが可能です。事務局でも準備しています。）

○事務局にまずご連絡を
基金を作りたい、いつか作ってみようとお考えの方は、事務局にご相談下さい。当財団に設置い
ただいている基金の事例や設置後のフォローアップ内容について説明させていただきます。

20 years progress
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＜基金の運用報告、助成先、税金について＞
○基金の運用について
基金は、銀行、信託銀行への預金、国公債等の購入など安全かつ有利な運用を心がけています。
基金管理の必要経費として、財団は、年一回、運用収益（利息）の中から基金残高の0.5％相当額を
いただきます。従って、助成のための財源は、運用収益から必要経費を除いた残額となります。
なお、各基金の運用状況については、年一回、6月頃に寄付者に個別に報告します。

○助成先について
基金による助成活動は、学術・研究の振興、芸術・文化の向上、環境の保護保全、国際交流の推進、
社会福祉の増進等公益に資する事業を行うものに対する助成、または顕彰、学生や生徒に対する奨
学金の支給等であり、公益に役立つものであればほとんど制約はありません。助成の対象地域は、
定款で「主として大阪府及びその周辺府県を中心に日本国内の団体等に対して」と定めており、日本
国内に拠点を有する団体の事業であれば、助成を行う地域を限定されるものではありません。日本
全国、また海外も対象になります。

○ご寄付に対する税金の取り扱い
大阪コミュニティ財団は、内閣府から公益財団法人の認定を受けていますので、当財団へのご寄
付は、所得税、法人税などの控除を受けることができます。

個人のご寄付
＜所得税＞
所得控除と税額控除のいずれかを選択できます。

税

税
＝

額

×

率

－

所得 控除額

所得 金額

●所得控除

（寄付金額 － ２０００円）
ただし、所得金額の40％が限度

額

20 years progress

－

税額控除額

税

●税額控除

〔税額控除対象寄付金〔＊1〕－2000 円〕×40％
＊1：寄付金支出額が、
総所得金額等の40％を超え
る場合には、
40％に相当する額。
＊2：控除対象額は、
所得税額の25％が限度
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寄付金控除を受けるには、所轄税務署で確定申告を行ってください。その際、当財団が発行した
領収書（寄付金受領証明書）の添付が必要となります。なお、税額控除を選択される場合は、「税
額控除に係る証明書」の写しの添付も必要となります。
＜住民税＞
所得税の控除対象となる寄付金のうち、条例の指定を受けた団体に対する寄付金は個人住民税の
税額控除を受けることができます。当財団は、大阪府および大阪市の指定を受けています。詳しく
は寄付者の住所地の自治体にお問い合わせください。
＜相続税＞
ご遺族の方が相続により受け継いだ財産を相続税の申告期間内にご寄付頂いた場合、その財産に
は相続税が課されません。相続税の申告期限は、通常は、故人がお亡くなりになった日の翌日から
10ヶ月以内です。
詳しくは税務署及び税理士等にご相談されることをお勧めします。
＜遺贈＞
遺言によって、自分の遺産を特定の団体等に分け与えることを「遺贈」と言います。遺贈により
寄付した財産は相続税の非課税財産となります。
遺贈の場合、遺言信託を扱っている銀行・信託銀行などの窓口にご相談されることをお勧めします。

法人のご寄付
＜法人税＞
法人が支出する寄付金は、法人税について、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定
の限度額までが損金に算入されます。
このとき、公益法人に対する寄付については、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、
別枠の損金
算入限度額が設けられています。
A：公益法人への寄付金の特別損金算入限度額
（資本金等の額×0.375％＋所得金額×6.25％）×1/2
B：一般寄付金の損金算入限度額
（普通法人の場合。Aの限度額を超えた分を含む）
（資本金等の額×0.25％＋所得金額×2.5％）×1/4

OSAKA COMMUNITY FOUNDATION
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30年のあゆみ
年
平成2年
（1990）

月・日
5月11日

大阪コミュニティ財団の歩み

社会の出来事

大阪商工会議所、文化税制推進特別委員会を
設置

国際花と緑の博覧会、大阪で
開催
（4月1日～9月30日）

5月29日
7月1日
9月26日
11月26日

文化税制推進特別委員会内にコミュニティ財
団研究会を設置
大阪商工会議所、コミュニティ財団調査団を
米国に派遣
大阪商工会議所、「文化促進税制等に関する
要望」を建議

「コミュニティ財団調査団報告書」発行 ※1

礼宮文仁殿下、紀子様とご結婚
（6月29日）
東西ドイツ統合
（10月3日）
天皇陛下、「即位の礼」
（11月12日）

平成3年
（1991）

1月24日
2月25日
5月15日
10月31日

「大阪コミュニティ財団設立構想」発表
大阪コミュニティ財団設立準備委員会設置
日米シンポジウム「社会貢献活動と民間の役
割」開催
設立発起人会開催

湾岸戦争始まる（1月17日）
雲仙普賢岳大火砕流発生
（6月3日）
経済企画庁「いざなぎ景気超
える」（9月24日）

11月12日

財団法人大阪コミュニティ財団設立
（通商産業大臣許可）※2
（財団事務局を大阪商工会議所内に設置 ）

12月5日

※1

第1回通常理事会開催、設立記念パーティ開催

※2

コミュニティ財団調査団報告書
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ソビエト連邦消滅（12月26日）

設立許可書
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年
平成4年
（1992）

月・日
3月4日
3月5日
3月26日

大阪コミュニティ財団の歩み

社会の出来事

コミュニティ財団ワークショップ開催
日米英三極国際シンポジウム開催、基金申し込
み第1号記者発表
第1回評議員会・第2回通常理事会 開催

アルベールビル冬季オリンピ
ック（2月8日）パラリンピ
ック（3月25日）開幕
東海道新幹線「のぞみ号」運
転開始（3月14日）

「大阪コミュニティ財団ニュース」第1号
発行 ※3
8月4日 シンボルマーク決定 ※4

3月31日

10月5日
12月8日
12月14日
平成5年
（1993）

3月18日

育児休業法施行（4月1日）
バルセロナオリンピック
（7月25日）パラリンピック

（9月3日）開幕
第1回選考委員会 開催
学校週休2日制スタート
フィランスロピーセミナー 開催
初の助成先の決定（22件、13,180,660円） （9月12日）

企業のための社会貢献実務セミナー開催

サッカーJリーグ発足
（5月15日）
皇太子殿下、小和田雅子さん
とご結婚（6月9日）
EU・ヨーロッパ連合発足
（11月1日）

平成6年
（1994）

3月16日
6月10日

社会貢献活動講演会
寄付金累計額5億円を突破

リレハンメル冬季オリンピック
（2月12日）パラリンピック
（3月10日）開幕
日本人初の女性宇宙飛行士
向井千秋氏宇宙へ（7月8日）
関西国際空港開港（9月4日）
大江健三郎氏、ノーベル文学
賞受賞（10月13日）

平成7年
（1995）

3月23日

ボランティア活動推進シンポジウム開催

阪神・淡路大震災発生
（1月17日）
地下鉄サリン事件（3月20日）
マイクロソフト「ウインドウズ
95」日本版発売（11月23日）

※4

※3

大阪コミュニティ財団ニュース第1号
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シンボルマーク

年
平成8年
（1996）

月・日

大阪コミュニティ財団の歩み

3月26日 社会貢献活動セミナー「寄付と相続」開催
11月6日 創立5周年記念事業実施
～7日 （5周年記念式典・記念シンポジウム・パネル展・
「コミュニティ財団のすべて」の発刊）

社会の出来事
アトランタオリンピック（7
月19日）パラリンピック（8
月16日）開幕
初めての「海の日」
（7月20日）
政府、初の「高齢社会白書」
発表（10月29日）

平成9年
（1997）

7月1日 財団のホームページを開設
10月
財団ニュース第10号発行

消費税5％に引き上げ（4月1日）
地球温暖化防止京都会議開幕
（12月1日）

平成10年
（1998）

3月18日 社会貢献セミナー「企業の社会貢献はこう変わ 長野冬季オリンピック（2月7日）
る」開催、基金設置者と賛助会員との交流懇談会 パラリンピック（3月5日）開幕
「明石海峡大橋」開通（4月5日）
開催
12月14日 社会貢献セミナー「NPO活動の歩みと展望」 サッカーW杯フランス大会に
開催、基金設置者と賛助会員との交流懇談会開催 日本が初出場（6月10日）
特定非営利活動促進法（NPO
法）施行（12月1日）

平成11年
（1999）

日銀実質ゼロ金利政策決定
1月28日 寄付金累計額10億円突破
12月6日 社会貢献セミナー「これからの企業の社会貢献 （2月12日）
失業者が初めて300万人の大
活動～NPOとの協働を中心に～」開催
台に（3月30日）
コンピューター2000年問題
で警戒（12月31日）

平成12年
（2000）

6月5日

「大阪におけるNPO法人の実態に関す
る調査（概要）
」発表 ※5

10月13日 「助成財団の管理と運営～初任者研修～」開催
12月6日 社会貢献セミナー「地域文化の担い手～アマチ
ュアとボランティアとNPO～」開催、基金設
置者と賛助会員との交流懇談会開催

「ハッピーマンデー」スタート
（1月10日）
介護保険制度スタート
（4月1日）
金融庁発足（7月1日）
伊豆諸島三宅島噴火（7月8日）
2000円札発行（7月19日）
シドニーオリンピック（9月
15日）パラリンピック（10
月18日）開幕

※5

「大阪におけるNPO法人の実態に関する調査（概要）」
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年
平成13年
（2001）

月・日
11月7日

大阪コミュニティ財団の歩み

社会の出来事

創立10周年記念事業実施（10周年記
念式典・記念講演・「10年のあゆみ」
の発刊） ※6

中央省庁再編（1月6日）
「USJ」大阪にオープン
（3月31日）
アメリカ同時多発テロ（9月
11日）
皇太子妃 雅子さま「愛子さま」
ご出産（12月1日）

平成14年
（2002）

10月23日 社会貢献セミナー「日本社会の再生とNPO」 欧州12か国で単一通貨ユー
ロ—流通開始（1月1日）
開催
ソルトレークシティー冬季オ
財団ニュース第20号発行
12月
リンピック（2月8日）パラ
リンピック（3月7日）開幕
学校完全週休2日制完全実施
（4月6日）
サッカーW杯日韓大会開催
（5月31日）

平成15年
（2003）

4月1日 事務所移転（大阪商工会議所ビル5階に入居）
11月14日 財団関係者の集い 開催
11月20日 社会貢献セミナー「今、改めて問う“フィラン
ソロピー”の意義『民の力がコミュニティを動
かし社会を変える 』」開催
寄付金累計額 15億円突破

完全失業率5.4%過去最悪
（1月31日）
イラク戦争始まる
（3月20日）
小惑星探査機「はやぶさ」打
ち上げ（5月9日）
宮城県沖（5月26日）、宮城
県北部（7月26日）、十勝沖
（9月26日）で地震が相次ぐ。
東京、大阪、名古屋で地上デ
ジタル放送開始（12月1日）

平成16年
（2004）

4月18日 助成実績 累計600件 3億円突破
11月16日 財団関係者の集い、および
社会貢献セミナー「社会貢献活動の発展を求め
て～地域を支える市民（企業、市民）、公的機
関、公益法人の役割」開催

国立大学が国立大学法人に
（4月1日）
アテネオリンピック（8月13
日）パラリンピック（9月17
日）開幕
新潟中越地震（10月23日）
紙幣のデザインが20年ぶり
に一新（11月1日）

※6
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創立10周年記念式典

年

月・日

大阪コミュニティ財団の歩み

社会の出来事

平成17年 11月28日
（2005）

社 会 貢 献 セ ミ ナ ー 「 コ ミ ュ ニ テ ィ の 再 生 と 「中部国際空港」が開港
（2月17日）
NPOの役割」開催
「愛・地球博」が愛知で開幕
（3月25日）
「クールビス」が開始（6月1日）
道路公団が民営化（10月1日）

平成18年
（2006）

「大阪コミュニティ財団の集い in 東京」開催
「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」
（ドーナーズフォーラム、助成事業の成果発表
会）開催
創立15周年記念シンポジウム＆ワークショッ
プ開催

3月27日
3月29日

11月1日

トリノ冬季オリンピック（2
月10日）、パラリンピック
（3月10日）開幕
野球の第1回WBCで日本優勝
（3月20日）
景気回復「いざなぎ」超え
（11月22日）

平成19年
（2007）

3月29日

3月30日
6月
8月10日
10月23日

「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」
（ドーナーズフォーラム、助成事業の成果発表
会）、および社会貢献セミナー「企業の社会貢
献活動」「NPOと企業の協働」開催
「大阪コミュニティ財団の集い in 東京」開催
財団ニュース第30号発行
寄付金累計額20億円を突破
社会貢献セミナー「食育の推進、エコツーリズ
ム振興等による地域の活性化～非営利団体の枠
割を中心に～」開催

気象庁、最高気温35度以上
の日を「猛暑日」と呼ぶことに
（1月8日）
「防衛省」発足（1月9日）
能登半島地震（3月25日）、
新潟県中越地震（7月16日）
が相次いで発生
サブプライムローンの焦げ付
き問題で世界同時株安
（8月9日）
郵政事業民営化（10月1日）
将棋 羽生善治二冠1000勝最
年少記録更新（12月21日）

平成20年
（2008）

3月26日
3月28日

4月

「大阪コミュニティ財団の集い in 東京」開催
「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」
（ドーナーズフォーラム、助成事業の成果発表
会）開催
助成金支給累計件数1,000件突破
（助成累計額5億4,900万円）

後期高齢者医療制度スタート
（4月1日）
Iphone日本で発売
（7月11日）
北京オリンピック（8月8日）
パラリンピック（9月6日）開幕
米国リーマン・ブラザーズが
経営破綻（9月15日）
益川敏英氏、小林誠氏、南部
陽一郎氏、ノーベル物理学賞
受賞（10月7日）、下村脩氏、
ノーベル化学賞受賞（10月8
日）
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年
平成21年
（2009）

月・日

大阪コミュニティ財団の歩み

2月10日 「大阪コミュニティ財団の集い in 東京」の開催
2月16日 「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」
（ドーナーズフォーラム、助成事業の成果発表
会）および社会貢献セミナー「生物多様性とビ
ジネス」開催
7月3日 内閣府に公益認定を申請
7月31日 基金数200に達する

社会の出来事
日本人宇宙飛行士の若田光一
さん、日本人初の宇宙長期滞
在（3月16日）
エコポイントスタート（5月
15日）
裁判員制度開始（5月21日）
消費者庁発足（9月1日）

平成22年
（2010）

日本年金機構発足（1月1日）
2月24日 内閣府から公益認定を受ける
3月1日 公益財団法人への移行登記（公益財団 バンクーバ冬季オリンピック
法人 大阪コミュニティ財団スタート）※7 （2月12日）パラリンピック
3月8日 公益財団法人として第1回理事会開催、平成22 （3月12日）開幕
高校の授業料実質無料化
年4月助成先を承認（初めて1億円を突破）
（4月1日）
公益財団法人として第1回評議員会開催
小惑星探査機「はやぶさ」7年
3月24日 「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」
（ドーナーズフォーラム、助成事業の成果発表 にわたる宇宙旅終え帰還
（6月13日）
会）開催
3月30日 「大阪コミュニティ財団の集い in 東京」開催 鈴木章氏、根岸英一氏、ノー
11月9日 社会貢献セミナー「社会変革に向けた企業・ ベル化学賞受賞（10月6日）
東北新幹線 八戸～新青森間開
NPO・行政の新しい協働とは」開催
通し全線開通（12月4日）

平成23年
（2011）

3月25日
7月
7月11日
7月15日
11月9日

「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」の開催
財団ニュース第40号発行
内閣府から「税額控除に係る証明書」を取得
寄付金累計額25億円を突破

日本のGDP世界3位に後退

創立20周年記念事業実施

地上テレビのアナログ放送終

※8

（2月14日）
東日本大震災発生、福島第一
原発事故（3月11日）
了し、地上デジタル放送に移行
（7月24日）

※7

公益財団法人認定書

OSAKA COMMUNITY FOUNDATION

※8
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創立20周年記念式典･シンポジウム

年
平成24年
（2012）

月・日

大阪コミュニティ財団の歩み

3月5日 東日本大震災復興支援基金設置
3月19日 「大阪コミュニティ財団の集い in 東京」開催
3月28日 「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」
（ドーナーズフォーラム、助成事業の成果発表
会）開催
12月3日 社会貢献セミナー「東日本大震災—被災地の現
状とこれからの課題—」開催

社会の出来事
復興庁発足（2月10日）
「東京スカイツリー」オープン
（5月22日）
ロンドンオリンピック（7月
27日）パラリンピック（8月
29日）開幕
京都大学教授 山中伸弥氏ノー
ベル医学・生理学賞受賞
（10月8日）

平成25年
（2013）

3月18日 「大阪コミュニティ財団の集い in 東京」開催
3月28日 「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」
（ドーナーズフォーラム、2012年度助成事業
の成果発表会）開催
10月9日 「2013年度助成事業発表会」開催
11月19日 社会貢献セミナー「これからの非営利セクター
に期待すること」開催

日本人女性の平均寿命が世界
一に（7月25日）
IOC総会で2020年五輪・パ
ラリンピックの開催都市が東
京に決定（9月7日）
「和食」の食文化、ユネスコ
無形文化遺産に登録決定
（12月4日）

平成26年
（2014）

1月14日 ホームページリニューアル
3月5日 寄付金累計額30億円突破
助成金累計額10億円突破
3月18日 「大阪コミュニティ財団の集い in 東京」開催
3月25日 「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」
（ドーナーズフォーラム、2013年度助成事業
発表会）開催
6月
財団ニュース第50号発行 ※9
8月1日 「『東日本大震災及び原発災害からの復旧・復興
活動等支援基金』を活用した助成事業の成果発
表会」開催
10月9日 「2014年度助成事業発表会」開催
11月6日 社会貢献セミナー「誰もが役割を最大化できる
社会をめざして」開催

ソチ冬季オリンピック（2月
17日）パラリンピック（3月
7日）開幕
大阪市に日本一高いビル「あ
べのハルカス」全面開業
（3月7日）
消費税5％から8％に引上げ
（4月1日）
総人口の4人に1人が65歳以
上に（4月15日）
サッカーW杯ブラジル大会開幕
（6月12日）
御嶽山噴火（9月27日）
赤崎勇氏、天野浩氏、中村修
二氏がノーベル物理学賞受賞
（10月7日）

※9
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大阪コミュニティ財団ニュース第50号

OSAKA COMMUNITY FOUNDATION

年

月・日

平成27年
（2015）

大阪コミュニティ財団の歩み

3月5日 寄付金累計額35億円を突破
3月17日 「大阪コミュニティ財団の集い in 東京」開催
3月26日 「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」
（ドーナーズフォーラム）開催
4月22日 2015年度助成事業の目録贈呈式および

2014年度助成事業の成果発表会開催
4月
7月3日

〔
平成28年
（2016）

社会の出来事

9月9日
9月15日
10月5日
11月6日

※10

北陸新幹線、長野～金沢間開
業（3月14日）
戦後70年終戦の日（8月15日）
女性活躍推進法成立（8月28日）
大村智氏、ノーベル医学・生
理学賞受賞（10月5日）

梶田隆章氏、ノーベル物理学
助成累計件数2,000件突破
賞受賞（10月6日）
（助成累計額億11億3,200万円）
「『東日本大震災及び原発災害からの復旧・復興
活動等支援基金』を活用した助成事業の成果発
表会」開催
テーマ別ワークショップ開催（認知症予防、不
登校・ひきこもり対策）
「2015年度助成事業発表会」開催
社会貢献セミナー「公益活動を支える新たな資
金源：社会的投資の可能性」開催

〕

3月18日 「大阪コミュニティ財団の集い in 東京」開催
3月30日 「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」
（ドーナーズフォーラム）開催
4月22日 2016年度助成事業の目録贈呈式および2015
年度助成事業の成果発表会開催
7月7日 「『東日本大震災及び原発災害からの復旧・復興
活動等支援基金』を活用した助成事業の成果発
表会」開催
9月20日 テーマ別ワークショップ開催（竹林整備を通じ
た里山保全と地域の魅力づくり）
10月3日 「2016年度助成事業発表会」開催
11月8日 設立25周年記念講演会開催

日銀、マイナス金利導入を決定
（1月29日）
北海道新幹線開業（3月26日）
熊本地震発生M6.5（4月14日）
伊勢志摩サミット開催（5月
26日）
選挙権18歳に（6月19日）
リオデジャネイロオリンピック
（8月5日）パラリンピック
（9月7日）開幕
山の日制定（8月11日）
中学2先生の藤井聡太君、史
上最年少で将棋のプロ棋士に
（9月3日）
大隅良典氏、ノーベル医学・
生理学賞受賞（10月3日）

※10

OSAKA COMMUNITY FOUNDATION

2015年度助成事業の目録贈呈式

18

年
平成29年
（2017）

平成30年
（2018）

月・日

大阪コミュニティ財団の歩み

社会の出来事

3月
財団ニュース第60号発行
3月15日 「大阪コミュニティ財団の集い in 東京」開催
3月30日 「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」
（ドーナーズフォーラム）開催
4月17日 2017年度助成事業の目録贈呈式および2016
年度助成事業の成果発表会開催
6月1日 寄付金累計額40億円を突破
7月13日 「『東日本大震災及び原発災害からの復旧・復興
活動等支援基金』を活用した助成事業の成果発
表会」開催
10月2日 「2017年度助成事業発表会」開催
10月20日 テーマ別ワークショップ「地域における障がい
者の自立支援」開催

子どもの数36年連続減 過去

3月12日 「大阪コミュニティ財団の集い in 東京」開催
3月30日 「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」
（ドーナーズフォーラム）開催
4月16日 2018年度助成事業の目録贈呈式および2017
年度助成事業の成果発表会開催
9月13日 「『東日本大震災及び原発災害からの

平昌冬季オリンピック（2月

復旧・復興活動等支援基金』を活用し
た助成事業の成果発表会」開催、報告書
作成 ※11
10月3日 「2018年度助成事業発表会」開催

最低更新（5月4日）
九州北部豪雨災害（7月5日）
「沖ノ島（福岡県）」世界文
化遺産登録決定（7月9日）

19日）パラリンピック（3月
9日）開幕
子ども食堂急増、全国2,000
か所超える（4月3日）
大阪北部地震発生M6.1 最大
震度6弱（6月18日）
台風21号が上陸、関西国際
空港で大きな被害（9月4日）
北海道地震発生M6.7最大震
度7（9月6日）
本庶 佑氏ノーベル医学・生理
学賞受賞（10月1日）

平成31年
（2019）

2月27日 ワークショップ「地域で伸ばす子どもの未来」 皇太子徳仁親王殿下が第126
代天皇に即位（5月1日）
開催
元号は令和
3月22日 「大阪コミュニティ財団の集い in 東京」開催
3月28日 「大阪コミュニティ財団の集い in 大阪」
（ドーナーズフォーラム）開催

※11

19

「東日本大震災及び原発災害からの復旧・復興
活動等支援基金を活用した助成事業の2018年度
成果発表会」報告書

OSAKA COMMUNITY FOUNDATION

年

月・日

大阪コミュニティ財団の歩み

社会の出来事

4月16日 2019年度助成事業の目録贈呈式および2018
年度助成事業の成果発表会開催
4月
助成累計件数3,000件突破
（助成累計額約14億5,200万円）

大阪市で日本初の主要20か
国・地域（G20）首脳会議開
催（6月28日～）
「百舌鳥・古市古墳群」が世
界文化遺産に登録決定
（7月6日）
ラグビーW杯日本大会開催、
日本は8強（9月20日～）

令和元年
（2019）

消費税8％から10％に引上げ

10月2日 「2019年度助成事業発表会」開催

（10月1日）
吉野彰氏、ノーベル化学賞受賞
（10月9日）

令和2年
（2020）

令和3年
（2021）

3月3日 助成累計額15億円を突破
7月
財団ニュース第70号発行 ※12
10月1日 「2021年度助成事業募集説明会」開催
※3月開催予定の「『東日本大震災及び原発災
害からの復旧・復興活動等支援基金』を活用し
た助成事業の成果発表会」、
「大阪コミュニティ
財団の集い in 東京」、
「大阪コミュニティ財団の
集いin大阪」
（ドーナーズフォーラム）は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため開催を中止

新型コロナウイルス感染防止の
ため政府が全国の小・中学校、
高校に休校要請（2月28日）
東京五輪・パラリンピックの
延期決定（3月24日）
新型コロナ感染拡大受け全国
に初めて緊急事態宣言が発出
（4月16日）
レジ袋有料化（10月1日）

※4月開催予定の「2021年度助成事業の目録 日本国内で初めてCOVID-19
贈呈式および2020年度助成事業の成果発表会」 ワクチンの接種始まる（2月
は新型コロナウイルス感染防止のため開催を中止 17日）
1年遅れの東京オリンピック
10月1日 「2022年度助成事業募集説明会」開催
（7月23日～8月8日） パラリ
ンピック（8月24日～9月5
日）開幕
デジタル庁発足（10月1日）

※12

OSAKA COMMUNITY FOUNDATION

20

大阪コミュニティ財団ニュース第70号

設置年度別基金一覧
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˳ȷȜȩȳȆǣǢƷဃƖƕƍݣሊŴƓǑƼᐯؾƷ̬μƷƨǊ
ɢόǛ݃˄ƠŴࠊᑶȷ൦˅ƷӸǛϛƠƨؕǛᚨፗŵƦƷឯ
ଓƴឃӷƢǔࠊൟƷσज़ǛԠƼŴٻƖƳؕƴᏋƭŵ
ǹȈȩȃǯțȕȷȕǡȟȪȸؕ
࢘ᝠׇႆឱᚡࣞᨥǷȳȝǸǦȠƴᜒࠖƱƠƯЈࠗƞǕƨμ
ȦȸǸȳǹȈȩȃǯțȕ൞ᲢȡȪȸȩȳȉ߸Უ ᝠׇңᜭ˟Ψ˟ᧈƕᜓƷҞ᫇Ǜ݃˄ŵ᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇƷ
όᲢ൨ዓȷɟᑍᲣ
ႆޒǛૅੲƠƨƍŵ
᧵ٻǷȆǣ̮ဇࡉ ƤǜƩƗؕ è
ЎᲴ૨҄ȷǹȝȸȄ˳ׇƷʙಅૅੲ
᧵ٻǷȆǣ̮ဇࡉᲢࠊ᧵ٻᲣ
؏עᲴ᧵ٻǛɶ࣎ƱƢǔᡈဴ
όᲢ൨ዓȷ᧙ɨᲣ
 ᧵ ٻǷ Ȇ ǣ ̮ ဇ  ࡉ ƕ о ᇌ ԗ ࠰ Ǜ ᚡ ࣞ Ơ Ŵ ɶ ʂ  ƴ Ɣ
Ტ࠰உ ؕӸᆅ٭Უ Ɣ ǔఊ೨ƷஙƴƪƳǜƩؕ Ǜᚨፗŵ᧵ٻǛɶ࣎ƴᡈဴƷ
૨҄ȷǹȝȸȄ˳ׇǁƷኺฎႎૅੲǛᘍƍƨƍŵ
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㻝㻥㻥㻞ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻠ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻝㻥ᇶ㔠䠅
᧵ٻՠ˟ᜭؕܖڜ
᧵ٻՠ˟ᜭᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷ᧙ɨᲣ

؏עᲴ᧵ٻ
᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇƷᚨ ᇌǛڎೞƴŴࢼஹƔǒܖڜૅ
ዅƷƨǊᚨፗƠƯƍƨؕǛف᫇ƠƯᝠׇƴᆆሥŵݣᝋܖဃȷ
ဃࢻƷርǋ࠼Ƙ᧵ٻɟόƴਘٻƠƨƍŵ
ȇǣǺȋȸƜƲǋؕ
ЎᲴƜƲǋ၏ᨈλᨈƷ̓܇ƨƪǛѕǇƢʙಅ
ငዑૼᎥૼ᧵ٻᎥҽဃ૨҄ʙಅׇᲢࠊ᧵ٻᲣ؏עᲴ᧵ٻ
όᲢ᧓࠰ȷ᧙ɨᲣ
ž Ǧ ǩ ȫ Ȉ ȷ ȇ ǣ Ǻ ȋ ȸ ପ ဒ ᅛ  ᧵ ٻſ Ʒ ӓ Ⴉ  Ǜ ࢘ ᝠ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ  ׇƴ݃˄ŵƜƲǋ၏ᨈƷ၏ ƴƍǔ̓܇ᢋǛѕǇƠŴଢǔƍ
ࠎஓǛਤƨƤǔƨǊƷʙಅƴࢫᇌƯƯഒƠƍŵ
61;1 6+4' ǰȫȸȗ̬ؾᜱؕ
ЎᲴؾբ᫆ƴӕǓኵǉϋٳƷ0)1ૅੲ
Ტ൨ዓؕᲣ
ྶעؾբ᫆Ʒᚐൿƴᝡྂ ǛࠎஓƢǔࢼಅՃஊ࣓ƴǑǔ
61;1 6+4'ఇ ࡸ˟ ᅈƱ ӷǰ ȫȸ ȗӲ ᅈŴ  ਗЈƴŴ˟ᅈƕӷ᫇Ǜɥʈ ƤƠƯȞȃȁȳǰȷǮȕȈ૾ࡸ
ࢼಅՃஊ࣓ᲢτࡉჄ˙ɻࠊᲣ
ư ݃ ˄ Ǜ ዒ ዓ ŵ   ؾբ ᫆ ƴ ӕ Ǔ ኵ ǉ  ϋ  ٳƷ 0)1ƴ   ੲ
όᲢ൨ዓȷ᧙ɨᲣ
яǛᘍƍƨƍŵ
Ტ࠰உ ؕӸᆅƓǑƼᅈӸ٭Უ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓ȷ᧙ɨᲣ
ᲢᚘόᲣ
ᰙຓܑ܇ᩊ၏яؕ
ЎᲴᩊ၏ᄂᆮя
ᰙඑɤӈ൞ᲢᝅɶࠊᲣ
Ꮸ᭒ݱᏯࣱ٭ၐƱƍƏҾ ׆ɧଢŴၲඥசႆƷᩊ၏ư˂
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
မƞǕƨپʴǛͧƼŴᩊ၏ᄂᆮƷяƴᝡྂƠƨƍŵ
ҕӸؕ0Q
ЎᲴ૨҄ਰᐻ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢܰࠊشᲣ
؏עᲴ᧙ᙱ
όᲢ൨ዓȷɟᑍᲣ
᧵נஊщ˖ಅƷࢫՃƕ ᧵ٻՠ˟ᜭƷࢫᎰǛᡚ˓ƞǕƨ
Ტ࠰உ Ўȷ؏עਦܭƴ٭Უ ೞ˟ƴؕǛᚨፗŵ᧙ᙱƴƓƚǔ૨҄ਰᐻƴ݃ɨƠƨƍŵ
ؕࡅ᧵ٻ
ᅈ˟ᝡྂѣƴ᧙Ƣǔ୍ӏգႆʙಅǛΪܱƞƤƨƍŵ
ࡅ᧵ٻᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷᢃփᲣ
ؕࠊ᧵ٻ
ᅈ˟ᝡྂѣƴ᧙Ƣǔ୍ӏգႆʙಅǛΪܱƞƤƨƍŵ
ࠊ᧵ٻᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷᢃփᲣ
ٻӷဃԡᅈ˟ѣؕ
ЎᲴ៲˳ᨦƕƍᎍૅੲ
ٻӷဃԡ̬ᨖఇࡸ˟ᅈᲢࠊ᧵ٻᲣ
о ಅ ԗ ࠰ ᚡ ࣞ ʙ ಅ Ʒ ɟ  Ʊ Ơ Ư Ŵ ኺ փ ྸ ࣞ ư Ƌ ǔ ž ࠼
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
Ƙ ᅦᅍƷӼɥƳǒƼƴ؏עኺ ฎƷႆޒƴƢǔſǛ៊ǇƑŴ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ ៲˳ᨦƕƍᎍݣሊƷΪܱƴࢫᇌƭʙಅǛૅੲƠƨƍŵ
ᎊʴҔၲؕ
ЎᲴᎊʴҔၲƷΪܱ
ฌ൦ᘽʂ൞ᲢᝅɶࠊᲣ
ᚃƷരӊƴƋƨǓ݃Ƥǒ ǕƨᬐχƷɟᢿǛᎊʴҔၲƷΪ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ܱƴࢫᇌƯƨƍŵ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
᧵ٻҽဃ̮ဇࡉᅦᅍؕ
ЎᲴᅈ˟ɟᑍƷᅦᅍƷفᡶ
᧵ٻҽဃ̮ဇࡉᲢࠊ᧵ٻᲣ
؏עᲴ᧵ٻ
όᲢ൨ዓȷ᧙ɨᲣ
оಅԗ࠰ǛᡇƑƯŴ؏עǁƷज़ᜓƷेƍǛᡂǊŴݩஹƷᝅ
Ტ࠰உ Ў٭Უ ƔƳᘑƮƘǓƱ؏עƱƷσဃǛႸႎƱƠƨʙಅǛૅੲƠƨƍŵ
ҕӸؕ0Q
̓܇ƕʴƠŴ˷ᘽƕưƖ ƨƷưŴᅈ˟ᝡྂѣƴӕǓኵ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᒠஙࠊᲣ
ǜ ưƍǔ࢘ᝠׇǛૅੲƠƨƍ ŵᝢᎍƷɟ໊ƱྸᚐƠƯഒƠƍ
όᲢ൨ዓȷᢃփᲣ
ƱŴஉɢόǛዒዓƠƯ݃˄ƍƨƩƍƨŵ
ǢǸǢʩ්ؕ
ЎᲴᨥʩ්ʙಅ
ᕲஜྻᄶ൞ᲢᅕৎࠊᲣ
؏עᲴࡅ᧵ٻ
όᲢ൨ዓȷЎȷ؏עਦܭᲣ
ٽබˊǛᡇƑŴிҤ ǢǸǢƷႆޒǛਃƏܖဃǛૅੲ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ ƢǔƷɟᢿƴΪƯƯഒƠƍŵ
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˱ෙǭȌចؕᲢ൨ዓؕᲣ
ᑶ௶ݤŷው൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
ஙϋᅵᨺចؕᲢ൨ዓؕᲣ
ஙϋǭȟȷራ܇൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
Ტ᧓ؕᲴ࠰ࡇᚨፗᲣ
ׇࡅ᧵ٻᡲؕ
ᅈׇඥʴ ׇࡅ᧵ٻᡲᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷɟᑍᲣ
066ᐯ̬ؾᜱؕ
ᙱଐஜᩓ̮ᩓᛅఇࡸ˟ᅈᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷЎȷ؏עਦܭᲣ

ȀǤȀȳᅈ˟ѣؕ
ȀǤȀȳఇࡸ˟ᅈᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ

ЎᲴ૨ܖȷ፦ᘐȷтȷ᪦ಏȷᑈ៉
൨Ƙଐஜᑈ៉Ʒˡ১୍ӏƴ ѐǊŴ᧵ٻ૨҄ចចƳƲƷ
ᛎ ƴ᠗ƍƨᐯǒƷыጚǛࢸɭ ƴƱƲǊŴᑸᘐǛ࣓Ƣ૾ŷƴѕ
ǇƠƷ࣓ǛˡƑǔƨǊŴចǛពǓƨƍŵ

ЎᲴ૨ܖȷ፦ᘐȷтȷ᪦ಏȷᑈ៉Ʒૅੲ
ࢻܖѣՃưඌጃƴƬƨங ϋᅵᨺ൞ƷᚃƱڶƸŴΟǕƨ
ᑸ ᘐ˺ԼƴƠƯဃƖǔƜƱ ǁƷज़ᜓǛᡂǊƯʴऍዅƴǑ
Ǔ ؕǛᚨፗŵ૨ܖȷᑸᘐƷ ӲЎưΟǕƨಅጚǛਫƛƨʴ
ƴចǛពǓƨƍŵ
؏עᅈ˟ƷӼɥƴ݃ɨƢǔ ʙಅǛૅੲƠŴᅈ˟Ʒႆޒƴᝡ
ྂƠƨƍŵ
ЎᲴᐯؾƷ̬ᜱ
؏עᲴᡈဴᲬࡅᲮჄ
᧙ ᙱ עғ ưƷ ᩓ ᛅʙ ಅ ᚨ ԗ࠰ Ǜ ᚡࣞ ŵž  ྶ עƴǍ ƞ
Ơ ƍ 066ſ Ʒ Ǥ ȡ ȸ Ǹ Ǜ ᭗ Ǌ ǔ ƨ Ǌ Ŵ ᡈ ဴ  חƷ ᐯ   ̬ ؾ
ᜱ˳ׇǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴ៲˳ᨦƕƍᎍݣሊƷΪܱ
о ಅ ԗ ࠰ ᚡ ࣞ ʙ ಅ Ʒ ɟ  Ʊ Ơ Ư Ŵ ᅈ ˟ ᝡ ྂ  ѣ Ǜ ૾ ٶ
᩿ ƴԠƼƔƚƯƍǔ᧵ٻǳȟ ȥȋȆǣᝠׇƷឯଓƴឃӷƠƯ
ؕǛᚨፗŵ៲˳ᨦƕƍᎍݣሊƷΪܱƴᝡྂƠƨƍŵ

㻝㻥㻥㻟ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻡ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻝㻞ᇶ㔠䠅
᧵ٻՠ˟ᜭᇹˊ˟᪽˱ɤ᫋ࢧؕ
᧵ٻՠ˟ᜭᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷ᧙ɨᲣ
Э߷५̲˟ᝠׇᚡࣞؕ
ᝠׇඥʴ Э߷५̲˟ᝠׇᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ

ᇹˊ˱˟᪽Ʒᡚ˓ᚡࣞ᫋ࢧʙಅƱƠƯؕǛᚨፗŵ
ᅈ˟ɟᑍƷᅦᅍƷفᡶƱǘƕՠಅƷዮӳႎƳોծႆᢋƴ
݃ɨƠƨƍŵ
ЎᲴᏋૅੲᲢܖڜƷૅዅᲣ
ٻദ࠰ˌஹŴܖڜƷዅ˄Ǎᅕᅈʿ᧚ƷዜਤƳƲǛዓƚ
ƨᝠׇඥʴƕŴ᧙̞ᎍƷ᭗ᱫ҄ƴǑǓʙಅዒዓƕᩊƱƳƬ
ƯᚐŵʙಅƷዒ১ǛᫍƬƯŴസ˷ᝠငǛ࢘ᝠׇƴ݃˄ŵ
ƻƔǓƷእឱؕ
ЎᲴ៲ᨦᎍƷƨǊƷᅦᅍѣૅੲ
ఇࡸ˟ᅈ ȄǸᲢࠊ᧵ٻᲣ
៲˳ᨦƕƍᎍƕᅈ˟ѣƴᆢಊႎƴӋьưƖǔǑƏؾƷ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ૢͳƴɟࢫǛਃƍƨƍŵ
Ǩȫ ǳȟȥȋȆǣؕ
ЎᲴ̬ؾᜱ
ஊᨂ˟ᅈǨȫȷǳȸȝȬȸǷȧȳᲢࠊ᧵ٻᲣ ؾƷ̬ᜱƴࢫᇌƯƯഒƠƍŵ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ᕲʟƖǈǚ᜕ؕ
ЎᲴ૨҄Ʒਰᐻ
ᕲʟᜐɤ൞ᲢᝅɶࠊᲣ
؏עᲴ᧵ٻ
όᲢ൨ዓȷЎȷ؏עਦܭᲣ
ᎊࢸǋΨൢư᜕ǛಏƠǜưƓǒǕƨᚃƕᆳᡬӊŵഏ
ဏƕႊǫଐǛڎೞƴ࠼Ƙ᧵ٻƷ૨҄ƷਰᐻƴࢫᇌƪƨƍƱ݃
˄ƞǕƨŵ
᧵ٻǨǤǺݣሊؕᲢ൨ዓؕᲣ
ЎᲴǨǤǺݣሊ
᧵ٻՠ˟ᜭᲢࠊ᧵ٻᲣ
ǨǤǺƴ᧙ƢǔჷᜤƷ୍ӏǍǨǤǺधᎍȷ*+8ज़௨ᎍǁƷ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ૅੲሁƷʙಅǛᘍƏ021ǁƷяǛႸႎƱƠƯŴ᧵ٻՠ˟
ӷᲢ᧓ؕᲣ
ᜭƕ˟Ճ˖ಅǍ̾ʴǁ݃˄ǛԠƼƔƚᚨፗŵ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
ȬǤǯٹȷசஹȷȦȸǹؕ
ЎᲴ᩷࠰ݲƷͤμᏋᲢ૨ܖȷǹȝȸȄᲣ
ૼဃȕǣȊȳǷȣȫఇࡸ˟ᅈᲢிʮᣃᲣ
о ಅ ԗ ࠰ Ʒ ᚡ ࣞ ʙಅƷɟƱƠƯŴ૨ܖȷǹȝȸȄǛ
όᲢ൨ዓȷ᧙ɨᲣ
ᡫơƯ᩷࠰ݲƷͤμƳ࣎៲ǛᏋǉƨǊƷѣǛᘍƬƯƍǔׇ
Ტ࠰உؕӸᆅ٭Უ ˳ƴੲяǛዓƚƨƍŵ
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ǻȸȖȷǶȷȍǤȁȣȸؕ
61;1 6+4' ఇࡸ˟ᅈᲢτࡉჄ˙ɻࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உᅈӸ٭Უ
2CPCUQPKE᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇᢃփؕ
Ტ൨ዓؕᲣ
ȑȊǽȋȃǯఇࡸ˟ᅈᲢᧉჇࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷᢃփؕᲣ
Ტ࠰உؕӸᆅӏƼᆔ٭Უ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓ȷᢃփؕᲣ
ᲢᚘόᲣ
Ტ࠰உؕӸᆅӏƼᆔ٭Უ
ǑƠ܇᭗ᱫᎍբ᫆ؕᲢ᧓ؕᲣ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢඕϋᧈࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
Ტ൨ዓؕᲴ࠰ࡇᚨፗᲣ
ᲢᚘόᲣ

ЎᲴ܍̬ؾѣŴƱƘƴᐯ̬ᜱȷဃѣཋ̬ᜱ
ȀǦȳǦǧǢ٥ɥƷɟᢿǛŴᐯ̬ᜱȷဃѣཋ̬ᜱƷ
ƨǊƴѣƢǔ˳ׇƷѣƴࢫᇌƯƯഒƠƍŵ
᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇƷᢃփૅੲ

ЎᲴ᭗ᱫᎍƷʼᜱʙಅሁૅੲ
έᇌƨǕƨپʴƷဃԡ̬ᨖƷɟᢿǛŴʻࢸƷ᭗ᱫᎍݣሊ
ƷΪܱƴࢫᇌƯƨƍŵ

㻝㻥㻥㻠ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻢ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻝㻟ᇶ㔠䠅
ౕɦ ȷ፦औ܇ᚡࣞၶᄂᆮؕ
ౕɦ፦औ܇൞ᲢᅕৎࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
щƋǔ᧵ٻǛ൭Ǌǔ˟ؕ
щƋǔ᧵ٻǛ൭Ǌǔ˟Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷɟᑍᲣ
ఢؕᲢ൨ዓؕᲣ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢඕϋᧈࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
˱ᕲᅸ܇ȷ˱ᕲࢧɟ *QOG 5YGGV *QOG ؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊبᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ Ӹᆅ٭Უ
Ǳȳǳȸؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢ፶ࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ǏƏƽȸƜƲǋᩊ၏яؕ
ɶʟԧ൞ᲢᅕৎࠊᲣŴ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢ᭗ಹࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ

ࢹؘؕޒ
ࢹ ؘޒ൞ᲢᬐลᲣ
όᲢ൨ዓȷɟᑍᲣ
ҕӸؕ 0Q
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢډᑣࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷᢃփᲣ

OSAKA COMMUNITY FOUNDATION

ЎᲴƕǜᄂᆮя
ᙌᕤȡȸǫȸƷኺփᎍưŴ˟ᜭՃưǋƋƬƨౕɦ൞ƕၶư
˂မƞǕƨࢸŴپʴƕᔛƑƯƓǒǕƨᢡଈ࠰ưؕǛᚨፗŵၶ
၏ᄂᆮяƴࢫᇌƯƯഒƠƍŵ
؏עᲴ᧵ٻ
᧵ٻƴщǛဆǒƤŴɭမᣃࠊǁƷႆޒǛႸਦƦƏƱŴኺฎʴŴ
૨҄ʴŴܖမƳƲƷ༏ॖƴǑǓႆឱƠƨ࢘˟ƸŴႸႎǛௐƨƠƯ
ᚐƢǔƴƋƨǓŴസ˷ᝠငƷɟᢿǛ݃˄ƞǕƨŵ
ЎᲴ៲ᨦᎍƷڡ܇ƴܖڜૅዅ
៲˳ᨦƕƍᎍƸڡ܇ᏋƴཎƴᒊіƕٶƍƷưŴᏋᒍǛពǓ
ᏋǛੲяƠƨƍŵ

ЎᲴއᎊʴƷᚧբჃᜱƳƲ᭗ᱫᎍݣሊ
༵ƷᢡငǛŴ᭗ᱫᎍݣሊƷΪܱƷɟяƴƠƯഒƠƍŵ

ЎᲴ᭗ᱫᎍݣሊ
˱ᕲᅸ܇ȷ˱ᕲࢧɟ *QOG 5YGGV *QOGؕƷឯଓƴឃӷŵ
᭗ᱫᎍݣሊƷΪܱƷɟяƴƠƯഒƠƍŵ
ЎᲴƜƲǋƷᩊ၏ݣሊૅੲ
ဃǇǕƳƕǒƷᩊ၏ưബǛࢳƨƣƴᡬƬƨᧈဏᨺʼӽǁƷᬐ
χɢόƴʧƖ܇Ʒग़ᆅǛ˄ƚŴᩊ၏ƴᒊƠǉƜƲǋ
ᢋƴࢫᇌƯǔƨǊŴɲᚃƕᚨፗƠƨؕŵȟȋǳȟኡưƜƷؕ
ǛჷƬƨҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢ᭗ಹࠊᲣƕŴƝɼʴƷ̓Ʊƕ܇Ʒ
ͤࡍǛᅌࣞƠƯᡙь݃˄ᲢɢόᲣǛƞǕƨŵ
࠰ɭမȓǸȍǹȷǳȳșȳǷȧȳƷɭမኺฎǷȳȝǸǦ
ȠƴȑȍȪǹȈƱƠƯЈࠗƞǕƨᬐลȷ҅ෙᨼׇஊᨂπӮᓼʙᧈ
ƸŴᜒࠖᜓǛ᧵ٻƷ५ծѣƴࢫᇌƯƯǄƠƍƱ݃˄ƞǕƨŵ
᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇƷʙಅѣƷႆޒƴࢫᇌƪƨƍŵ

²´

ҕӸؕ 0Q
ᅈ˟ᝡྂѣƴࢫᇌƯƯഒƠƍŵ
ҕӸࠎஓƷ˖ಅᲢٻிࠊᲣ
όᲢ᧓ȷɟᑍᲣ
ҕӸؕ 0Q
ᅈ˟ᝡྂѣƴࢫᇌƯƯഒƠƍŵ
ҕӸࠎஓƷ˖ಅᲢɤჄ˙ࠊᲣ
όᲢ᧓ȷɟᑍᲣ
૪ᕲק൶ȷદ Ǭȳᄂᆮؕ
ЎᲴƕǜᄂᆮя
૪ᕲࡍ߾Ŵሶ߾Ŵ൮߾Ŵᘍ߾ƷӲ൞ᲢʩࠊᲣ ༵ƱڻƴዓƖદƞǜǛǋၶƴڞǘǕƨΩࢂƸŴǬȳƷઞ๒
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ǛᫍƍŴǬȳᄂᆮƷɟяƴ̓ƠƨƍƱŴ݃ƤǒǕƨᬐχƷɟᢿǛ
݃˄ƞǕƨŵ
᧵ᅕٻᩗࣄᐻؕ
࠰ЭƷעᩗƴᨥƠŴଐஜƔǒӖƚƨੲяƴᡉᅇƢǔॖԛưŴ
ǫȪȕǩȫȋǢȷǳȟȥȋȆǣᝠׇ
ࠊᧈƷ੩ǛࢽƯࠊൟƴѪǛԠƼƔƚŴᘮעƷʴŷƱσƴ
ᲢȭǵȳǼȫǹࠊᲣ
Ƙ؏עƷኵጢǍ५ծ˳ׇǁƷяƷƨǊŴ݃˄ƞǕƨŵ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ

㻝㻥㻥㻡ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻣ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻥ᇶ㔠䠅
ǢȩǤȉȷȉȡȃǯᒍଐؕᲢ൨ዓؕᲣ
ǢȩǤȉȷȉȡȃǯᅈᲢᒍȭȳȉȳࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓࠰ȷཎܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
᧵ٻǷȳȕǩȋǫȸؕ
ɤබᩓೞఇࡸ˟ᅈᲢܣӝࠊᲣ
όᲢ᧓ȷཎܭᲣ
ޢችɤᚡࣞؕ è
ޢችɤ൞Ტሜ᩿ࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷ᧙ɨᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
ื൶ؕܖڜ܇Ტ൨ዓؕᲣ
ื݈ɟȷᅭ܇൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷ᧙ɨᲣ
Ტ᧓ؕŴ࠰ࡇᚨፗᲣ
Ტ࠰உ Ў٭Უ
ᇌԡטܖܖٻᅛ᧵ᅕٻᩗؕ
ᇌԡטܖܖٻᅛܱᘍۀՃ˟ᲢʮᣃࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
๚ ܱЈ༿ᚡࣞ˟ؕ
щƋǔᅈ˟ǛоᡯƢǔ˟ᲢٻԧᢼࠊޛᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ਦܭЎǛ٭Უ
ҕӸؕ 0Q
ҕӸࠎஓƷ፦ᘐᲢிʮᣃᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ

ʊʟ፯پᚡࣞؕ
ʊʟ፯ദ൞ᲢᙱܷࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷᢃփᲣ

ЎᲴᨥʩ්ૅੲ
ཎܭᲴǫȊȇǣǢȳȷǢǫȇȟȸǁƷя
ᒍƷᣒᡯȡȸǫȸƕ᧵ᅕٻᩗƷੲƷƨǊ݃˄Ǜ݃Ƥǒ
ǕŴᅕৎƷٳʴܖఄǫȊȇǣǢȳȷǢǫȇȟǣƷૅੲƱᨥʩ
්ЎƷяƴ̅ƏƜƱǛࠎஓƠƯؕǛᚨፗŵ
ཎܭᲴ᧵ٻǷȳȕǩȋǫȸң˟
᧵ٻƷஇǋૼƠƍʩ᪪ಏׇž᧵ٻǷȳȕǩȋǫȸſƷƨǊƴŴ
ΟǕƨڌᎍǛᄩ̬ƢǔƷɟяƴƠƯഒƠƍŵ
᧵ٻՠ˟ᜭࢫՃƕᅈಅƔǒࡽᡚƞǕǔೞ˟ƴŴоಅˌஹ
࠰ƴʠǔעΨ᧵ٻƷૅੲƴज़ᜓƠŴ᧵ٻՠ˟ᜭǁƷᚡࣞƷॖ
ԛǛǋᡂǊƯŴᒉƍʴƷᏋƷʙಅƴࢫᇌƯǔǑƏ݃˄ƞǕƨŵ
ᒉƘƠƯέᇌƨǕƨग़ېƕѮѦƞǕŴǇƨ༵ᚃᐯ៲ǋڊᎰƞǕ
ǔᡈဴܖٻƴܖƿٳʴသܖဃǛŴʧƖېƷ̓ƷɟƱƠƯૅ
ੲƠƨƍŵ

טܖᅛƷȁȣȪȆǣȷǪȸǯǷȧȳƷ٥ɥư᧵ᅕٻᩗƷᘮ
δƴዋஜǛ݃ពƠƨƍŵ

ЎᲴǫȳȜǸǢƴƓƚǔ܇ƲǋƷᏋૅੲ

ЎᲴ૨҄ᚨŴዋဒ፦ᘐԼሁƷᄊ̬ᜱӏƼ૨҄ᑸᘐѣƴݣ
Ƣǔੲя
ൟ᧓፦ᘐƕ᧵ᅕٻᩗǛڎೞƱƠƯŴ૨҄ᚨŴዋဒȷ፦ᘐ
ԼሁƷ̬ᜱӏƼ૨҄፦ᘐѣƴݣƢǔੲяƴΪƯǔƨǊŴ࠰᧓
Ʒλئ૰ӓλƷɟܭлӳƱλئᎍƔǒƷѪǛ݃˄ƞǕƨŵ
༵ᚃƷരӊƴ݃ƤǒǕƨᬐχƷɟᢿǛᝠׇƷᢃփૅੲƴࢫᇌƯ
ƯഒƠƍŵ

²µ

OSAKA COMMUNITY FOUNDATION

㻝㻥㻥㻢ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻤ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻤ᇶ㔠䠅
ͤѨᑽǨǤǺȷǵȝȸȈؕ
ఇࡸ˟ᅈ ͤѨᑽᲢʮᣃࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ȷཎܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
ȡȉȈȭȋȃǯᅦᅍؕ
ȡȉȈȭȋȃǯᝠׇᲢȟȍǽǿ߸Უ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
Ტ൨ዓؕŴ࠰ࡇᚨፗᲣ
ǢǸǢؕܖڜ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢ߷߃ࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ٻᱺ پᅈ˟ǁƷऍᡉƠؕ
ٻᱺپ൞ᲢထဋࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷɟᑍᲣ
Ტ࠰உ Ӹᆅ٭Უ
ฌ૨ᅈؕ
ఇࡸ˟ᅈฌ૨ᅈᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
னҾଢᚡࣞؕ
னҾฌᢊ൞ᲢဃᬡࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ኽᲢȦǤᲣƷɭမܱᘍۀՃ˟ؕ
ኽᲢȦǤᲣƷɭမܱᘍۀՃ˟Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ

ཎܭᲴǱǢȸǺ
ᕤܹǨǤǺƷᘮܹᎍǛႺǱǢǵȝȸȈƠƯƍǔ˳ׇᲢǱǢȸ
ǺᲣǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴᨦƕƍᎍȷ᭗ᱫᎍƷૅੲ
ᨦƕƍᎍȷ᭗ᱫᎍƷૅੲѣƴМဇƠƯഒƠƍŵ

ЎᲴǢǸǢƔǒƷသܖဃૅੲ
˷ဃǛǢǸǢƷႆޒƴƛƨƍƱࣞơƭƭ˂မƠƨʧƖپƷٹ
ǛӖƚዒƗŴǢǸǢƔǒƷသܖဃǛૅੲƠƨƍŵ
᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇƕяݣᝋǛਘٻưƖǔǑƏࣖੲƠƨƍŵ

ЎᲴᝠׇȷᅈׇƳƲπႩඥʴƴ᧙Ƣǔᛦ௹ȷᄂᆮ
ǘƕπႩඥʴƷႆޒƷƨǊŴᛦ௹ᄂᆮƴࢫᇌƯƯഒƠƍŵ

ЎᲴҔܖȷᕤܖƷᄂᆮя
ʧ༵ƷᔀΒƴ݃ƤǒǕƨᬐχƷɟᢿǛҔܖŴᕤܖЎƷᡶഩƴ
ࢫᇌƯƨƍŵ
ЎᲴჷႎᨦƕƍᎍƷ˺ಅƕᘍƏʙಅ
؏עᲴ᧵ٻŴډᑣŴඌጃ
ჷႎᨦƕƍᎍƷᅈ˟ӋьǛૅੲƢǔƨǊŴσӷ˺ಅƕܱƢ
ǔʙಅǁƷяƴࢫᇌƯƨƍŵ
ஙϋᅵᨺចؕᲢ᧓ؕᲣ
ЎᲴ૨ܖȷ፦ᘐȷтȷ᪦ಏȷᑈ៉Ʒૅੲ
ஙϋǭȟȷራ܇൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
ࢻܖѣՃưඌጃƴƬƨஙϋᅵᨺ൞ƷᚃƱڶƸŴΟǕƨᑸᘐ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
˺ԼƴƠƯဃƖǔƜƱǁƷज़ᜓǛᡂǊƯŴʴऍዅƴǑǓؕ
Ტ൨ዓؕᲴ࠰ࡇᚨፗᲣ ǛᚨፗƞǕƨŵ૨ܖȷᑸᘐƷӲЎưΟǕƨಅጚǛƋƛƨʴƴច
ᲢᚘόᲣ ǛពǓƨƍŵ

㻝㻥㻥㻣ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻥ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻢ᇶ㔠䠅
ǈƳƱǛᎋƑǔ˟ؕ
ٲᨗƔǒǈƳƱǛᎋƑǔ˟Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓࠰ȷɟᑍᲣ
ϐࢢࠊؕئ
ϐࢢࠊئңᜭ˟Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓࠰ȷɟᑍᲣ
Ტ࠰உ Ўਦܭƴ٭Უ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
ዩ܇ᅦᅍؕ
᭗ங ฌȷദᨺ൞˂ᲢᬐᑮࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ȷཎܭᲣ
Ტ࠰உ Ўȷ؏עਦܭƴ٭Უ
Ტ࠰உ ؏עǛ٭Უ
ȀǤȪǭᏋᒍؕ
ȀǤȪǭఇࡸ˟ᅈᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ȡȉȈȭȋȃǯؕܖڜ
ȡȉȈȭȋȃǯᝠׇᲢȟȍǽǿ߸Უ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
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ᝠׇƕᘍƏяʙಅƷƨǊƴࢫᇌƯƯഒƠƍŵ

ЎᲴ̬ؾμ
ȪǵǤǯȫƴǑǔ̬ؾμǛǊƟƠƯȪǵǤǯȫࠊئǛ͵ŵ
ȁȣȪȆǣӓႩƷɟᢿǛяʙಅƷɟяƴƠƯഒƠƍŵ

ЎᲴ࣎៲ᨦƕƍδǛૅੲƢǔʙಅ
؏עᲴࡅ᧵ٻƋǔƍƸډᑣჄ
ڶƷᡬӊƴƱǋƳƍƓɭᛅƴƳƬƯƍǔᅈ˟ᅦᅍඥʴǛૅੲƠ
ƨƍᲢ࢘ИᲣ
ŵ
ЎᲴܖٻဃǁƷܖڜૅዅ
ᐯᅈƷǹȭȸǬȳưƋǔžʴƴᑣƘƠƨƍſƱƍƏ૾ᤆƴǋƱ
ƮƍƯŴʴᏋƴᝡྂƠƨƍŵƜƷƨǊܖٻဃƴܖڜǛૅዅ
ƠŴᒉᎍƷᏋǛƸƔǓƨƍŵ
ЎᲴᨦƕƍᎍƷࢂ܇ƷᏋૅੲ
ᨦƕƍᎍƷࢂ܇ǛૅੲƠƨƍŵ

²¶

ȡȉȈȭȋȃǯᅦᅍؕ
ЎᲴᨦƕƍᎍȷ᭗ᱫᎍƷૅੲ
ȡȉȈȭȋȃǯᝠׇᲢȟȍǽǿ߸Უ
ᨦƕƍᎍȷ᭗ᱫᎍƷૅੲѣƴМဇƠƯǄƠƍŵ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
Ტ᧓ؕŴ࠰ࡇᚨፗᲣ
ᲢᚘόᲣ

㻝㻥㻥㻤ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻝㻜ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻝㻡ᇶ㔠䠅
1%(ૅੲؕ
᧵ٻՠ˟ᜭࢫՃȷሥྸᎰᲢࠊ᧵ٻᲣ
ȯȸȫȉȷȕǡȃǷȧȳȷȕǧǢਖ਼ᡶңᜭ˟
Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷᢃփᲣ
ኝʁȷʮ܇ႹݰཚᏋؕ
னޛኝʁȷʮ܇൞ᲢிʮᣃᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ

᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇᲢ1%(ᲣƷᢃփࢍ҄ƷƨǊƴŵ

ЎᲴႹݰཚƷᏋŴጀŴᄂᆮሁƷૅੲ
߸ưƷဃኺ᬴ưŴᙻᙾᨦƕƍᎍǛǵȝȸȈƢǔႹݰཚƷ
ᙲࣱǛၘज़ŵƕƴƓƚǔႹݰཚƷᏋŴጀŴ᧙ᡲʙಅǛૅ
ੲƠƨƍŵ
5'+0ȁȣǤȫȉؕᲢƦƷᲣ
ЎᲴऔǇǕƳƍ܇ƲǋƨƪƷᅦᅍૅੲ
ɤޛ፯᠗൞ᲢҘᓶࠊᲣ
5'+0ᅦᅍբ᫆ᄂᆮ˟ƱƠƯŴऔǇǕƳƍ܇ƲǋƨƪƷੲя
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ѣǛᘍƬƯƖƨƕŴӷ˟ƷȡȳȐȸƕถݲƠƨƨǊŴؕǛ᧵ٻ
Ტ᧓ؕŴ࠰ࡇᚨፗᲣ ǳȟȥȋȆǣᝠׇƴᆆƠŴࡽƖዓƖऔǇǕƳƍ܇ƲǋƨƪƷƨǊ
ƴࢫᇌƯƨƍŵ
ଐஜǯȩǦȳؕ
᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇƷᢃփࢍ҄ƷƨǊƴŵ
ଐஜǯȩǦȳఇࡸ˟ᅈ ᧵ٻС˺ܳˡܴ
ଐЈᒍᨺ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷᢃփᲣ
ȕȊǬᅈ˟ᅦᅍؕ
ЎᲴᙲੲᜱᅈ˟ႎࢊᎍᲢཎƴ܇ƲǋŴ᭗ᱫᎍᲣƷƨǊƷᚨȷ
Ϡ൨χݤ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
ͳԼሁƷૢͳ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ᙲੲᜱࢊᎍᲢཎƴŴ̓܇ȷ᭗ᱫᎍᲣƷဃؕႴᄩᇌƷƨǊŴ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ ᚨȷͳԼሁƷૢͳǛႸႎƱƢǔʙಅǛૅੲƠƨƍŵ
;/ͤࡍǹȝȸȄؕ
ЎᲴͤࡍƷفᡶŴǹȝȸȄਰᐻ
ޛᨺȷ܇൞ᲢܰࠊشᲣ
ͤࡍƷفᡶȷǹȝȸȄƷਰᐻƷƨǊƴŵ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
᧵ٻᩓಅң˟ؕ
ЎᲴࡅ᧵ٻᇌȷࠊᇌಅ᭗ሁܖఄ
ᅈׇඥʴ ᧵ٻᩓಅң˟Ტࠊ᧵ٻᲣ
ࡅ᧵ٻᇌȷࠊᇌƷಅ᭗ఄဃƴŴᩓൢʙٟሁƷӕࢽƷᝲ
όᲢ᧓࠰ȷཎܭᲣ
ဇǛᙀяƠƨƍŵ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
ଐင҄᧵ٻܖᅦᅍؕ è
ЎᲴᅈ˟ᅦᅍᲢ៲ᨦᎍᅦᅍᲣ
ଐင҄ܖಅఇࡸ˟ᅈᲢࠊ᧵ٻᲣ
оᇌԗ࠰ǛڎೞƴŴ؏עᅈ˟ǁƷज़ᜓƷൢਤƪǛᡂǊŴᅈ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ՃƱȞȃȁȳǰȷǮȕȈ૾ࡸưŴᅈ˟ᝡྂŴᅈ˟ᅦᅍƷفᡶǛǊ
ƟƠƨƍŵ
᧵ᅕٻᩗੲѣяؕ
ЎᲴ᧵ᅕٻᩗƷᘮᎍǛੲƠƯƍǔȜȩȳȆǣǢȷǰȫȸȗ
൶ဋႺʼȷ᩺܇൞Ტሜ᩿ࠊᲣ
؏עᲴࡅ᧵ٻȷτࡉჄ
όᲢ᧓࠰ȷɟᑍᲣ
᧵ᅕٻᩗƷᘮᎍǁƷੲѣǛƠƯƍǔ˳ׇǛૅੲƠƨƍŵ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
ɥဋͤɟؕܖڜ
ཎܭᲴࠊ᧵ٻᇌȇǶǤȳᏋᄂᆮ
ɥဋ࠳܇൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
ࠊ᧵ٻᇌȇǶǤȳᏋᄂᆮƷܖဃƴܖڜǛૅዅƠƨƍŵ
όᲢ᧓ȷཎܭᲣ
༾ޛҘബӞχᑸᏡਰᐻؕ
ЎᲴӞχᑸᏡƷਰᐻ
༾ޛҘബ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
ӞχᑸᏡƷਰᐻƴƭƍƯƷɟяƱƠƨƍŵ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
፦ჷȍȕȭȸǼᚡࣞؕ
ЎᲴȍȕȭȸǼƷၲŴᄂᆮŴȪȏȓȪሁૅੲ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊ᧵ٻᲣ
̓܇Ǜ၏ưʧƘƠŴƦƷ၏ൢƷၲȷᄂᆮŴȪȏȓȪሁƷƨǊ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ƴࢫᇌƯƯഒƠƍŵ
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፦ჷ៲ᨦᎍᅦᅍؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ԧඡࠊ൦˅ؕᲢ᧓ؕᲣ
ᲢƦƷᲣ
ޛဋ࠳൞ǄƔ̾ʴȷ˖ಅሁᲢԧඡࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎȷ؏עਦܭᲣ
Ტ൨ዓؕŴ࠰ࡇᚨፗᲣ
ᲢᚘόᲣ
ԧඡࠊƘƢƷஙؕᲢԧඡࠊᲣ
ޛဋ࠳൞ǄƔ̾ʴȷ˖ಅሁᲢԧඡࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ

ЎᲴ៲ᨦᎍƷі˺ಅؾƷૢͳ
៲ᨦᎍƷі˺ಅؾƷૢͳǛǓŴᐯᇌǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴᐯ̬ؾμ
؏עᲴԧඡࠊ
ᐯƴऔǇǕƨԧඡࠊƴƓƍƯŴ˞᎓עǛ͈ǓɥƛǔƔŴȊǷ
ȧȊȫȈȩǹȈ૾ࡸƴǑƬƯλƠŴࠊൟȜȩȳȆǣǢƴǑǔᐯ
πטǛƭƘǓŴͤࡍفᡶƱ˷ୗƷஊјМဇǛႸਦƢŵ
ЎᲴǢǸǢǛɶ࣎ƱƢǔ0)1ѣƷૅੲ
ԧඡࠊ൦˅ؕƕɢόᆳᄊǛڎೞƴŴԧඡǛ፦ƠƘƢǔ
˟ƕǢǸǢң˟ǢǸǢӐƷ˟ƱңឃƠƯǤȳȉȔǸȣȗȸȫȷȏ
ǤǹǯȸȫƴዅܴǛ݃ពƠƨƷǛƖƬƔƚƱƠŴʻࢸŴᢃփؕ
ƷоᚨƷƨǊ࠼ƘࠊൟƷឃӷǛࢽƯٻƖƘѣƠƨƍŵ

㻝㻥㻥㻥ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻝㻝ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻢ᇶ㔠䠅
ǹȈȪȸȈȁȫȉȬȳሁฎؕᲢ൨ዓؕᲣ
൶ဋႺʼȷ᩺܇൞Ტሜ᩿ࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎȷ؏עਦܭᲣ
ǹȈȪȸȈȁȫȉȬȳሁฎؕᲢ᧓ؕᲣ
൶ဋႺʼȷ᩺܇Ŵం܇ƷӲ൞Ტሜ᩿ࠊᲣ
ό
Ტ᧓ȷЎȷ؏עਦܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
5'+0ȁȣǤȫȉؕᲢƦƷᲣ
ɤޛ፯᠗Ŵᓶྚ፯ЩŴఌᬐጢƷӲ൞ᲢҘᓶࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
Ტ൨ዓؕŴ࠰ࡇᚨፗᲣ
ᲢᚘόᲣ
ҕӸؕ 0Q
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊޛ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷᢃփᲣ
ҕӸؕ 0Q
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᕲʟࠊݢᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎȷ؏עਦܭᲣ
ඕؕ
᧙ԧܨȷσ፦ȷٻᨕƷӲ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ

ЎᲴǹȈȪȸȈȁȫȉȬȳሁƷฎʙಅ
؏עᲴிҤǢǸǢӏƼǢȕȪǫ
ிҤǢǸǢƴƓƚǔǹȈȪȸȈȁȫȉȬȳǍ٥ବȷࢍСіሁ
ưᖋƛǒǕƯƍǔ̓܇ƨƪƷฎƴ࢘ƨƬƯƍǔȜȩȳȆǣǢׇ
˳ƷѣǛૅੲƠƨƍŵ
Ტ࠰உ ٭؏עᲣ

ЎᲴ܇ƲǋƷᅦᅍ
औǇǕƳƍ̓܇ƨƪƷᅦᅍƷƨǊƴŵ

᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇƷᢃփǛૅੲƠƨƍŵ

ЎᲴᅦᅍ
؏עᲴࡅ᧵ٻ
᧵ٻƴ۫ƍƩʧƷ࣓ǛဃƔƠŴᅦᅍƷفᡶƷƨǊƴᝡྂƠƨƍŵ
ЎᲴૼဃδҔၲƷᄂᆮƱႆޒ
ဃǇǕƯƢƙƴʧƘƠƨஇग़Ʒ̓܇ƷƜƱǛࣔǕƳƍƨǊƴؕ
ǛᚨƚŴӷơǑƏƳؾᢀƴƋǔ૾ŷǛੲяƠƨƍŵ

㻞㻜㻜㻜ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻝㻞ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻤ᇶ㔠䠅
ƕƬƜƏؕᲢ൨ዓؕᲣ
൶ဋႺʼȷ᩺܇൞Ტሜ᩿ࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
ӽ൶ϋᔎӞᒬҾ૨҄ؕ
ఌӽ൶൞Ტࠊ߃ށᲣ
όᲢ൨ዓȷ؏עਦܭᲣ
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ЎᲴǢǸǢƴƓƚǔܖఄᚨȷᢃփƷૅੲ
ǢǸǢưܖఄƕƳƍ؏עƴܖఄǛᚨƠƨǓŴƦƷᢃփǛя
ƚƠƯƍǔȜȩȳȆǣǢ˳ƷѣǛૅੲƠƨƍŵ

؏עᲴɶϋȢȳǴȫƴ᧙Ƣǔѣ
ƔƭƯᚧǕƨɶϋȢȳǴȫƷᒬҾƷ፦ƠƞƕŴ૨ଢᅈ˟ƴ
ƠƭƿƞǕǔƜƱƳƘ൨ᢒƴസǓŴ҄ƠƭƭƋǔᢂཊൟƷƘǒ
ƠƕŴƦƷܘ܇ǁƱӖƚዒƕǕǔƜƱǛᫍƬƯؕǛᚨፗŵϋȢ
ȳǴȫƷჿዯ҄ѣǰȫȸȗǍŴϋȢȳǴȫƷൟଈ᪦ಏܼڌ
ƷஹଐπƳƲŴଐᔎႻʝƷ૨҄ʩ්ǛૅੲƠƨƍŵ

²¸

ٻᙱǰȫȸȗؕܖڜ
ఇࡸ˟ᅈ ٻᙱᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
ҾƬƺؕ
ᙱޛᩓŴ߃ޥᩑƷӲ൞ᲢޛӝࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ขɤҘˊؕ
ဋɤȷ࠳܇൞ᲢྚؖჄขࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷᢃփᲣ
ᕲ߃ؕ
ᕲ߃ᒔࠃ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷཎܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
ื൶ؕܖڜ܇Ტ᧓ؕᲣ
ื݈ɟ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷཎܭᲣ
Ტ൨ዓؕŴ࠰ࡇᚨፗᲣ
ᲢᚘόᲣ
Ტ࠰உяЎ٭Უ

ЎᲴܖٻဃƷʴᏋ
ǻȫȕǰȫȸȗɭኔᚡࣞᘍʙƷɟƱƠƯŴɭኔǛਃƏ
ʴʖͳƷܖٻဃƴݣƠܖڜǛૅዅƢǔƜƱưŴƦƷʴᏋ
ƴᝡྂƠƨƍŵ
ЎᲴǹȝȸȄ࠰ݲƷƨǊƷҾƬƺᄩ̬
ऒ܇ᢋƷʚҗബƷᛓဃଐǛᚡࣞƠŴμƯƷǹȝȸȄ࠰ݲƕ࣬ƍ
ƬƖǓȜȸȫǛ២ƬƨǓŴ৲ƛƨǓưƖǔҾƬƺƕᝰƑǕƹƱƍ
Ə࣬ƍǛƜǊƯؕǛᚨፗŵ
έᇌƨǕƨېƷ̓ƴŴᝠׇƷᢃփƴࢫᇌƯƯഒƠƍŵ

ཎܭᲴᇌज़௨ၐᄂᆮǨǤǺᄂᆮǻȳǿȸ
ᇌज़௨ၐǨǤǺᄂᆮǻȳǿȸƷžȡȈȭǨȳȉȚȗȁǿȸǼ
Ʒ৴*+8јௐƷᚐௌƱƦƷࣖဇſƷᄂᆮѣǛૅੲƠƨƍŵ
ཎܭᲴᡈဴܖٻသܖဃǻȳǿȸ
ᒉƘƠƯέᇌƨǕƨग़ېƕѮѦƞǕŴǇƨ༵ᚃᐯ៲ǋڊᎰƞǕ
ǔᡈဴܖٻƴܖǀٳʴသܖဃƴݣƠƯŴʧƖېƷ̓ƷɟƱ
ƠƯܖڜǛૅዅƠƨƍŵ

㻞㻜㻜㻝ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻝㻟ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻞㻞ᇶ㔠䠅
ஔʟȷౕဋෙٳңщᏋؕᲢƦƷᲣ
ౕဋ᠗܇൞ᲢܰࠊشᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ӸᆅƓǑƼЎ٭Უ
ޢஜӪؕ܇
ޢஜᅭʚȷ፦܇൞ᲢᱴࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷɟᑍᲣ
߷ߢଞؕ
ࣈޢᝅ܇൞Ტிࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷɟᑍᲣ
Ӵᑣᢊؕ܇
݈ဋऔ܇൞ᲢҘᓶჄᦉȶࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎȷ؏עਦܭᲣ

ЎᲴႆޒᡦɥƷܖဃƷᏋ
ǢȕȪǫƦƷ˂ƷႆޒᡦɥƷʴŷƷဃȷᏋƴࢫᇌƯƨƍŵ

ᒉƘƠƯʧƘƳƬƨېƷ̓ƴᅈ˟ᝧྂѣƴࢫᇌƯƯഒƠƍŵ

ž߷ߢſƷڿǛӸƷǔᎍƕƍƳƘƳƬƨƷưŴؕƴӸЭǛസ
ƠƯᝠׇƷяʙಅƴࢫᇌƯƨƍŵ

ЎᲴδᇜƷᏋ
؏עᲴிҤǢǸǢᲢșȈȊȠƳƲᲣ
ڻƷᢡငƷᲧᢿǛŴிҤǢǸǢƴƓƚǔδᇜƷᏋƴࢫᇌƯƯ
ഒƠƍŵ
᱅ແ᩻܇ᚡࣞؕ
ЎᲴऔǇǕƳƍ܇ƲǋƨƪǁƷૅੲ
᱅ແ፯ᢹ൞ᲢிʮᣃᲣ
ಮŷƳʙऴƴǑǓŴऔǇǕƳƍؾᢀƴƋǔ܇Ʋǋƨƪƕž˴ʙ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ƴǋਯƚƵࢍƍ࣎ſǍžਪƢǔџൢſǛᏋǉƜƱƷưƖǔѣ
Ტ࠰உ ؕƷᆔӏƼЎ٭Უ ǛૅੲƠƨƍŵ
-QVQ 5[QMQ ,#2#0ؕᲢ᧓ؕᲣ
ЎᲴǢǸǢƷ܇ƲǋƨƪǁƷ૨φ੩̓ሁ
Ӟႇദ܇൞ᲢҘᓶჄࠊ܇ܘᲣ
؏עᲴȍȑȸȫŴǫȳȜǸǢŴȟȣȳȞȸŴǢȕǬȋǹǿȳŴǱ
ό
ȋǢŴǦǬȳȀŴǿȳǶȋǢ
Ტ᧓࠰ȷЎȷ؏עਦܭᲣ
ᡦɥƷ̓܇ƨƪǁƷ૨φ੩̓ƳƲƷੲяǛᘍƬƯƍǔȜȩȳ
Ტ൨ዓؕᲴ࠰ࡇᚨፗᲣ ȆǣǢ˳ׇƷѣǛૅੲƠƨƍŵ
ƜƲǋƴٹǛᲛؕ
ЎᲴܖఄᚨ
ఇࡸ˟ᅈȪȖȬᲢࠊ᧵ٻᲣ
ƜƲǋƴٹƷƋǔՠԼǛǑǓܤƘŴǹȔȸȇǣƴᲛᲢ˟ᅈྸࣞᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
Ǜ៊ǇƑŴɭမƷ̓܇ƨƪƴܖఄᚨƳƲƷૅੲǛƠƨƍŵ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
܇ƲǋᏋؕ
܇Ʋǋؘሁ܇ƲǋƨƪƷƨǊƴѣƢǔ˳ׇƷʙಅ
Ⴧُٶ܇൞ᲢிʮᣃᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
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ࠈဌٽᢹؕ
ࠈ࠼ଢ൞ᲢډᑣჄ҅ᓹ؉ᢼ࠼ᨒထᲣ
όᲢ൨ዓȷɟᑍᲣ
߷ѨؕܖڜᲢ൨ዓؕᲣ
߷ڢ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
ȀǦȳၐហƪǌǜ˳દ୍ӏؕ
ᕲဋࢀ܇൞ᲢࠊبᲣȻٻɨᲢᝅɶࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
65ʼᜱʴᏋؕᲢ൨ዓؕᲣ
ం܇൞Ŵ൶ဋ᩺܇൞Ტሜ᩿ࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
ҕӸؕ 0Q
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢҘᓶࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷᢃփؕᲣ
ஜٶο܇٣ಏؕ
ႎئራ܇൞ᲢᝅɶࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ

ȜȩȳȆǣǢѣǁƷяƴࢫᇌƯƯഒƠƍŵ

ЎᲴ᭗ሁܖఄƷܖဃǁƷܖڜૅዅ
ѠܖǛ࣓ƢᒉʴƴŴɼʴƷᢡငǛࢫᇌƯƨƍŵ

ЎᲴȀǦȳၐʐδƷᏋδૅੲ
ȀǦȳၐʐδƷᏋδǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴʼᜱŴཎƴȪȏȓȪၲƷЎưܼӕࢽǛǊƟƢܖ
ဃǁƷܖڜૅዅ
࣯ᡮƳ᭗ᱫ҄Ʒᡶᘍƴ७ѬƕᡙƍƭƔƳƍưŴǇƢǇƢᩔ
ᙲƷ᭗ǇǓǛᙸƤǔʼᜱբ᫆ŵƦƷɶưǋŴ၏ൢǍƚƕሁƴǑǓ
ڂƬƨೞᏡࣄׅƷƨǊƷȪȏȓȪȆȸǷȧȳၲƷᩔᙲǋٻفƷ
ɟᡦǛᡃǓƭƭƋǔŵƦƜưŴƦƷƨǊƷʴᄩ̬ƷƨǊŴܼ
ᚾ᬴ƴǑǔǛӕࢽƢǂƘܖಅƴѕǉܖဃǁƷܖǛяƠƨƍŵ
᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇƷᢃփǛૅੲƠƨƍŵ

ЎᲴǯȩǷȃǯ᪦ಏƷਰᐻ
ிʮ᪦ಏܖఄᲢྵிʮᑸٻᲣǛҡಅࢸŴบŴȭȸȞŴǵȳǿ
ȁǧȁȪǢ᪦ಏᨈƴသܖƠƨʧƖƷ᪦ಏƴݣƢǔऴ༏Ǜज़ơƯ
ؕǛᚨፗŵǯȩǷȃǯ᪦ಏƷਰᐻƴࢫᇌƯƯഒƠƍŵ
ήѓᢩୣᚡࣞؕ
ЎᲴऔǇǕƳƍ܇ƲǋƨƪƷૅੲ
ༀ܇࠳ޛ൞Ტᅕ߷ډჄႻҾࠊᲣ
پƷᢩୣᅔƍƷ˟ǛᘍƍŴƦƷ˟ᝲƱƝᅔΒƴǑǓᚨፗŵ܇
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
̓ƕڤƖƳپƷൢਤǛဃƔƠƯŴऔǇǕƳƍ̓܇ƨƪƷƨǊƴࢫ
ᇌƯƯഒƠƍŵ
ౕМ̮ၶᄂᆮؕ
ЎᲴၶᄂᆮя
ౕଯ܇൞ᲢҾࠊᲣ
ʞȶஉ᧓λᨈƷ᧓ŴѣƖׅǔƜƱƸưƖƯǋӝƔǒƷƸɟ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ЏưƖƢƴ˂မƠƨپǛͧƼŴၶᄂᆮƷᲧяƴƠƯഒƠƍŵ
ౕ൨ྻʍؕ
ЎᲴݱδ၌धƷᄂᆮя
ౕ൨ࢠȷᬐ܇ȷٽ᠒ƷӲ൞Ტग़ჷჄᝅဋࠊᲣ ͤǍƔƴᧈƠƯƍƨऒ܇ƕᩊࣱᏁ၌धƷƨǊബưᆳ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
˂မŵ̓ƷᲧƱƠƯŴݱδ၌धƷᄂᆮяƴᝡྂƠƨƍŵ
οங࣋ᚡࣞؕ
ЎᲴᅈ˟ᅦᅍ
οஙᘽʚ൞ᲢᝅɶࠊᲣ
ʚҗബưʧƘƳƬƨऒ܇ƷӸЭǛസƠŴᅈ˟ᅦᅍƴࢫᇌƯƨƍŵ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
ޛϋԧ܇ᚡࣞؕ
ʧڸƷᔀΒƴ݃ƤǒǕƨᬐχƷɟᢿǛŴᝠׇƕᘍƏяʙಅƴ
ޛϋΟࣈȷႺʴ൞Ტग़ۧჄࠊޛᲣ
ࢫᇌƯƨƍŵ
όᲢ൨ዓȷɟᑍᲣ
ҕӸؕ 0Q
᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇƷяʙಅǛૅੲƠƨƍŵ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢிࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷɟᑍᲣ

㻞㻜㻜㻞ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻝㻠ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻝㻜ᇶ㔠䠅
ဋؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢܢࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ஔʟȷౕဋෙٳңщᏋؕᲢƦƷᲣ
ౕဋ᠗܇൞ᲢܰࠊشᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
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ЎᲴއᎊʴƷૅੲ
އᎊʴƷૅੲƴࢫᇌƯƨƍŵ
ЎᲴႆޒᡦɥƷܖဃƷᏋ
ǢȕȪǫƦƷ˂ƷႆޒᡦɥƷʴŷƷဃȷᏋƴࢫᇌƯƨƍŵ

³°

ƔƚƸƠؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᕲʟࠊݢᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
࠳ȕȬȳȉȪȸؕ
ޢဋᨺȷݱҘܨ൞
Ტ፭ᬔჄ˙Ѭ߃ࠊƓǑƼЭࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷཎܭᲣ
ራؕ܇
ࢽᏡራ܇൞ᲢࠊبᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
လဋȝȁᲠȑǤȑǤؕ
လဋკ܇൞Ტிࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
፯ᘍŴႇ࣓܇ᚃؕ܇
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢҘᓶჄׄᘑᢊࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ᅦʟǬȳȷҔၲؕᲢ൨ዓؕᲣ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᝅɶࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
#ȷ5#-#+ؕ
ᣒʟଯ൞ᲢࠤࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ȷཎܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ

ЎᲴᚃǛڂƬƨ܇ƲǋƨƪƷᐯᇌૅੲ
ܖဃˊƔǒȜȩȳȆǣǢѣǛᡫơƯŴᚃǛڂƬƨ܇Ʋǋƨ
ƪƴƠƯƍƨƜƱƕƋǓŴࢬǒƷᐯᇌǛૅੲƠƨƍŵ
ཎܭᲴπႩᝠׇඥʴƕǜƷ̓܇Ǜܣǔ˟
ݱδǬȳưʧƘƠƨƝ܇ऒǛͧƼŴݱδǬȳưၲŴ᧭၏ɶƷ
ː᧓ǛૅੲƠƯƍǔžƕǜƷ܇ƲǋǛܣǔ˟ſ
ᲢƷƧǈᝠׇᲣƷ
ૅੲʙಅƴࢫᇌƯƨƍŵ
ЎᲴǢǸǢƷܖఄᚨૅੲ
ǢǸǢưܖఄƕƳƍ؏עƴܖఄǛᚨƠƨƍŵ

ЎᲴѣཋग़ᜱૅੲ
ཚǛʧƘƠƨѣཋग़ᜱܼƕཚƷ̓ƷƨǊŴѣཋग़ᜱѣǛ
ૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴʩᡫᢡδૅੲŴɧ࠳Ƴૅ̓܇ੲ
༵ƱڶƷᢡငưŴʚʴǛͧƿؕǛᚨፗƠŴʩᡫᢡδǍɲᚃƷ
ᩉ۟ሁƴǑǔɧ࠳Ƴ̓܇ƨƪǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴǬȳƷၲȷᄂᆮŴ៲˳ᨦƕƍᎍሁƷૅੲ
ʧپƔǒࡽƖዒƍƩᝠငǛǬȳƷၲȷᄂᆮǍ៲˳ᨦƕƍᎍሁ
ƷૅੲȷяƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ

ཎܭᲴșȈȊȠҾ܇щᄂᆮဃཋܖᢿᧉ
șȈȊȠƷዌ๒ƴືƢǔᝮƳౡཋᆔƷᧈ̬܍ƱဇǛᄂᆮ
ƢǔӷҾ܇щᄂᆮᲢȀȩȸȈࠊᲣဃཋܖᢿᧉ6JKPJҦٟƷᄂ
ᆮȗȭǸǧǯȈᇌƪɥƛǛૅੲƠƨƍŵ

㻞㻜㻜㻟ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻝㻡ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻝㻝ᇶ㔠䠅
Ӵ܇ࣈޢᅈ˟ᅦᅍؕ
ӴޢƱƠ܇൞Ტ˙ɻࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎȷ؏עਦܭᲣ
ޛӝ෴܇Ӑग़ؕ
ޛӝ෴܇൞Ტ፭ᬔჄ᭗߃ࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷᢃփᲣ
Ტ࠰உؕӸᆅ٭Უ
Ꮝኽఋઞ๒ᢃѣؕ
ރӴኝ൞ᲢᙱܷࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ɟپȕȩȯȸؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᅕৎࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ǹȟǨƠƋǘƤؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᅕৎࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
፦ᑉؕ
૬ᕲ፦܇ᲢဋࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
.G %CFGCW FGU .QWRUؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᅦࠊޢᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ

ЎᲴᅈ˟ᅦᅍ
؏עᲴ˙ɻࠊǛɶ࣎ƱƠƨτࡉჄϋ
ېƷӸЭǛസƠŴ˙ɻࠊǛɶ࣎ƴτࡉჄϋƷᅈ˟ᅦᅍʙಅƴࢫ
ᇌƯƨƍŵ
᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇƷѣƱᢃփƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ

ЎᲴᏍኽఋƷઞ๒
ଐஜƳǒƼƴෙٳᜂƷᏍኽఋƷઞ๒ƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
ЎᲴዯ҄ȷؾોծ
ዯ҄ȷؾોծƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
ЎᲴᅈ˟ᅦᅍ
ᅈ˟ᅦᅍʙಅƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
ЎᲴႹݰཚȷᎮݰཚȷʼяཚ᧙̞
ႹݰཚŴᎮݰཚŴʼяཚƴ᧙̞ƢǔʙಅЎƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
ЎᲴဃѣཋƷ̬ᜱŴƦƷဃ܍ؾƷ̬μ
ဃѣཋƓǑƼƦƷဃ܍ؾƷ̬ᜱȷ̬μƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
Ტ࠰ࡇƴЎ٭Უ

³±
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ʟɢ˱ȷन܇᪦ಏਰᐻؕ
ʟन܇൞ᲢᝅɶࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ҕӸؕ 0Q
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᑔࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ȷᢃփᲣ
߃ޛȏȊȷҘٽᢹȷ૨ؕ̓܇܇
ҕӸࠎஓƷ̾ʴ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ӑؕ
ဋᨗ܇൞ᲢဃᬡࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷɟᑍᲣ

ЎᲴǯȩǷȃǯ᪦ಏƷਰᐻ
ǯȩȪȍȃȈڌᎍưƋƬƨپƷ᪦ಏǁƷऴ༏ǛࡽƖዒƍưŴǯ
ȩǷȃǯ᪦ಏƷਰᐻƱᒉƍ᪦ಏܼૅੲƷƨǊؕǛᚨፗƠƨƍŵ
᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇƷѣƱᢃփǛࣖੲƠƨƍŵ

ЎᲴऔǇǕƳƍ̓܇ƨƪƷૅੲ
ȏȊƷᢡ࣓ǛዒƗŴऔǇǕƳƍ̓܇ƨƪƴݲƠưǋƓࢫƴᇌƪƨƍŵ
ग़ऴƜǊƯᏋƯƯƘǕƨٻƓơŴٻƓƹᢋƴज़ᜓƷॖǛᡂǊƯŴ
ᅈ˟ᝡྂѣƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ

㻞㻜㻜㻠ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻝㻢ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻝㻟ᇶ㔠䠅
˙ᕲଞؕ
فဋႺ፦൞Ტᒠ؉ჄƭƘƹࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ஙҾᨙƕǜؕᲢ൨ዓؕᲣ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
ஙҾ܇აҔၲؕᲢ൨ዓؕᲣ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
ҕӸؕ 01
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᙱܷࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷᢃփᲣ
ᇦϋʚܖఄȷᅈ˟Ꮛਰᐻؕ
ٽဋᨗ܇൞Ŵᙱݱ؉܇൞ᲢҘᓶჄᑔࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
ᆖଞȷ
ؕ
ᆖ፦ˊ܇൞ȷ̀܇൞ᲢӸӞࠊދᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎȷ؏עਦܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
ҕӸؕ 01
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢ߷ӝࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷᢃփᲣ
ܹੲѣૅੲؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊبᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
Ტ࠰உ ᧓ȷЎਦܭƴ٭Უ
ደ૾ࢀ૨ȷ̮ؕ܇
ደ૾ࢀ૨൞ᲢிʮᣃࡅɶࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎȷ᧙ɨᲣ
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ЎᲴᏋૅੲ
ʴဃƷࠖ҉ȷऍʴưƋǔ˙ᕲଞέဃƴज़ᜓƷॖǛᅆƢƨǊŴέ
ဃƷӸЭǛƭƚƨؕǛƭƘǓŴᒉƍʴƨƪǛݣᝋƱƠƨᏋʙ
ಅƴяƠƨƍŵ
ЎᲴƕǜƷᄂᆮяŴƕǜҔၲૅੲʙಅ
ၶƷᄂᆮяǛɼ˳ƴƠƯŴၶƴ᧙ƢǔǷȳȝǸǦȠŴၶƷʖ
᧸ǻȟȊȸƳƲŴၶҔၲૅੲʙಅƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ

ЎᲴაᅹҔၲƷᄂᆮяŴᙻᙾᨦƕƍᎍૅੲѣ
აᅹҔၲƷᄂᆮяǛɼ˳ƴƠƯŴ
ßაƷɧᐯဌƳʴŷǛૅੲ
ƢǔàᙸעƔǒŴᙻᙾᨦƕƍᎍૅੲƷƨǊƷѣʙಅƴǋࢫᇌƯ
ƯǄƠƍŵ

ᝠׇƷᢃփǛૅੲƠƨƍŵ

ЎᲴܖఄȷᅈ˟Ꮛ
؏עᲴࡅ᧵ٻ
ᏋᎍưƋƬƨʧ༵Ʒॖ࣓Ǜ˳ƠŴࡅ᧵ٻϋƴƓƚǔܖఄȷᅈ
˟ᏋƷਰᐻƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
ЎᲴܖఄƮƘǓ
؏עᲴǢǸǢ؏ע
ʧƖ༵ǛͧǜưᢡငƷɟᢿưؕǛᚨፗŵᏋƴ᧙࣎ƷขƔ
Ƭƨ࣎ǛƔƠƯŴǢǸǢ؏עƷܖఄƮƘǓƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
ᝠׇƷᢃփǛૅੲƠƨƍŵ

ЎᲴນကܹƷᘮ؏עƴƓƚǔѣ
עᩗŴӨᲢ൦ܹᲣƳƲټƴǑǔᘮܹǛӖƚƨ؏עƷࣄૅ
ੲƴᝡྂƢǔȜȩȳȆǣǢѣŴૅੲѣǛȐȃǯǢȃȗƠƨƍŵ

ЎᲴϋٳƷᏋਰᐻሁ
ϋٳǛբǘƣŴऔǇǕƳƍ܇ƲǋȷܖဃƷᏋਰᐻȷᏋ
ͳૢؾƴࢫᇌƯƯ᪬Ɩƨƍŵ

³²

፶ᕲᅵᨺŴƵǚ Ꮛؕ
߷ډᢿ܇൞ᲢҘᓶჄᑔࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உЎ٭Უ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
ᇦʟМ܇᜕ȷཡᚕؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢிʮᣃᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ

ЎᲴǢǸǢᲢɶǛᨊƘᲣƷ܇ƲǋƨƪƷᏋૅੲ
ᇹʚഏɭမٻưᒉƘƠƯʧƘƳƬƨ༵ƷӸǛƭƚƨؕǛᚨ
ፗƠŴ༵ƕƬƨǢǸǢƷעưŴ࢘עƷ܇ƲǋƨƪƷᏋᝲǛૅ
ੲƢǔŵ
ЎᲴ᜕ȷཡᚕਰᐻ
ѣƷɭƷɶƴ᩺Ǜ൭ǊƯؕǛᚨፗƠŴ᜕ȷཡᚕƴ᧙Ƣǔӕ
ǓኵǈǛૅੲƢǔŵ

㻞㻜㻜㻡ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻝㻣ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻢ᇶ㔠䠅
ƾǕƋƍؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢඕϋᧈࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ȷཎؕܭᲣ

ཎܭᲴᅈׇඥʴܼࡊᜱ̟ᡶң˟᧵ٻʙѦ
ɟʴưǋٶƘƷ܇ƲǋƕᑣƍܼࡊƴጂኽƼƞǕƯ࠳ƤƴƳǕǔ
ǑƏŴܼࡊᜱ̟ᡶң˟ƷૅੲʙಅᲢᚃʙಅᲣƴࢫᇌƯƯǄƠƍ
Ტ࠰ɢόǛ࠰᧓яᲣ
ŵ
ЎᲴʩᡫᢡδƷૅੲ
žʩᡫᢡδᅦᅍؕſǛоᚨƠŴʩᡫʙƴǑǓᢡδƱƳǒǕ
ƨ૾ŷǛૅƑǔѣƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
ЎᲴϋٳƷᏋ
ʴƕ࣎ƴƱǋƠƨßƻƔǓàǛෞƞƳƍǑƏƴŴݩஹƋǔ᩷ݲ
࠰Ŵ܇ƲǋƨƪǁƷʴᏋѣǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴܭСȷᡫ̮СȷܖᧉݦఄሁƷܖဃૅੲ
ʧƖپƷൢਤƪǛƔƠƯŴࠎஓƴӼƔƬƯѐщƠƯƍǔᒉƍ
ʴǛŴݲƠưǋૅੲƠƨƍŵ

ᤠஙȕǵʩᡫᢡδᅦᅍؕ
ᤠஙȕǵ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
᩷࠰ݲʴᏋૅੲžƻƔǓƪǌǜؕſ
ɥݱཊᅵࢠ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ᑶʟᎉɟؕܖڜᲢ൨ዓؕᲣ
ᑶʟऔ܇൞ᲢᄱဋࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
ᣒଔᒁ܇ȷǇǓؕ܇
ЎᲴ࣎ƷǱǢƴઃǘǔʴǛƢǔᏋѣ
ᣒ፦ᆞ൞ᲢிʮᣃᲣ
Ʒ࣐ׅƴƋƨǓŴ࣎ƴ᧙ƢǔЎƷᄂᆮǍૅੲ˳СƮƘǓ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ƴ݃ɨƢǔƨǊŴ࣎ƷǱǢƴઃǘǔʴƨƪǛƢǔᏋೞ᧙Ǜ
ૅੲƢǔؕǛᚨፗƢǔŵ

㻞㻜㻜㻢ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻝㻤ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻝㻜ᇶ㔠䠅
ՠಅမࣱڡǼȟȊȸȫؕ
ՠಅမᡈဴࣱڡӷӐ˟Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ

ЎᲴࣱڡឪᲢ˖ᲣಅܼƷЈȷᏋǛႸႎƴŴࢬڡƨƪǛૅੲ
Ƣǔ˳ׇƕܱƢǔ͵ƠǍᜒࡈሁƷʙಅ
ࣱڡឪᲢ˖ᲣಅܼƕŴ˖ಅܼƱƠƯദƠƍՠʴᢊǛഩǉƜƱǛ
ᫍƍŴࢬڡƨƪƕᄂᧄƱʩ්ǛዒዓȷႆޒႎƴᘍƑǔǑƏŴ
žദ
ƠƍՠʴǛႸਦƢࣱڡƨƪſǛૅੲƠƨƍŵ
܇Ʋǋؕ
ЎᲴႆᡦɥƷ܇ƲǋƷᏋૅੲŴƓǑƼଐஜϋưƷƦƷ
˟ᲢૼჄڭ᭗ࠊᲣ
գႆѣૅੲ
όᲢ᧓࠰ȷЎȷ؏עਦܭᲣ
ૼჄƷՃƷஊ࣓ǰȫȸȗƕŴഏˊǛਃƏɭမƷ܇Ʋǋƨƪ
Ტ࠰உ ᧓ȷ؏עǛ٭Უ ǁƷᏋƷɟяƱƳǔƜƱǛᫍƍŴႆᡦɥƷ܇ƲǋƷᏋૅ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ ੲƴӕǓኵǜưƍǔȜȩȳȆǣǢ˳ׇƷŴෙٳǁƷૅੲѣƓǑ
ƼϋưƷգႆѣǛૅੲƠƨƍŵ
᧵ٻǳȟȥȋȆǣؕᲢ൨ዓؕᲣ
؏עᲴࡅ᧵ٻӏƼƦƷԗᡀ؏ע
̾ʴᲢᙱܷࠊᲣ
᧵ٻǛɶ࣎ƱƢǔ؏עƴƓƚǔŴٶૠƷႏಮƷծॖƴǑǔŴᅈ
όᲢ൨ዓȷɟᑍᲣ
˟ᝡྂƷƨǊƷ؏עƷᝠင࢟ǛႸਦƢؕưŴ࢘ᝠׇƕ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
࠰உƴžσӷؕſƱƠƯᚨፗƠƨŵ
ଐஜ᩷࠰˟ᜭᡈဴעғ᧵ٻȖȭȃǯңᜭ˟
ƜƷؕǁƷ݃˄ƸƍƘǒƔǒưǋӖƚŴᢡពƷဎƠᡂǈǋӖƚǔŵ
ஊ࣓ɟӷ
ɟᑍؕưƋǓŴ˂ƷɟᑍؕƱӷಮŴяЎƸ࢘ᝠׇƕൿ
όᲢ᧓ȷɟᑍᲣ
Ǌǔŵ࠰உяƓǑƼ࠰உяƴƭƍƯƸŴ
ž᩷
࠰ݲƷͤμᏋǛǔѣſ
žٶ૨҄ƱƷσဃǛǔѣſ
ž؏ע
ᅈ˟Ʒࣱ҄Ǜǔѣſ
žᑸᘐȷ૨҄ƷႆޒӼɥǛǔѣſ
ž
ؾƷ̬ᜱȷ̬μǛǔѣſƷЎƴяŵ
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ǿȊǫҔၲᲢǬȳӏƼᩊ၏Უؕ
ဋɶь܇൞ᲢᝅɶࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
൶ဋႺʼȷ᩺ͤ܇ǍƔƳ᩷࠰ݲᏋؕ
Ტ൨ዓؕᲣ
൶ဋႺʼȷ᩺܇൞Ტሜ᩿ࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ Ў٭Უ
Ტ࠰உ ؕӸᆅӏƼЎ٭Უ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
ᣒᧈ̢ȷनؕ
ᣒ፦ᆞ൞ᲢிʮᣃᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ

ЎᲴҔၲᲢǬȳӏƼᩊ၏Უᄂᆮя
پƷ࣐ׅƴƋƨǓŴƚǛџƴƬƨپƷࣞƞǛ࣬ƍŴ
Ǭȳ̬ᨖǛǬȳӏƼᩊ၏ƷᄂᆮяƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
ЎᲴኺฎႎƴᇀƠƨؾưŴᨦƕƍǛਤƪƳƕǒѠܖƴѕǉ
ဃࢻȷܖဃǁƷૅੲǍŴ᩷࠰ݲƷͤμƳǔᏋǛႸႎƱƢǔӲᆔ
ѣǛૅੲƢǔŵ

ЎᲴᚃСࡇƷΪܱƴ᧙ǘǔ૾ŷǇƨƸ˳ׇƷʙಅ
ᅑ༵Ʒ࣐ׅƴƋƨǓŴ܇ǛࡽƖƱǓᏋƯƨᅑ༵Ʒൢਤ
ƪǛ࣬ƍឪƜƠŴӸЭǛϛƠƨؕǛᚨƚƯᚃСࡇƷΪܱƴࢫ
ᇌƯƨƍŵ
ཎܭᲴᕡઊ߷ϋࠊᇌɶܖݱఄ
༵ƷဃǇǕᣂ ɶܖݱఄƷƷΪܱƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ

бɟؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢ൶ࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ȷཎܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
ήȷᅵȷᘽؕ
ЎᲴᩊ၏ᄂᆮя
ٽဋᘽ܇൞Ტ᭗ಹࠊᲣ
؏עᲴ᧙ᙱ؏ע
όᲢ൨ዓȷЎȷ؏עਦܭᲣ
ᩊ၏ƷᄂᆮяƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ

㻞㻜㻜㻣ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻝㻟ᇶ㔠䠅
5CYCEQؕ
ϋᕲ˱ԧ܇൞ᲢிʮᣃᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ᩊ၏ݣሊؕᲢ൨ዓؕᲣ
൶ဋႺʼ൞Ტሜ᩿ࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ Ўਦܭƴ٭Უ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
ƹǜƪǌǜ ƞǘǍƔؕ
קிʰʚ൞ᲢҾࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷɟᑍᲣ

ЎᲴᩊ၏ŴƱƘƴٶႆࣱᄒ҄ၐƷᄂᆮȷգᔎѣ
ᐯЎƱӷಮŴᩊ၏ƴपǉʴƕถǔǑƏƴŴᄂᆮȷգᔎѣƴࢫ
ᇌƯƯǄƠƍŵ
ЎᲴᩊ၏धᎍǛૅੲƢǔ˳ׇƷѣǛૅੲ
ᩊ၏Ʊ᧭ƬƯƍǔधᎍƱܼଈƴǑǔ˳ׇƷѣǛૅੲƠƨƍŵ

ƷരӊƴǑǓႻዓƠƨᝠငưŴ˴Ɣᅈ˟ƴᝡྂƢǔ૾ඥƕƳ
ƍƔŴƠƯƍƨƱƜǖŴЈӝദʂƞǜƷᓸžȕǣȩȳǽȭȔ
ȸſưᝮᝠׇǛჷǓŴᐻԛǛਤƪǇƠƨŵяέƸᝮᝠׇƴɟ˓
ƠǇƢŵஊјƴƝဇƘƩƞƍŵ
ЎᲴҔၲᘮܹᎍǛૅੲƢǔѣ
ҔၲᘮܹǛӖƚƨ༵ƷࣞƳ࣬ƍǛᬛƴƤƣŴƔƢƨǊƴŴ
ƦƷᜓፕǛࢫᇌƯƨƍŵ

ҔၲᘮܹᎍૅੲؕᲢ൨ዓؕᲣ
್ޛҘݮ൞Ტοྛࠊ܇Უ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ӷᲢ᧓ؕᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
ᲢᚘόᲣ
4' ྶעϐဃ 4''#46* ؕ
ЎᲴؾƷ̬ᜱȷ̬μ
ఇࡸ˟ᅈ 4'Ტࠊ᧵ٻᲣ
؏עᲴ᧵ٻ
όᲢ൨ዓȷЎȷ؏עਦܭᲣ
ྶעؾƷϐဃƱ̬ᜱƴݣƠƯѣƢǔ˳ׇᲢʙಅᲣǛૅੲƢ
ǔƜƱƴǑǓŴ˖ಅƱƠƯƷᅈ˟ᝡྂƕƠƨƍŵǇƨŴ4'Ʒࢼ
ಅՃஊ࣓Ɣǒǋ݃˄ǛӳǘƤǔƜƱưŴ4 ' μ˳ưؾƱ؏עᅈ
˟ƴᝡྂƠƨƍŵ
ß4GLWXGPCVKPI VJG 'CTVJà
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ᙱଐஜ᭗ᡮᢊែǨȪǢȷȑȸȈȊȸǺ͕ಏᢿ
ૅࣱ҄؏עੲؕ'
ᙱଐஜ᭗ᡮᢊែǵȸȓǹȷțȸȫȇǣȳǰǹ
ఇࡸ˟ᅈᲢࠊ᧵ٻᲣӏƼӷ͕ಏᢿ˟Ճ˟ᅈ
ό
Ტ᧓࠰ȷЎਦܭȷ᧙ɨᲣ
Ტ࠰உ ؕӸᆅ٭Უ
Ტ࠰உ ؕӸᆅ٭ӏƼ٭؏עᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
ᙱଐஜ᭗ᡮᢊែǨȪǢȷȑȸȈȊȸǺ͕ಏᢿ
ૅࣱ҄؏עੲؕ#
ᙱଐஜ᭗ᡮᢊែǵȸȓǹȷțȸȫȇǣȳǰǹ
ఇࡸ˟ᅈᲢࠊ᧵ٻᲣӏƼӷ͕ಏᢿ˟Ճ˟ᅈ
ό
Ტ᧓࠰ȷЎӏƼ؏עਦܭȷ᧙ɨᲣ
Ტ࠰உ ؕӸᆅӏƼЎ٭Უ
Ტ࠰உ ؕӸᆅӏƼ٭؏עᲣ
ᙱଐஜ᭗ᡮᢊែǨȪǢȷȑȸȈȊȸǺ͕ಏᢿ
ૅࣱ҄؏עੲؕ$
ᙱଐஜ᭗ᡮᢊែǵȸȓǹȷțȸȫȇǣȳǰǹ
ఇࡸ˟ᅈᲢࠊ᧵ٻᲣӏƼӷ͕ಏᢿ˟Ճ˟ᅈ
ό
Ტ᧓࠰ȷЎӏƼ؏עਦܭȷ᧙ɨᲣ
Ტ࠰உ ؕӸᆅӏƼЎ٭Უ
Ტ࠰உ ؕӸᆅӏƼ٭؏עᲣ
ᙱଐஜ᭗ᡮᢊែǨȪǢȷȑȸȈȊȸǺ͕ಏᢿ
ૅࣱ҄؏עੲؕ%
ᙱଐஜ᭗ᡮᢊែǵȸȓǹȷțȸȫȇǣȳǰǹ
ఇࡸ˟ᅈᲢࠊ᧵ٻᲣӏƼӷ͕ಏᢿ˟Ճ˟ᅈ
ό
Ტ᧓࠰ȷЎӏƼ؏עਦܭȷ᧙ɨᲣ
Ტ࠰உ ؕӸᆅӏƼЎ٭Უ
Ტ࠰உ ؕӸᆅӏƼ٭؏עᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
Эဋ Ջؕ
Эဋ Ջ൞Ტࠊ᧵ٻᲣŴЭဋɤȷȈȟ܇൞
Ტग़ჷჄग़ჷᢼᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
ဋณƪƔƜ ƕǜᄂᆮؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ

ЎᲴ؏עƷࣱ҄ȷਰᐻૅੲሁ
؏עᲴᙱଐஜ
ʴŷƷʩ්Ǜਖ਼ᡶƢǔѣŴᐯƱʴ᧓ƕσဃƢǔѣŴؾ
ǁƷᒵǛዼԧƢǔѣŴᨦƕƍǛਤƭʴŷǛૅੲƢǔѣሁŴ
؏עǛΨൢƴƢǔಮŷƳѣƴяƢǔŵ

ЎᲴଐஜˌٳƷ؏עƷܖఄᚨȷᢃփƷૅੲ
ᏋƴƔƔǘǔˁʙǛƠƯƖƨƨǊŵ

ЎᲴƕǜҔၲᄂᆮȷݣሊƷૅੲ
ž৴ƕǜдၲƷᡶഩƱᧉݦҔƷᏋſžधᎍƷᇌئƴᇌƬƨ
ҔၲſǛࢍƘᫍƍƭƭǋŴٻᐂƕǜƷ৴ƕǜдၲƴǑǔи˺ဇ
ƴᒊƠǈŴݤԡǛǊǔƜƱƴƳƬƨဋณƪƔƜ൞Ʒᢡ࣓Ǜ
ƛǔƨǊ݃˄ǛƠƨƍŵ

㻞㻜㻜㻤ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻡ᇶ㔠䠅
ᙱଐஜ᭗ᡮᢊែǨȪǢȷȑȸȈȊȸǺ͕ಏᢿ
ૅࣱ҄؏עੲؕ&
ᙱଐஜ᭗ᡮᢊែǵȸȓǹȷțȸȫȇǣȳǰǹ
ఇࡸ˟ᅈᲢࠊ᧵ٻᲣӏƼӷ͕ಏᢿ˟Ճ˟ᅈ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ؕӸᆅӏƼЎ٭Უ

ЎᲴ؏עƷࣱ҄ȷਰᐻૅੲሁ
؏עᲴᙱଐஜ
ʴŷƷʩ්Ǜਖ਼ᡶƢǔѣŴᐯƱʴ᧓ƕσဃƢǔѣŴؾ
ǁƷᒵǛዼԧƢǔѣŴᨦƕƍǛਤƭʴŷǛૅੲƢǔѣሁŴ
؏עǛΨൢƴƢǔಮŷƳѣƴяƢǔŵ
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˦شٻʚδᇜᜱᚨؕܖڜ
˦شٻʚ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ؕӸᆅӏƼЎƷ٭Უ
˦شٻʚؕܖڜ
˦شٻʚ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ
ҕӸؕ 01
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᝅɶࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ŴɟᑍᲣ
˦شٻʚ ᧵ٻɤؕܖٻ
˦شٻʚ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓࠰ȷЎਦܭᲣ

ЎᲴऔǇǕƳƍδᇜᜱᚨλއɶܖဃƷ᭗ఄᡶܖƷƨǊŴڜ
ܖǛૅዅ

ЎᲴऔǇǕƳƍɶܖဃƷ᭗ఄᡶૅܖੲ
࣬ǘƵɧ࠳ư᭗ఄᡶܖǛૺࣞƤƟǔǛࢽƳƍ࠰ݲǛ᭗ఄƴᡶܖ
ƞƤƯƋƛƨƍŵ
ƜƷƨƼǴȫȕưțȸȫǤȳȯȳǛᢋƠƨƷưŴƦƷշƼǛ
ᚡࣞԼƷ˺ᙌưƸƳƘŴᅈ˟ƴࢫᇌƯǔƜƱưᘙƠƨƍŵ
ЎᲴܖٻ᧵נƷྸኒܖဃǁƷૅੲ
ࠊ᧵ٻᇌܖٻȷࡅ᧵ٻᇌܖٻȷܖٻ᧵ٻƷྸኒƴܖƿܖဃǛࣖ
ੲƠƨƍŵ

㻞㻜㻜㻥ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻣ᇶ㔠䠅
̮᧵ٻဇࡉƾǕƋƍǹȞǤȫؕ è
̮᧵ٻဇࡉᲢࠊ᧵ٻᲣ
ό
Ტ᧓࠰ȷɟᑍȷ؏עਦܭᲣ
ƷᑶӐग़ؕ
ޛӝ෴܇൞Ტ፭ᬔჄ᭗߃ࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ȷཎܭᲣ
ƩƍƠǜȓǸȍǹƾǕƋƍǹȞǤȫؕ
ƩƍƠǜȓǸȍǹǵȸȓǹఇࡸ˟ᅈᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷɟᑍȷ؏עਦܭᲣ
࠼൮ࣱႆᢋᨦܹᎍૅੲؕ
ԧଢ൞Ტ᩺ޢჄᕲࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ǷȣȬȉȯؕ
ఇࡸ˟ᅈ6#6ᲢᙱܷࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ҕӸؕ01
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᝅɶࠊᲣ
όᲢ᧓࠰ŴɟᑍᲣ
ܷݱᢊؕ
̾ʴᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ൨ዓȷЎȷ؏עਦܭᲣ

؏עᲴࡅ᧵ٻɦ
оಅԗ࠰ƴᨥƠŴ؏עᝡྂѣƷɟƱƠƯᅈ˟ᝡྂƷɟ
яƱƠƨƍŵ
ཎܭᲴ021ඥʴǷȣȗȩȋȸȫᲷࠊൟƴǑǔෙٳңщƷ˟ƳƲ
˳ׇ
ᅈ˟ᅦᅍѣǍෙٳưᅈ˟ᝡྂѣǛᘍƏ˳ׇǛૅੲƠƨƍŵ
؏עᲴࡅ᧵ٻɦ
̮᧵ٻဇࡉоಅԗ࠰ƴᨥƠŴ؏עᝡྂѣƷɟƱƠƯ
ᅈ˟ᝡྂƷɟяƱƠƨƍŵ
ЎᲴᅈ˟ᅦᅍƷفᡶ
࠼൮ࣱႆᢋᨦܹᲢᐯၐǍǢǹȚȫǬȸၐͅ፭ሁᲣƷଔႆᙸȷ
ૅੲᏋȷݼᎰૅੲƴᝡྂƠƨƍŵ
ЎᲴ᩷࠰ݲƷͤμᏋ
᩷࠰ݲƷͤμᏋǛૅੲƠƨƍŵ
ӗѱƴෘƠƨƜƱƴǑǓ᪬্ƠƨƝҽ࣓ƷɟᢿǛᅈ˟ƴࢫᇌƯ
ƯǄƠƍŵ
ЎᲴᢊƷਰᐻ
؏עᲴ૾ࠊӏƼƦƷԗᡀ؏ע
ᢊ᧙̞ư૾ࠊӏƼƦƷԗᡀ؏עƴऍᡉƠƠƨƍŵ

㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻝㻟ᇶ㔠䠅
-QVQ 5[QMQ,#2#0ؕᲢ൨ዓؕᲣ
Ӟႇദ܇൞ᲢҘᓶჄࠊ܇ܘᲣ
όᲢ൨ዓȷЎȷ؏עਦܭᲣ

؏עᲴȍȑȸȫŴǫȳȜǸǢŴȟȣȳȞȸŴǢȕǬȋǹǿȳŴǱ
ȋǢŴǦǬȳȀŴǿȳǶȋǢ
ɥᚡ؏עƷऔǇǕƳƍ܇ƲǋƨƪƷᏋŴဃŴҔၲૅੲƳƲ
ƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
ҕӸؕ 01
ЎᲴᑸᘐ૨҄ƷႆޒӼɥ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢܷ߃ჄࡨࠊޢᲣ
؏עᲴᅦჄƍǘƖࠊ
όᲢ᧓ȷЎȷ؏עਦܭᲣ
ᅦჄƍǘƖࠊƷɶܖఄȷ᭗ఄƴƓƚǔ࿃ȷɤࢅȷҗɡࢅƷǵ
Ტ࠰உ яϋܾƓǑƼя٭؏עᲣ ȸǯȫѣǛૅੲ
ǿǱǤؕ
ЎᲴҔၲҔܖƷᄂᆮ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢிʮᣃᲣ
ƕǜƷᄂᆮƴݲƠưǋࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ǻȐǿȳؕؾ
ЎᲴؾƷ̬ᜱ̬μ
ఇࡸ˟ᅈǹǿǸǪȕǧǤǯᲢᅕ߷ډჄ߷߃ࠊᲣ ǨǳǭȣȩǯǿȸžǻȐǿȳſƷ٥ǓɥƛƷɟᢿǛ܇Ʋǋƕ᧙
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ᡲƢǔؾѣƴᢩΨƠƨƍŵ
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ҕӸؕ 01
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢ૾ࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷᢃփᲣ
ҕӸؕ0
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢܣӝࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ᙱ߷Ⴧ૨ȷკؕ è
ᙱ߷კ൞ᲢᅕৎࠊᲣŴ
ᙱ߷Ⴧ૨ɟᑍᅈׇඥʴᲢᅕৎࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
එ܇ڤƕǜᄂᆮؕ
ӝ෴܇൞ᲢࠊبᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ɟᑍؕƴ٭Უ
Ⴧɶؕ
ჇɶήҦ൞Ტᅕ߷ډჄ್ාࠊᲣ
όᲢ᧓ȷɟᑍᲣ
Ტ࠰உؕӸᆅ٭Უ
Ტ࠰உؕӸᆅ٭Უ
Ტ࠰உؕӸᆅ٭Უ
ᅸဋ̀ƞƢǔࡋؕ
ᅸဋ፦܇൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ᅸဋ̀ǶȳȞǤȠǤؕ
ᅸဋ፦܇൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ƑƕƓؕ
Ӯඥٟ˱ʟऔ܇ʙѦᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ࡅ᧵ٻՃᄂ̲ૅੲƷƨǊƷాஜؕ è
ాஜᐻʣ൞ᲢᝅɶࠊᲣ
όᲢ᧓ȷ᧙ɨᲣ

᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇƷѣƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ

ЎᲴᅈ˟ᅦᅍƷفᡶ
சஹƷଐஜǛƴƳƏ܇ƲǋƷܤμȷ࣎ܤǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴ᩷࠰ݲƷͤμᏋ
ƬƯƍǔ܇ƲǋǍ᩷࠰ݲƴݣƠƯڊˁƷ࣎ǛǋƬƯѣƠƯ
ƍǔ˳ׇǍŴܖಅƷዒዓƕᩊƳ܇ƲǋǍ᩷࠰ݲƴяƢǔƜƱ
ưŴᅈ˟ǁƷऍᡉƠƱƠƨƍŵ
ЎᲴҔܖҔၲƷᄂᆮ
ᏍƕǜᄂᆮǛૅੲƠƨƍŵ

ྵ܍ƢǔඥࢷǍૅੲСࡇưƸੲяƢǔƜƱƕưƖƳƍ૾ŷǛૅ
ੲƢǔ˳ׇƴяƠƨƍŵ

ЎᲴᅈ˟ᅦᅍƷفᡶ
औǇǕƳƍ܇ƲǋƨƪǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴᅈ˟ᅦᅍƷفᡶ
᭗ᱫᎍƷᅦᅍǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴᅈ˟ᅦᅍƷفᡶ
Ɠ࠰݃ǓǍ᩷࠰ݲƷƨǊƷᚨǍ၏ᨈŴƋǔƍƸȜȩȳȆǣǢ
Ʒ૾ŷǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴࡅ᧵ٻƷέဃ૾Ʒᄂ̲ૅੲ
ࡅ᧵ٻƷέဃ૾Ʒᐯɼႎᄂ̲Ǎᄂ̲˟ǁƷӋьŴƋǔƍƸŴέ
ဃ૾ƷƨǊƷᄂ̲ʙಅƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ

㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻝㻜ᇶ㔠䠅
ஜȒȭؕܖڜ܇
ஜȒȭ܇൞ᲢɤჄఙӸࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ

ЎᲴ ᅈ˟ᏋȷܖఄᏋƷΪܱ
؏עᲴɤჄఙӸࠊ
ɤჄఙӸࠊƷπᇌ᭗ሁܖఄǁƷܖڜƷૅዅŴទλሁ
ᏋǛૅੲƠƨƍŵ
ᇦ̬μؕ
ЎᲴؾƷ̬ᜱȷ̬μ
ఇࡸ˟ᅈޥஜޓᙌ˺Ტࠊ᧵ٻᲣ
Ŵஊᨂ˟ᅈ
્ፗᇦƴǑǔᇦܹǛᚐൿƠƨƍŵᇦƷ̬μƴࢼʙƞǕǔ૾
ȢȃȈǺȃȈᲢԉဋࠊᲣ
ƷѣƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ܷஜʁ܇ʩᡫᢡδᏋᒍؕ
ЎᲴᅈ˟ᅦᅍƷفᡶ
ܷஜʁ܇൞ᲢτࡉჄᙱܷࠊᲣ
؏עᲴࡅ᧵ٻŴτࡉჄ
όᲢ᧓ȷЎȷ؏עਦܭᲣ
ʩᡫᢡδǛૅੲƠƨƍŵ
ᝠׇᢃփؕ
ᝠׇƷᢃփƕݲƠưǋಏƴƳǕƹƱ࣬Əŵ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢඕϋᧈࠊᲣ
όᲢ᧓ȷᢃփᲣ
ʮӐᚡࣞؕ
ЎᲴ᩷࠰ݲƷͤμᏋ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊ᧵ٻᲣ
ࠝࡅ᧵ٻѮႳ௹ۀՃʮಊ̢ଢέဃƷƝᡚܫǛᚡࣞƠŴέဃƷƝ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ॖ࣓ǛࡽƖዒƍưŴ᩷࠰ݲƷͤμᏋƴࢫᇌƯƨƍŵ
Ტ࠰உ ൨ዓؕƴ٭Უ
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ʮӐȷᑣ܇ᚡࣞؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷᢃփᲣ
ʮӐȷᧈٽᚡࣞؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷᢃփᲣ
Ψஔ˟Ꮛਰᐻؕ
ᝠׇඥʴ Ψஔ˟Ტެࡅ᧵ٻԧဋࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎȷ؏עਦܭᲣ
ிଐஜٻᩗӏƼҾႆܹƔǒƷࣄȷࣄᐻ
ѣሁૅੲؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢிʮᣃᲣ
όᲢ᧓ȷ᧙ɨᲣ
ிଐஜٻᩗӏƼҾႆܹƔǒƷࣄȷࣄᐻ
ѣሁૅੲؕࣖݣᢃփؕ è
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢிʮᣃᲣ
όᲢ᧓ȷᢃփᲣ

ࠝࡅ᧵ٻѮႳ௹ۀՃʮಊ̢ଢέဃƷƝᡚܫǛᚡࣞƠŴᝠׇƷᢃ
փƴࢫᇌƯƨƍŵ
ࠝࡅ᧵ٻѮႳ௹ۀՃʮಊ̢ଢέဃƱƷᢧᡝƴǑƬƯဃơƨᅈ˟
ોᑣǁƷ༏Ɩ࣬ƍǛᝮᝠׇƴ̮ᚠƠƨƍŵ
ЎᲴ᩷࠰ݲƷͤμᏋŴᅈ˟ᏋȷܖఄᏋƷΪܱ
ެԧဋࠊᇌငಅ᭗ሁܖఄǄƔŴެԧဋࠊǛɶ࣎ƱƢǔ؏עƷܖ
ఄƷទλᝲǄƔᏋɥ࣏ᙲƳͳԼሁƷទλᝲဇŴǯȩȖѣ
ਰᐻŴෙٳƱƷʩ්ʙಅǁƷяƴΪƯƯǋǒƍƨƍŵ
ЎᲴᩗሁࣄᐻૅੲ
ிଐஜٻᩗǇƨƸҾႆܹƔǒƷࣄȷࣄᐻѣƴݣƢǔૅ
ੲǛᘍƍƨƍŵ
ிଐஜٻᩗӏƼҾႆܹƔǒƷࣄȷࣄᐻѣሁૅੲؕƴ
ǑǔѣǛȢȋǿȪȳǰƢǔƱƱǋƴŴΟǕƨѣǛ୍ӏƠƨƍŵ

㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻣ᇶ㔠䠅
ჇඡᏋᒍؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᅸဋჄᅸဋࠊᲣè
όᲢ᧓ȷЎȷ؏עਦܭᲣ
᧵ٻҽဃ̮ဇࡉ؏עȷᅈ˟ᝡྂؕ
%Q5GKƾǕƋƍؕᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎȷ؏עਦܭᲣ
Ტ࠰உ ٭؏עᲣ
ҕӸؕ 01
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ிଐஜٻᩗࣄᐻؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢ᩺ޢჄාࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ʴᡢௌधᎍݣሊૅੲؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢ᩺ޢჄාࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
̓܇Ʒᩊ၏ݣሊૅੲؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢ᩺ޢჄාࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ჷႎᨦܹδૅੲؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢ᩺ޢჄාࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎȷ؏עਦܭᲣ

ЎᲴ᩷࠰ݲƷͤμᏋ
؏עᲴᅸဋჄ
Ӽ࣎ܖƴ༓ƑǔǋƷƷŴኺฎႎƴᩊƳཞඞƴƋǔᅸဋჄϋƷ
᭗ఄဃƴܖڜǛૅዅƠƨƍŵ
ЎᲴ᩷࠰ݲƷͤμᏋ
؏עᲴࠊ᧵ٻ
ࠊ᧵ٻϋƴƓƚǔ؏עƷ̓܇ƨƪǛᏋǉѣǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴؾƷ̬ᜱȷ̬μ
ؾƷ̬ᜱȷ̬μƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
ЎᲴᩗࣄᐻૅੲ
ிଐஜٻᩗࣄᐻƷѣǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴҔၲᄂᆮȷݣሊƷૅੲ
ࠝƴᡢௌधᎍƴ݃ǓชƍŴૅƑǔѣǛƠƯƍǔ˳ׇǛૅੲƠ
ƨƍŵ
ЎᲴҔၲᄂᆮȷݣሊƷૅੲ
̓܇Ʒᩊ၏ݣሊǁƷӕǓኵǈǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴᅈ˟ᅦᅍƷفᡶ
؏עᲴࡅ᧵ٻ൷ဋࠊ
൷ဋࠊưჷႎᨦܹδǛૅƑǔᚨǍ˳ׇǛૅੲƠƨƍŵ

㻞㻜㻝㻟ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻟ᇶ㔠䠅
ስဋᨦƕƍᎍܖٻᡶܖяؕ è
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᅦࠊޢᲣ
όᲢ᧓ȷЎȷ؏עਦܭᲣ
ƋǓƕƱƏИؕ
ښ܇൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ

OSAKA COMMUNITY FOUNDATION

ЎᲴ᩷࠰ݲƷͤμᏋ
؏עᲴʮᣃࡅŴᅦޢჄ
ᨦƕƍƷƋǔ᭗ఄဃƷܖٻᡶܖǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴ ᅈ˟ᅦᅍƷفᡶ
ᨦƕƍᎍƕဃƖŴѠࢍƢǔяƚǛƠƨƍŵ
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ޛӝ෴܇Ӑग़ؕ
ޛӝ෴܇൞Ტ፭ᬔჄ᭗߃ࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ

ЎᲴᅈ˟ᅦᅍƷفᡶ
ᅈ˟ᅦᅍƷفᡶƴ݃ɨƠƨƍŵ

㻞㻜㻝㻠ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻞㻢ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻣ᇶ㔠䠅
᧵ٻǹȝȸȄਰᐻؕ è
ٻՠȆȋǹᢿᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ҕӸؕ 01
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷɟᑍਦܭᲣ
ɭမǛ٭Ƒǔ6ǷȣȄȗȭǸǧǯȈ($9QTNF᧺
ᢿȦǦǤȁؕ
᧺ᢿᅎɟ൞Ტᅕ߷ډჄ߷߃ࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ƋƖǓǜؕ
ဋᨗ܇൞Ტ݈ࡅ᧵ٻဋࠊᲣ
όᲢ൨ዓȷЎਦܭᲣ
ƹƹƪǌǜؕ è
ங ค൞Ტ್ාࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ӝ෴܇܇Ʋǋૅੲؕ
ӝ෴܇൞ᲢࠊبᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ӝɟᢹᏍኽఋઞ๒ᢃѣؕ
ӝ෴܇൞ᲢࠊبᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ

ЎᲴͤࡍفᡶŴͤμᏋƷૅੲ
ǹȝȸȄ૨҄ƷਰᐻŴͤࡍȷ˳щƮƘǓǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴɟᑍ
ʧ༵Ʒᢡ࣓ƴǑǓŴπႩႸႎƴဇƠƯǄƠƍŵ
ЎᲴႆᡦɥǁƷૅੲѣ
δᇜіբ᫆ƷᚐൿƴࢫᇌƯƨƍŵ

ЎᲴҔၲᄂᆮȷݣሊƷૅੲ
ݱδƕǜᄂᆮŴݱδƕǜ᧭၏δǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴҔၲᄂᆮȷݣሊƷૅੲ
ƕǜधᎍᲢƦƷܼଈȷᢡଈǛԃǉᲣǍŴƕǜҔၲǛૅੲƢǔ
ѣƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
ЎᲴᅈ˟ᅦᅍƷفᡶ
ᚃǛʧƘƠƨ̓܇ǛૅੲƠƨƍŵ
ЎᲴҔၲᄂᆮȷݣሊƷૅੲ
ᏍኽఋǛઞ๒ƢǔѣǛૅੲƠƨƍŵ

㻞㻜㻝㻡ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻢ᇶ㔠䠅
ȈȃȗȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹȈᏋؕ
᭗ဋѨᘽ൞ᲢிʮᣃᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ٻϋχଢȷि܇ƜƲǋؕ è
ٻϋि܇൞Ტࡅ᧵ٻԉဋࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ٻϋχଢȷि܇ܹࣄᐻૅੲؕ
ٻϋि܇൞Ტࡅ᧵ٻԉဋࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
Ტ࠰உ ؕƷӸᆅƓǑƼяϋܾƷ٭Უ
ٻϋχଢȷि܇Ҕၲؕ
ٻϋि܇൞Ტࡅ᧵ٻԉဋࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ስဋᡶܖяؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᅦࠊޢᲣ
όᲢ᧓ȷЎᲩ؏עਦܭᲣ
ଢǔƍசஹƻǖؕ
ᱣᕲ ൞Ტܣࡅ᧵ٻӝࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ

ȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹȈƷᏋᲢɶȷ᭗ȷܖٻဃǛݣᝋƴᘍƏŴ
ወᚘǍȇȸǿǵǤǨȳǹƴ᧙ƢǔᏋѣᲣǛૅੲƠƨƍŵ
ኺฎႎƳྸဌưೞ˟ƕڂǘǕǑƏƱƠƯƍǔ܇ƲǋᢋƷܖ፼ȷ
ᐯᇌǛૅੲƠƨƍŵ
ᐯܹƴǑǔᘮעƷ܇ᏋƯɶƷᚃǍ᩷࠰ݲƷᏋȷૅੲ

ƕǜǍᩊ၏ၲƴ᧙ƢǔᄂᆮƓǑƼधᎍǛૅੲƠƨƍŵ

ඌጃჄƷπᇌ᭗ఄưӼɥ࣎ǛਤƬƯѠܖƴѕǈŴኺฎႎੲяƕ
ƋǕƹݩஹǛЏǓƍƯƍƘᏡщȷൢᭌǛਤƪӳǘƤƯƍǔʴƷ
ᡶܖƴݣƠƯяƠƨƍŵ
औǇǕƳƍŴǇƨŴᨦƕƍƷƋǔ܇ƲǋƨƪǛૅੲƠƨƍŵ

㻞㻜㻝㻢ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻠ᇶ㔠䠅
ƨƔƸƗƋƭƠؕ
᭗ᓬҽ൞ᲢிʮᣃᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ

ٶƘƷ܇ǒƴଐஜƸơǊɭမƷசஹǛਃƏƔƚƕƑƷƳƍʴ᧓
ƴƳƬƯƍƨƩƖƨƍŵƦƷૅੲƷƨǊƴؕǛ݃Ƥƨƍŵ
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ӝπˊѣཋؕ è
ӝπˊ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ӝπˊؕؾ
ӝπˊ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ٻʟଡؕܖڜ܇
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊبࡅ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ

Ꮛ્ూƞǕƨӧग़ƦƏƳཚŴཱྀƓǑƼݱѣཋƷ̬ᜱѣǛܱ
ƠƯƍǔ˳ׇǛૅੲƠƨƍŵ
ౕሁƷ̬μƓǑƼዯ҄Ʒਖ਼ᡶǛૅੲƠƨƍŵ

ʧƖƕဃ෨ྵࢫƱƠƯᕤдࠖǛѦǊƨƜƱǛ࣬ƍŴࢸƴዓƘ
ܖဃƨƪǛૅੲƠƨƍŵ

㻞㻜㻝㻣ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻞㻥ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻣ᇶ㔠䠅
ჽ᱅፦ˊ܇ȷǇƞǈ᩷࠰ݲᏋؕ
ჽ᱅ܑᑷ൞Ტܣࡅ᧵ٻӝࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ჽ᱅፦ˊ܇ȷǇƞǈᑸᘐ૨҄ؕ è
ჽ᱅ܑᑷ൞Ტܣࡅ᧵ٻӝࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ӝπˊؕܖڜ
ӝπˊ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ዋஜƷؕעǛƭƘǖƏؕ
ӳӷ˟ᅈȞȊȖȫᲢٻࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
021ඥʴଐஜǢȈȔȸң˟ƞƞƑƋƍؕ
021ඥʴଐஜǢȈȔȸң˟Ტࠊ᧵ٻᲣ
ό Ტ᧓ȷЎਦܭᲣ
ౕဋҘᨺ̬ؾᜱؕ
ౕဋҘᨺ൞ᲢᅕৎࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
%2%ɶஜؕ
ɶஜദᙹ൞Ტࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷᢃփᲣ

ݩஹƷᅈ˟ǛᏑƏ᩷࠰ݲƷᏋǛૅੲƠƨƍŵ

ݩஹƷᑸᘐ૨҄ƷႆޒǛૅੲƠƨƍŵ

Ӽ࣎ܖƴ༓ƑŴܖٻᡶܖǛႸਦƠѠܖƴѕǉǋƷƷŴኺฎႎƴ
ӈƠƍؾƴƋǔ᭗ఄŴ࠰ဃƴܖڜǛૅዅƠƨƍŵ
ᡈဴחƷδᇜᜱᚨሁƴƓƚǔዋஜǍδᇜŴᦷƷទλŴ
ᛠǈᎥƔƤѣǛૅੲƠƨƍŵ
ǢȬȫǮȸᜂ၌धƴݣƠƯ˟ܖƷၲǬǤȉȩǤȳƴඝƬƨ
ѣǛƠƯƍǔ˳ׇǛૅੲƠƨƍŵ
ؾƷ̬ᜱȷ̬μ

᧵ٻǳȟȥȋȆǣᝠׇƷᢃփǛૅੲƠƨƍŵ

㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ䠄ᖹᡂ㻟㻜ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻟ᇶ㔠䠅
ᔅ

လؕ
လ࣋ʍ൞Ŵလᑷ൶൞Ტ᩺ࠊޢᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ҕӸؕ 01
ҕӸࠎஓƷஊ࣓ᲢிʮᣃᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ჽஜᚡࣞȇǵȳȈǹȝȸȄਰᐻؕ
πႩᝠׇඥʴჽஜᚡࣞȇǵȳȈǹȝȸȄ
ᅹܖਰᐻᝠׇᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ

ႆᡦɥǍኣʗעưѣƢǔ૾ƷƓˡƍǛƠƨƍŵ

᧵ٻƷעᩗܹǛƸơǊᙱଐஜܹƷɟяƴƳǕƹŵ

؏עᲴᡈဴࡅჄ
؏עƷᒬƷఌႎƳǹȝȸȄѣǛࣖੲƠƨƍŵͤࠝᎍŴᨦƕƍ
ᎍǛբǘƳƍŵ

㻞㻜㻝㻥ᖺᗘ䠄௧ඖᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻟ᇶ㔠䠅
וӴ Ӫ ƕǜؕ
וӴ Ӫ൞Ტ᭗ჷჄᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
וӴ Ӫ ܇Ʋǋᅦᅍؕ
וӴ Ӫ൞Ტ᭗ჷჄᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
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؏עᲴᙱଐஜ
ࠎݲƕǜƷᄂᆮƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ
ܖݱఄƷᜱՃǛƠƯƍƨƷưŴऔǇǕƳƍŴƋǔƍƸᨦܹ
ƷƋǔ܇ƲǋƷໝƴƳǔƜƱƴ̅ƬƯǄƠƍŵ

´°

,/ؕ
ဋჵ٫οᢹ൞Ტ๔ჄٻࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ

ܖڜƷૅዅŵჃᜱࠖŴ౨௹২ࠖሁҔၲ᧙̞ƷܖఄƴᡶܖƢǔ
ܖဃǛૅੲƠƨƍŵ

㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䠄௧㻞ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻡ᇶ㔠䠅
ƴƍƕƨƾǔƞƱؕ
ҕӸࠎஓƷ̾ʴ Ტܷ؉Ⴤ˅ӨࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ǵȳǬޥࣄᐻૅੲؕ
021ඥʴǵȳǬޥᲢޥჄႮࠊޢᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
بሂǢȡȋȆǣȷǽǵǨȆǣؕ
بሂǢȡȋȆǣȷǽǵǨȆǣᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ҕӸؕ 01
ҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ႻఌշήȷƾƖؕ܇
ɶޢҘᰋ܇൞Ტࡅ᧵ٻઅࠊᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ

ኺฎႎᇀƷؾᢀƴƋǔဃࢻƴܖڜǛૅዅŵ

؏עᲴޥჄŴܷ؉ჄŴᅦჄ
ிଐஜٻᩗƴƓƚǔࣄᐻૅੲѣ
؏עᲴ᧙ᙱŴ᧵ٻ
žǇƪƷកǘƍоᡯſǍžࣛᢘƳǇƪƮƘǓſƳƲŴǇƪƴʴ
ǛƻƖƭƚǔ᭽щƮƘǓƷѣǛૅੲ
औǇǕƳƍ܇ƲǋƷƨǊƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ

ҔܖҔၲѣμᑍƷૅੲƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ

㻞㻜㻞㻝ᖺᗘ䠄௧㻟ᖺᗘ䠅タ⨨䠄㻞ᇶ㔠䠅
ٳʴဃࢻǹȝȸȄȁȣȬȳǸؕܖڜ
᭗൶ႺՁ൞Ტࡅ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ
ဋМᨺᚡࣞᏋؕ
ဋ࠳ᨺ൞Ტࠊبࡅ᧵ٻᲣ
όᲢ᧓ȷЎਦܭᲣ

ᲢஉǇưᲣ
ȖȩǸȫሁෙٳƔǒଐஜƷ᭗ఄƴྶသܖƢǔဃࢻƴܖڜǛ
ૅዅƢǔŵ
ԧඡࠊᇌܖݱఄƷᏋૅੲƱƠƯŴఄ࢘ƨǓɢόǛ࠰
ఄƴяƢǔŵ

ᢡពƷဎᡂǈ
࠰உǇưƴƍƨƩƍƨᢡពƷƓဎᡂǈƸŴഏƷᡫǓŵ
ᲢؕƴᆆᘍƠƨǋƷƸᨊƘŵ
Უ
ဎᡂ࠰ࡇ
࠰ࡇ

ဎᡂᎍ
ᢡព

Ɠ࣓

01

ۡپᡲဃؕแưƷᢡငᲢԃǉŴ࠰ȷဃԡ

Ტ࠰ࡇᲣ ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢிʮᣃᲣ

̬ᨖᲣǛᢡពƠŴଏƴᚨፗƠƯƍǔؕǁ
ƷᆢفƠǛᘍƍƨƍŵ

࠰ࡇ

ᢡព

01

ଏᚨƷؕƴᡙьᆢفƠƨƍŵ

Ტ࠰ࡇᲣ ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢிʮᣃᲣ
࠰ࡇ

ᢡព

01

ѣཋग़ᜱƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ

Ტ࠰ࡇᲣ ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢிࠊ᧵ٻᲣ
࠰ࡇ

ᢡព

01

ʧƖܼଈƷ᪽૨܌ǛϛƠƨؕǛᚨፗŴᐯ

Ტ࠰ࡇᲣ ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢྚؖჄ߷ӝࠊᲣ
࠰ࡇ

ᢡព

01

ɭမƷǹȈȪȸȈȁȫȉȬȳƷฎƴࢫᇌ

Ტ࠰ࡇᲣ ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢ᭗ಹࠊᲣ
࠰ࡇ

ᢡព

ƯƯǄƠƍŵ

01

ᩊ၏ưʧƘƳƬƨɼʴƷ࣓ǛዒƍưŴᩊ၏

Ტ࠰ࡇᲣ ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢ᭗ಹࠊᲣ
࠰ࡇ

ᢡព

ؾƷ̬ᜱƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ

ưᒊƠǉ̓܇ƨƪƷƨǊƴࢫᇌƯƯƘƩƞƍŵ

01

ଏᚨƷؕƴᡙьŴᆢǈفƠƨƍŵऔǇǕ

Ტ࠰ࡇᲣ ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴ

Ƴƍ̓܇ƨƪǛૅੲƠƨƍŵ
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࠰ࡇ

ᢡព

01

ҔܖƷႆᢋƷƨǊŴܖٻƷҔܖᢿƴܖƿܖ

Ტ࠰ࡇᲣ ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᅕৎࠊᲣ
ᢡព

ဃǛૅੲƠƨƍŵ

01

ȉȩȃǰȩǰբ᫆ƷᚐൿƴࢫᇌƯǔƱƱǋ

ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊ᧵ٻᲣ
࠰ࡇ

ᢡព

ƴŴᩊ၏ܖဃƷܖڜǛૅዅƠƨƍ

01

ᙱܷࠊƷऔǇǕƳƍ܇ƲǋƨƪǍ᭗ᱫᎍƷ

Ტ࠰ࡇᲣ ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᙱܷࠊᲣ

ᅈ˟ᅦᅍƷӼɥ

ᢡព 01

ɟᑍؕ

ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢ૾ࠊᲣ
࠰ࡇ

ᢡព01

៲˳ᨦܹᎍƷᅦᅍૅੲ

Ტ࠰ࡇᲣ ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊ᧵ٻᲣ
ᢡព01

ᚃƷƍƳƍ܇ƲǋǍኺฎႎʙऴƴǑǓᡶܖ

ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᙱܷࠊᲣ
࠰ࡇ

ᢡព

ƕᩊƳ܇ƲǋƴݣƢǔૅੲ

01

ҔၲưᒊƠǜưƓǒǕǔधᎍƞǜƷƓࢫƴ

Ტ࠰ࡇᲣ ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢᙱܷࠊᲣ
࠰ࡇ

ᢡព

Ტˋԧ࠰ࡇᲣ

ဃ܍ɶҕӸࠎஓƷ̾ʴᲢࠊ᧵ٻᲣ

ƨƪƨƍŵ

01

औǇǕƳƍ܇ƲǋƷƨǊƴࢫᇌƯƯǄƠƍŵ

ؕ݃˄᫇ȷؕૠƷਖ਼ᆆᲢካᚘᲣ
基金寄付金額・基金数の推移（累計）

ᲢˑᲣ

ᲢႊɢόᲣ

㻢㻘㻜㻜㻜

䢵䢲䢲
ᵐᵕᵎ ᵐᵕᵐ
ᵐᵔᵐ
ᵐᵓᵐ

݃˄᫇ᲢႊɢόᲣ

㻡㻘㻜㻜㻜

ؕૠᲢˑᲣ
ᵐᵏᵓ

㻠㻘㻜㻜㻜

ᵔᵐ

ᵕᵔ

ᵓᵑ
ᵒᵎ

㻝㻘㻜㻜㻜
ᵐᵖ
ᵗ

㻜

㻝㻟㻜㻌

ᵏᵐᵕ

䢳䢲䢲

䢷䢲

㻝㻘㻝㻤㻤㻌

㻟㻤㻤㻌 㻠㻢㻣㻌 㻡㻠㻥㻌

㻥㻝 㻥㻞 㻥㻟

䢳䢷䢲

㻞㻘㻟㻠㻤㻌

㻞㻘㻝㻥㻠㻌㻞㻘㻞㻢㻜㻌
㻞㻘㻜㻤㻞㻌
㻝㻘㻥㻜㻢㻌
㻝㻘㻣㻝㻠㻌㻝㻘㻣㻥㻝㻌
ᵗᵕ
㻝㻘㻡㻝㻞㻌
㻝㻘㻠㻣㻠㻌
㻝㻘㻟㻟㻠㻌
㻝㻘㻞㻡㻤㻌
㻝㻘㻞㻞㻥㻌
ᵏᵎᵓ

ᵕᵎ

䢴䢲䢲

㻟㻘㻝㻤㻤㻌
㻞㻘㻥㻜㻤㻌
㻞㻘㻤㻠㻠㻌

ᵏᵔᵕ
ᵏᵒᵖ

㻞㻘㻜㻜㻜

㻠㻘㻝㻤㻜㻌
㻟㻘㻣㻤㻝㻌
㻟㻘㻣㻜㻤㻌
㻟㻘㻢㻠㻥㻌

㻠㻘㻟㻜㻤㻌
㻠㻘㻟㻜㻞㻌
㻠㻘㻞㻜㻣㻌㻠㻘㻞㻢㻤㻌

ᵏᵗᵎ

ᵏᵔᵏ

ᵗᵏ

䢴䢷䢲

ᵐᵓᵗ

ᵐᵑᵓ

ᵐᵎᵐ

ᵏᵕᵕ

ᵏᵑᵕ

ᵐᵒᵖ

ᵐᵐᵓ

ᵏᵗᵓ

㻟㻘㻜㻜㻜

ᵐᵔᵓ

ᵐᵒᵐ
ᵐᵑᵐ

㻤㻡㻠㻌 㻤㻥㻟㻌

㻥㻞㻠㻌

䢲
㻥㻠 㻥㻡 㻥㻢 㻥㻣 㻥㻤 㻥㻥 㻜㻜 㻜㻝

㻜㻞 㻜㻟 㻜㻠 㻜㻡 㻜㻢 㻜㻣 㻜㻤 㻜㻥

㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣

㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝㻛㻤
Ტ࠰ࡇᲣ

я᫇ȷяˑૠƷਖ਼ᆆᲢ࠰ࡇКᲣ
Ტ৸ࢸƷᠴᡚȷᡉǛᨊƘᲣ

䢴䢴䢸
䢳䢻䢹
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䢳䢹䢺
䢳䢸䢲

´²䢳䢸䢲

䢳䢷䢸

䢳䢹䢵

䢴䢴䢶
䢴䢲䢵
䢳䢺䢸

䢳䢺䢳
䢳䢹䢳

基金設置者からのメッセージ

（敬称略）

žؾƷ̬ᜱȷ̬μſ
Ɔ±

㍯䜅䜜䛒䛔ᇶ㔠 䠄㻝㻥㻥㻝ᖺᗘタ⨨䠅

ᜫ³°֚ࢳǾȾȝɔȺȻșȧȩȗɑȬǿ
ᇹȼɕɂǾȈ۾ᢞ͢ᴥȳȗɝɦȞȗᴦɈɟȕȗᦂژȉɥᣮȫȹǾцȾ٥ڒ៤๊ӦȾՎ႕Ȫȹ
ȝɝɑȬȟǾ៱៣يɁޙᚓᆅሱˁᓻᚓ୫ԇળᒾȞɜଡ଼ᑎǾၥہίпȽȼ۹ࠢȾɢȲɞᅊȽ๊
ӦȟǾ۹ȢɁᇋ͢៤စˁᄉࠕȾᎢȟȶȹȗɞȦȻɂ֚ᅺɁ̜ȺȕɝɑȬǿȦșȪȲɂǾ
ɅȻțȾᩜΡᐐɁᄒȨɑɁӓӌɁ᠇࿎ȺȕɝǾ॑ɛɝពȻୢɥ᚜ȪɑȬǿ
ᇹȼɕɂǾȈᒲུȻ̷ᩖɁцႆȉȻȗșᓹԩɁျॡȞɜᄉᠴȪɑȪȲȟǾ
Ȉ۾ᢞȉɁջȾɂǾ
۾ȠȽᓹɥָȞȮɛșǾ̷ȟ۰ɢȶȹɕǾȴɖɦȻਖ਼оɟɥȬɟɃǾුࢳጨɜȪȗᓹȟָȢ
Ȼȗș֞ȟᣅɔɜɟȹȗɑȬǿȦɟȞɜɕǾ٥ЫᩜᛴɁᄉࠕȻ๊ॴԇȾǾ៱៣يȻȻɕȾɝ
ጸɓȦȻɥȗǾȝᇗȗɁᕹȻȨȮȹᬯȠɑȬǿ
ɝȰȽᦿᚐ ۾ᢞ͢ ̜өࠈᩋ ᆀ̢༁

žᅈ˟ᏋȷܖఄᏋƷΪܱſ
Ɔ²

䝣䝆䜻䞁ᑠᓥ䞉ᑠᕝ⛉Ꮫᩍ⫱⯆ᇶ㔠 䠄㻝㻥㻥㻝ᖺᗘタ⨨䠅

ޯޥᩒᄉᩜᣵൡبǾԡ߳ͶᛏᣲᚽᏚֿʫ˂ɵ˂Ⱥȕɞʟʂɷʽ ˁߴࡀ 㑇͢ᩋɁӎ
प̜ഈɁˢၥȻȪȹʃʉ˂ʒȪȲȈʟʂɷʽߴࡀˁߴࡺᇼޙଡ଼ᑎળᒾᦂژȉ
ǿ
۾᩸͢ࡾףឰറȞɜɁȧጳ̿ȾɛɝǾஓటқɁɽʩʯʕʐɭ៣يɁቼᴮհȾᄊ᧸Ɂಂᝑɥ᠇ɝǾ
±¹¹²ࢳ³ఌȾ۾᩸ɽʩʯʕʐɭ៣يȾӁᜫȪȹᬯȠɑȪȲǿȰɟ͏఼ǾᩋࢳȾɢȲɝ٥ЫɁ
ޙ۾ˁᯚߩറɥ˿ͶȾፕፖȪȹَంɥ߆᠙ȪǾျࡾጕޙႆറɁᑎ៤စɁȲɔɁӒɥȪ
ȹȗȲȳȠȾȕɝȟȻșȧȩȗɑȪȲǿ
ȝᖼറɥɕȴɑȪȹǾʟʂɷʽɁ̷̜ˁႊᩜᣵȺȝ˰ᝈȾȽȶȹȝɝɑȬޙ۾ˁᯚߩറɥ
˹॑ȾǾ۹ȢɁᄒറȻɁȧᜆ̬ɥࢠஓᬰȞɜɔɞȦȻȟȺȠǾɀȹȝᇊ႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
̾ऻȻɕǾျࡾጕɥɂȫɔȻȬɞޙႆറɁᑎ៤စɁˢӒȻȽɞȲɔǾَంɁ߆᠙Ȼ᠆Ӓ͢
׆ȻȪȹɁमҾɥȲȪȹɑȗɝɑȬɁȺǾऀȠፖȠɁȧ߳Ǿȧୈɥ᠇ɝɑȬɛșǾᚡ॑
ɛɝȝ᭐ȗ႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
ಊࣻ͢ᇋʟʂɷʽ ࿑ҝ᭔ู ࡺߴ ץխ

ž؏עᅈ˟Ʒࣱ҄ſ
Ɔ³

㜰䝅䝔䜱ಙ⏝㔠ᗜ 䛫䜣䛰䛞ᇶ㔠 䠄㻝㻥㻥㻝ᖺᗘタ⨨䠅

៱៣يȟᜫ³°֚ࢳɥᣊțɜɟǾ॑ɛɝȝᇗȗ႑Ȫ˨ȥɑȬǿɢȟّқɁɽʩʯʕʐɭ៣
يȻȪȹǾȦɟɑȺ۹ȢɁρ̷ǾيͶɋɁӒɥᣮȪȹǾᇋ͢៤စ๊ӦȾȝȗȹ۾ȠȽӎɥ
˨ȥȹȦɜɟɑȪȲǿ
ԦպጸᎥᦂᙤൡᩜȺȕɞछᦂ࣌ɂᄾ̠੦ӒɁጀᇘɁɕȻǾࢲᴱࢳȾ٥ڒɁ୫ԇˁʃʧ˂ʎ
ɁળᒾɥᄻᄑȻȪȲȈ۾᩸ʁʐɭαႊᦂ࣌ȮɦȳȡᦂژȉɥᜫᏚȪǾ៱៣يɁȧԦӌȧࠅӌȾ
ɛɝǾ۹ȢɁρ̷ǾيͶȾӒɥȪȹȗȲȳȠɑȪȲǿ
ᣋࢳาᄻȨɟɞÓÄÇóɂǾछᦂ࣌Ɂ˧ᐐцಂျॡȻ៱៣يɁᜫᠲɥպȫȢȬɞɕɁȺǾ
ȰɟȱɟɁᄉࠕȟÓÄÇóɁးȾȷȽȟɞȻᆬαȪȹȗɑȬǿ̾ऻɕ៱៣يȟୈɥ॒ᛵȻȬ
ɞ̷ȁȾ߆ɝຍȗǾˢ࠙Ɂ᭣ᡮɥᤁȥɜɟɑȬȦȻɥᇏॡȗȲȪɑȬǿ
۾᩸ʁʐɭαႊᦂ࣌ ျ̜ᩋ ᯚ൞ ᅺխ

´³
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žɟᑍؕſ
Ɔ´

᯽ᒸ⢭୕グᛕᇶ㔠 䠄㻝㻥㻥㻡ᖺᗘタ⨨䠅

ᇹɁᇔྸǾ౨ࠥጀ˧ȟᩋࢳөɔȹȗɑȪȲಊࣻ͢ᇋᩜᛴʐʍɹᴥးᴷಊࣻ͢ᇋȞɦȺɦɲʽ
ʂʕɬʴʽɺᴦ͢ᩋᐳɥ±¹¹µࢳȾᣝȗȲ᪨ǾȦɟɑȺୈțȹȗȲȳȗȲȁɋɁঐᣌȪǾɑ
Ȳඒ͍ɥઆșȈߵࢳɁᑎȉɁȲɔȾȝमȾȹȹȗȲȳȠȲȗǾȻɁȗȞɜǾᣝᐳᦂɁ
ˢȺ۾᩸ɽʩʯʕʐɭ៣يȾᦂژɥᜫȨȮȹȗȲȳȗȲȻᐨȗȹȝɝɑȬǿ
ᦂژᜫऻɂߵࢳᑎɁɒȽɜȭǾஓటɁͤፋ୫ԇɗᓻᚓɁצᄉ๊ӦǾ̷యᑎɥᚐȶȹ
ȗɞيͶɗʃʧ˂ʎɥᣮȫȹɁ˰͍ᩖ̬ํɥऻઃȪȪȹȗɞيͶǾ۶̷ّȻɁ̬ํୈيͶȽ
ȼǾറȁȽґȺ๊ӦȨɟȹȗɞيͶɁ̜ഈɥୈȗȲȳȠɑȪȲǿȝȞȥȨɑȺႆҰɁȗ
ȟɥፀɆǾᇔྸɕȠȶȻɦȺȗɞȻ९ȗɑȬǿ
̾ऻȻɕ۾᩸ɽʩʯʕʐɭ៣يɥᣮȫȹǾ఼߬ɥઆșߵࢳɁᑎɗᓻᚓǾ୫ԇɁળᒾȽȼ
ᇋ͢៤စ๊ӦɁˢӒȾȽɟɃȻ९ȶȹȗɑȬǿ
౨ࠥ ࢶ᪽

žᅈ˟ᅦᅍƷفᡶſ
Ɔµ

᪥⏘Ꮫ㜰⚟♴ᇶ㔠 䠄㻝㻥㻥㻤ᖺᗘタ⨨䠅

ȦɁȲɆǾ۾᩸ɽʩʯʕʐɭ៣يȟᜫ³°֚ࢳɥᣊțɜɟȲȦȻɥ॑ɛɝȝᇗȗ႑Ȫ˨ȥ
ɑȬǿޙᚓᆅሱɁળᒾǾᓻᚓ୫ԇɁᄉࠕտ˨ǾၥہɁί឴ίпǾّ᪨̬ํɁȽȼǾറȁȽ
٥ڒɋ៤စȨɟȹȗɞȦȻȾୢɥ᚜ȪɑȬǿࣷᇋɂᇋ׆Ȼ͢ᇋȟුఌպᭊɁሥɒȹɥᚐȗ
¨ջለᴷஓႇԇޙᇩᇐᦂژᴦ
ǾյચཟȾȹǾᏲȾΈႊȪȹᬯȤɞȻȦɠȾ߆͇ɥȪȹȗɑȬǿ
ɑȦȻȾ̥ߵȺɂȕɝɑȬȟǾȝमȾȹȹȗɞȦȻɥ۾۰șɟȪȢ९ȶȹȗɑȬǿ̾ऻȽȝ
ˢ࠙٥ڒɁʕ˂ʄȾᤛșӒ๊ӦɥᚐȗǾ٥ڒᇋ͢ɁળᒾȾɝጸɑɟɞȦȻɥఙश႑Ȫ˨ȥ
ɑȬǿఝኂȽȟɜǾ۾᩸ɽʩʯʕʐɭ៣يɁˢ࠙ɁȧᄉࠕȻᄒറɁȧ๊ᡮɥᇏॡᒵȪɑȪȹǾ
ȝᇗȗɁᕹȻȨȮȹȗȲȳȠɑȬǿ
ஓႇԇޙәЄጸն۾᩸ґ͢ᩋ ࠞᡅ ̳
ஓႇԇޙಊࣻ͢ᇋ۾᩸؆ഈᩋ տҋ ձ

žɟᑍؕſ
Ɔ¶

㜰ಙ⏝㔠ᗜ䜅䜜䛒䛔䝇䝬䜲䝹ᇶ㔠 䠄㻞㻜㻜㻥ᖺᗘタ⨨䠅

ᜫ³°֚ࢳȾȝɔȺȻșȧȩȗɑȬǿ
ஓᬰɛɝߵࢳɁϧпᑎ˶ɆȾ٥ॴ๊ڒԇȽȼछᦂ࣌Ɂጽ؆ᦉȾภȶȲӒаɥᤣްȗ
ȲȳȠព႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
ɑȲǾӒ̜ഈᄉ᚜͢ȺɂյيͶɁᄒറɁྒȗȗȾුوᧇɥՙȤȹȝɝɑȬǿ
छᦂ࣌ɂӁഈ¹°֚ࢳɥᜤॡȪȹ²°°¹ࢳȾ៱៣يȾȈ۾᩸αႊᦂ࣌Ɉɟȕȗʃʨɮʵᦂژȉ
ɥᜫᏚȪǾᇋ͢៤စ๊ӦɁˢၥȻȪȹʨʍʋʽɺɸʟʒࣻȾɛɞ߆͇ɥුࢳஃȪȹȝɝ
ɑȬǿ
ȦɟȞɜɕमᐳ׆ɁױȾɛɞ߆͇ᦂȟറȁȽ٥ڒᝥᭉᜓขɁˢӒȻȽɝǾ٥ڒᇋ͢Ɂಂ
Ⱦ߆˫ȺȠɟɃࢶȗȺȬǿ
̾ऻɕ៱៣يɁᤆ؆ȾǾछᦂ࣌ɕȈȦɁᚔɁʥ˂ʪʓɹʉ˂ȉȻȪȹॊӌȽȟɜ៤စȨȮȹ
ȗȲȳȢސȺȧȩȗɑȬɁȺǾఞ෫ȗȝ͇ȠնȗɁሌȪȢȝ᭐ȗȗȲȪɑȬǿ
۾᩸αႊᦂ࣌ ျ̜ᩋ ᯛ̢ ؕแᏲ

OSAKA COMMUNITY FOUNDATION

´´

ž᩷࠰ݲƷͤμᏋſ
Ɔ·

すᕝ┿ᩥ䞉╬ᰤᇶ㔠 䠄㻞㻜㻝㻜ᖺᗘタ⨨䠅

۾᩸ɽʩʯʕʐɭ៣يɥᅺɞȠȶȞȤȾȽȶȲɁɂǾछศ̷ᜫȞɜᩜΡɁȕɞձศంۢศ
̷Ɂȧጳ̿ȺȪȲǿछศ̷ɂފΖȲȴɁϧпȽᩋȾ៤စȪȲȗȻȗșᜫᐐɁऐȗ९ȗɥ
ढȾȪȲᇋ̜͢ഈيͶȺȬǿऻǾීߟފɗίᑎ̜ഈȽȼɥȨɟǾᩋȠȾɢȲɝފΖȲȴȾ
॑ɥᆆȗȹȦɜɟȲᜫᐐɁbҋ఼ɞȦȻȽɜЄȠȲȗǾᇋ͢Ⱦ៤စȪȲȗcȻȗșऐȗધ
ȴȞɜᜫȨɟȹȝɝɑȬǿ˿Ȳɞ߆͇а͏۶ɥࢿȢᅺɞȲɔȾᦂژɥ៱៣يȾɕͽɜȮȹ
ȗȲȳȠɑȪȲǿӒаɂ۾۰ᒾ֞ȢǾऐȗધȴɥढȾǾፖȤɞȦȻȺᏲȻఝ఼ɥͽ
ɜɟȹᚐȢጨɜȪȗՁӦӌɥᄒറȾȫȹȝɝɑȬǿஓɁछȲɜȽȗѿȾɕߵȪȺɕਖ਼ȟ
ࠍȢɛșȾ۹റॴɁȕɞ۾᩸ɽʩʯʕʐɭ៣يȺ̾ऻɕȕɝፖȤȹɎȪȗȻ᭐ȶȹȝɝɑȬǿ
ᛴࡺᅊ୫ˁᅜಂˢᓐᇋيศ̷ ͍᚜ ˹̢ ֪ފ

žᅈ˟ᏋȷܖఄᏋƷΪܱſ
Ɔ¸

㜰ᗓᩍဨ◊ಟᨭ䛾䛯䜑䛾Ლᮏᇶ㔠 䠄㻞㻜㻝㻜ᖺᗘタ⨨䠅

۾᩸ɽʩʯʕʐɭ៣يɂǾஓటɁ߆͇୫ԇɁᄉࠕȾаᬝɥ͇ȤȲаॴɁȕɞጸᎥȺȕɝɑȬǿ
߆͇Ɂॖɥધȷ̷ȁȾǾߵᭊȺȕȶȹɕȰɁધȴɥႆȞȬȦȻɁҋ఼ɞ̈́ጸɒɥȠɑȪȲǿ
៣يɁ૬ಘᐐǾျ̜͢ȰȪȹ̜өࠈɁȧӓӌȾ॑ȞɜɁୢɥ᚜ȪɑȬǿ
˰ᝈɥȪȹȗɑȪȲͥීȟ̪ȢȽɝǾᤤ᠙ȨɟȲᤤႇɁΈȗᤍɥᐎțȹȗȲȾȦɁጸᎥɥ
ᅺɝɑȪȲǿࢠȁǾଡ଼ᑎɂఝ఼ɥͽɞ̜̈́ȺȕɝǾȰɟȾଆɢɞаႆɂఝ఼ɥႆɓීȺȕ
ɞȻ९ȶȹȗɑȪȲɁȺǾᒲ˿ᄑȾᆅεȨɟɞаႆɁધȴȻൡ͢ɥୈȪȲȗȻ᭐ȶȹ
ȗɑȪȲǿᒲผͶȟаႆɋɁୈɥນɜȬ˹ǾᇹɂȦɁ៣يȾȰɁધȴɥᜣȪɑȪȲǿ
ȦɁ±°ࢳǾ៣يɁȧӓӌȺɛȗୈȟȺȠȹȠȲ̜ȟݼȪȢ९ȗɑȬǿ៣يȾពȪȷȷǾ
ۄȁɁȧᄉࠕɥ॑ɛɝ᭐ȶȹȗɑȬǿ
ುట ᒾ̦

žܹࣄᐻѣૅੲſ
Ɔ¹

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ཬ䜃ཎⓎ⅏ᐖ䛛䜙䛾ᪧ䞉⯆άື➼ᨭᇶ㔠 䠄㻞㻜㻝㻝ᖺᗘタ⨨䠅

ීɁᤤႇȺూஓట۾དɁᚱདᐐɗՁᄉ̜ᚱᐐɁୈيͶɋɁୈɥᇋ͢៤စґȻȬ
ɞᩜ˫ᦂژᴥӒаȾȷȗȹ߆͇ᐐȟఖɥᣖɌɞȦȻȟȺȠɞᦂژᴦՒɆӒаɥʬʕʉ
ʴʽɺȪൌኰᄑ๊ӦɥࢿȢᅺɜȮɞȲɔᤆ؆ᦂژᴥ៣يɁᤆ؆ȾΈႊȬɞᦂژᴦɁ̝ȷɁژ
ᦂɥᜫᏚȪȹȗȲȳȠɑȪȲǿ
ᄉ᚜͢ɗ̬ํ͢ɥᣮȫȹୈيͶɁ๊ӦৰɥᅺɞȦȻȟȺȠǾᦂژɁᇋ͢៤စɥȺȠ
ɑȪȲǿᤣᐎ݃׆ՒɆ̜өࠈɁȧࠅӌɁȝ᪒ȺȬǿ
ږኂȾ᪨Ȫ߆͇႑ᣅంɗӒаᤣްం᭒ȾᄻᣮȪǾ߆͇ᐐɂܵछȽ९ю߁ɥᤛҒȾͤțȹ
ȠȲȞᄽȪȲȗȻ९ȗɑȪȲǿདߦख़Ɂ߆͇႑ᣅю߁ɗม۰ԇȾख़ȫȲ߆͇ᐐɁᩜ˫
ɁȕɝȾȷȗȹɕᤆ؆ᦂژɥᣮȫȹՎᐎȾȽɞᄉαȟȕɞȻɛȗȻ९ȗɑȬǿ
Ԙջ

´µ
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žܖڜƷૅዅſ
Ɔ±°

┿Ἠ⫱ⱥᇶ㔠 䠄㻞㻜㻝㻞ᖺᗘタ⨨䠅

ͺ֤֖ɥՙȤȲܾɁΗᭅȺᦂژᜫȾӦȗȹȗȲȾǾ៱៣يȾҋ͢ȗɑȪȲǿ
ᅊฤᑎᔐᦂژɂǾޙɉඕɂȕɝȽȟɜጽຑᄑȾٌቃȪȹȗɞᯚಇႆɥୈȬɞፈ͇ټᑎᔐ
ᦂژȺȬǿᦂɂǾµ°͍Ⱥ̪ȢȽȶȲܾȟЄȗȲȝᦂȞɜǾȾ²°²°ࢳȾ¸·ਗ਼Ⱥ̪ȢȽɞ
ɑȺ̜̈́ȺးमȳȶȲීɕӏɢɝɑȪȲǿ
Ȉᇋ͢ȞɜᬯȗȲɕɁɂᇋ͢ȾЫȬɞȉɁᐎțɥීȞɜޙɦȳܾɗᇹȾɂǾᦂژᜫɂᒲ
ུȽȦȻȺȪȲȟǾρ̷ȺɁȴ˨ȥɂٌᫍǿȰɟǾᜫᏚᐐɁॖɥ̜۾Ⱦᤆ؆Ȫȹ˩Ȩɞ
៱៣يɂȕɝȟȲȗȺȬǿ
ɑȲǾීɂ۾᩸ҋᡵȺȬȟǾᦂޙܟɁፈ͇аɂᇻႎࢍɁᯚಇႆǿୈፈаȟ۾᩸͏۶Ⱦɕᩜɢ
ɜȭᜫᏚɥ੪ᝓȪȹ˩Ȩɝ॑ȞɜពᒵȪɑȬǿ៱៣يɁျॡɂಐࢃᇋ͢Ɂ˹Ǿ۾۰߰ȗȺȬǿ
ȽɞȧᄉࠕɥȝᇏɝᒵȪɑȬǿ
ߴฤ ɑȠފ

Ɔ±±

⠛⏣㔜㞀䛜䛔⪅Ꮫ㐍Ꮫຓᡂᇶ㔠䚸⠛⏣㔜㐍Ꮫຓᡂᇶ㔠 䠄㻞㻜㻝㻟ᖺᗘタ⨨䠅

̪ȢȽȶȲ܁ȟǾႆҰɛɝᦂژɁᜫɥఖȪȹȗɑȪȲǿқᄪɁȝՎɝȾ఼ȹȢȳȨȶȲ
Փ̷ȟǾ۾᩸ɽʩʯʕʐɭ˂៣يȾȷȗȹጳ̿ȪȹȗȲȳȠǾ܁ɁܾȻᴯ̷ȺқɔȹᜪץȪ
ɑȪȲǿ
᪩ȟȗȟȕɝȽȟɜӣޙȾӘɒǾᒲґɁ̷ႆɥҒɝȠǾˢްɁᅺջ࣊Ǿ៣ႇɥीȲ܁ɂǾ
µ·දɁ̷ႆԡɃȺ̪ȢȽɝɑȪȲǿȰɁ܁ȟఖɦȺȗȲɁȟǾറȁȽ᪩ȟȗᐐɁȟǾጽຑ
ᫍȞɜޙ۾ޙɥɔɞȦȻɁȽȗɛșǾᦂޙܟɥୈፈȬɞᦂژɁᜫȺȪȲǿ
ᦂژᜫȾȕȲȶȹɂǾጯȞȽཟɑȺǾറȁȽӒɥȗȲȳȠɑȪȲǿɑȲǾᦂޙܟɥୈፈ
ȨɟȹȗɞޙႆȨɦȞɜɂǾࢳୣوǾޙ۾ႆ๊ȾȷȗȹɁͽ୫ȟࠍȠɑȬǿɁႆ๊ᫍǾ
ޙ۾ႆ๊ȺɁᔍәǾԤഈऻɁ̷ႆȾտȤȹɁӓӌȽȼǾਾȟފɥᑎȹȹȗɞɛșȽᜁȺᝣ
ɦȺȗɑȬǿɝᫍȗȦȻȺȬǿ
۾᩸ɽʩʯʕʐɭ៣يȺɂᦂɁᤆႊȾɛɝǾՁɥນɜȬȦȻȽȢǾՁȬɌȹɥᦂޙܟ
ȻȪȹୈፈȺȠȹȗɑȬǿɑȲǾޙܟႆɁӭᪿˁᤣᐎȽȼǾȬɌȹɥऀȠՙȤȹȢȳȨȶȹǾ
ពȪȹȗɑȬǿऀȠፖȠǾ̾ɁͶҤȟፕፖȨɟɞȦȻɥఖɒɑȬǿ
ኸႎ ጠފ

žͤࡍفᡶȷͤμᏋƷૅੲſ
Ɔ±²

㜰䝇䝫䞊䝒⯆ᇶ㔠 䠄㻞㻜㻝㻠ᖺᗘタ⨨䠅

៣يᜫ³°֚ࢳȝɔȺȻșȧȩȗɑȬǿ
۾᩸͢ࡾףឰɁᐳ׆ॖȟல֪³°ࢳ͍ԡɃȞɜɹʳʠ๊ӦȻȪȹፖȤȹȠȲʐʕʃɥ·ࢳ
ҰȾᜓୠȪǾȰɁරͺ៣ႇȺఙᩖᦂژɥ׆Ɂ፱ȾɛɝᜫᏚȪɑȪȲǿʐʕʃȾ᪅ްȮȭǾ
ȗɠȗɠȽʃʧ˂ʎɁળᒾǾʃʧ˂ʎɥᣮȫȲࢥࢿȗ˰͍Ɂϧ࣐ۄˁͶӌȸȢɝɥୈȬ
ɞɁȟᄻᄑȺȬǿ
ҰوɁɴʴʽʞʍɹɥൡȾూ̱Ⱥԡ˰ɥᠯțȹᩒϸȨɟȹȗɞɰɳ˂ɷʽɺ͢۾ǾࢺзȞ
ɜ̷۾ɑȺՎӏȺȠɞԈᤍɁ۹ሗᄻʃʧ˂ʎͶ᮷͢ኄɁᩒϸǾȰɁ͓ᩖȸȢɝɗ̬ํ๊Ӧ
ኄȾ࣫ɌᴵوɁӒɥᚐȶȹȠɑȪȲǿ
̾ࢳɂɽʷʔɰɭʵʃɁ˰ႜᄑȽ౫ȟጶকȪȽȗ˹Ǿɢȟّ̝࣊ᄻɁɴʴʽʞʍɹȟᩒϸ
ȨɟǾȪȗቧ੫ɗ᪩ȟȗᐐʃʧ˂ʎȾɕᩜ॑ȟᯚɑɝȷȷȕɝɑȬǿ
ᇹȲȴɁɛșȽߵᭊɁᦂژȺɕᄻᄑȾภȶȲ๊ӦɁमȾȹɃșɟȪȗɁȺǾ̾ऻɕȈ߆͇
ᐐɁॖȻ٥ڒȟɔɞ۹റȽᇋ͢៤စ๊ӦɥȷȽȣȉमҾɥઆȶȹȗȲȳȠȲȗȻ९ȗɑȬǿ
ᴥԘջᴦ
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´¶

žᩊ၏ݣሊȷҔၲधᎍૅੲſ
Ɔ±³

䜀䜀䛱䜓䜣ᇶ㔠 䠄㻞㻜㻝㻠ᖺᗘタ⨨䠅

ᇹȟ۾᩸ɽʩʯʕʐɭ៣يȾᦂژɥᜫᏚȬɞȠȶȞȤȻȽȶȲɁɂǾᇔීɁᤤႇᄾፖȺȪȲǿ
ᇔීɁᤤႇɥ߆͇ȬɞȦȻɥᐎțȹȗȲȻȦɠǾ
Ȉ۾᩸ɽʩʯʕʐɭ៣يȉɁސ٣ɥᅺɝɑȪȲǿ
ᇹɂ³°ࢳɎȼҰȾྸɥɶʽȺ̪ȢȪȹȗȹǾȰɁɁᇹȲȴɁযȪɒɂȢǾȊɶʽȋ
ȻȗșგɥএɒɑȪȲǿɑȲᇔීȾȻȶȹɕকފȟаȶȲȦȻɁযȪɒɂǾࢠȾȞȶ
ȲȻ९ȗɑȬǿȗȷɁஓȞԗޙɁᄉࠕȺպȫɛșȽযȪɒȾȕșȟȗȽȢȽɞȦȻɥҒ
Ⱦ᭐ȗǾᇔීɁᤤႇɥɶʽᆅሱɗপᐐȻȰɁɁɿʧ˂ʒȾ๊ႊȗȲȳȤɞɁȺȕɟɃǾ
ᇔීɕྸɕɦȺȢɟɞȻ९ȗǾᣘɢȭᤤႇȬɌȹɥᦂژȻȗșढȺ߆͇ȪɑȪȲǿ
ȦɟɑȺ៣يɥᣮȫȹୈȟ॒ᛵȻਖ਼ɥમȥɜɟȹȗɞȻɁʨʍʋʽɺɥȠɔጯȞȢᚐȶ
ȹȗȲȳȗȹȝɝǾᠴȪȹȝɝɑȬǿȦɟȞɜɕᦂᭊɁߴ۾ȾᩜΡȽȢǾୈɥ॒ᛵȻȨ
ɟȹȗɞȁȾȠɔጯȞȢʨʍʋʽɺɥፖȤȹȗȲȳȤɟɃȻ९ȗɑȬǿ
జ ງ
žᅈ˟ᅦᅍƷفᡶſ
Ɔ±´

ෆ᫂䞉Ꮚ䛣䛹䜒ᇶ㔠 䠄㻞㻜㻝㻡ᖺᗘタ⨨䠅

ᇹɂǾႎᄽ̿Ȩɦȟ۾᩸ɽʩʯʕʐɭ៣يȾᦂژɥᜫᏚȨɟȹȗɞȻȗșᐨᜤ̜ɥȹǾ
៣يɁȦȻɥᅺɝɑȪȲǿȞɀȹȞɜǾފΖᤎȟᒲґɁఖɒᣮɝɁଡ଼ᑎɥՙȤȹᑤӌɥᄉ
ȪȹȢɟɟɃǾȰɟȟᇋ͢ɁमȾȷȦȻȾȷȽȟɞȻ९ȶȹȗɑȪȲɁȺǾ៥ٌኄȺޙ
ɁکȟܡɢɟȹȗɞȦȻɥᅺɞȾȷȤǾߵȪȺɕमȾȹɟɃȻ९ȶȹᦂژɥᜫᏚȨȮȹᬯ
ȠɑȪȲǿӒаȞɜɁ֖ڨంɥȮȹᬯȗȹǾފΖᤎɁའȾࠅӌȨɟȹȗɞȁɁ۹ȗȦ
ȻȾᭀȟ˩ȟɞ९ȗȟȪɑȬǿ̾ऻɂǾ͙ഈɁᦂژᜫᏚୣɥۄɗȬศɗρ̷ȾɂɛɝࢿȢ
៣يɁȦȻɥ֚ᅺȨɟɑȬȦȻɥఙशȪȹȗɑȬǿ
۾ю ূފ

žѣཋƷ̬ᜱȷጀŴૅੲѣſ
Ɔ±µ

㇂ཱྀබ௦ື≀ᇶ㔠 䠄㻞㻜㻝㻢ᖺᗘタ⨨䠅

း٣ǾၥہˁӦ࿎ˁᦂޙܟȻᦂژᜫᏚɥȨȮȹᬯȗȹጙᴲࢳȾȽɝɑȬǿޙഈТᇸȾɕકɜȭǾ
ՋȪȗႆ๊มȾȕɞޙ۾ޙႆɋɁୈǿՐӦ࿎Ⱦɂ۾۰ঢ়ষȢǾ³°ࢳҰȞɜʗʍʒ೫
ጪɥȪȹɂǾး٥ȾҋտȠ࿎ɗ߆͇ᦂɁୈ๊ӦɥȪȹՎɝɑȪȲǿȪȞȪױȟՕȨ
ɟȽȗ̜ɕ۹Ȣρ̷๊ӦȾ᪅ႜɥȫȹȗȲǾᜆ̬ɁȕɞձศంۢȾᄾᝬȪȲፀǾԴ࣋ȾǾ
៣يɁސ٣Ȼྃ͢ɥӳɔɜɟɑȪȲǿ႑ం᭒ߜ౼Ɂ˨ӒаɁᤣᐎǿऻȾӒаȞɜɁᣋ
มʶʧ˂ʒɥᬯȢኄǾᦂژоҋȾȷȗȹɁ֖͢ڨɕᤛᆬȾ૬ᇉȨɟᚐȠࠍȗȲʁʃʐʪȾ
۾ȗȾާڪȪȹȝɝɑȬǿɽʩʯʕʐɭ៣يȾ͖݃ȪȹటछȾᓦȞȶȲȻ९ȶȹȗɑȬǿᜆȾ
ᎅɁᗖȗᇹȾȻȶȹǾȦɁറȽᇋ͢៤စȾमȹȹȗɞ̜ɂǾ۾۰ɆȻȽȶȹȝɝɑȬǿ
ែՠ у͍

´·
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žᑸᘐȷ૨҄ƷႆޒŴӼɥſ
Ɔ±¶

▼㯮⨾௦Ꮚ䞉䜎䛥䜏㟷ᑡᖺ⫱ᡂᇶ㔠䚸▼㯮⨾௦Ꮚ䞉䜎䛥䜏ⱁ⾡ᩥᇶ㔠 䠄㻞㻜㻝㻣ᖺᗘタ⨨䠅

²°±°ࢳ·ఌɁஓటጽຑᐨȾૡᢐȨɟȹȗȲႎᄽ̿ɁȈ߆͇ᇋ͢ɥȷȢɞȉȻȗșᜤ
̜ɥᄻȾȪǾȰɁᐎțȾȢцᱝȪɑȪȲǿȰɁᜤ̜Ⱦɂ۾᩸ɽʩʯʕʐɭ៣يɁ๊ӦȾ
ȷȗȹɕጳ̿ȨɟȹȗɑȪȲǿ
ᇹɁܾᴥᆀᏩ͍ފᴦȻ݊ᴥᆀɑȨɒᴦɕႆҰǾछ៣يɁ๊ӦȾȷȗȹ᠆պȪȹȗɑȪȲ
ɁȺǾܾǾ݊Ɂᤤႇɥᇋ͢ȾႆȞȮȽȗȞȻ९ȗǾ²̷ɁջҰɥȷȤȲᦂژɥͽɝɑȪȲǿ²̷Ȼ
ɕȠȶȻّۿȺɦȺȗɞȞȻ९ȶȹȗɑȬǿ
ӒȪȲيͶɁ๊Ӧ֖ڨంȾɛɝǾ²̷ɁᦂژȟȼɁɛșȾमȶȹȗɞȞȟɛȢɢȞɝɑȬǿ
ᇹɂǾᣋ̷ףɁȊ˧ɛȪȋɥȗȊᒲґɛȪǾ֚ɝɛȪǾᇋ͢ȾɛȪȋȻȗșᐎțɥɕȶ
ȹȗɑȬȟǾ߆͇ᐐɁॖȻᇋ๊͢ӦɥȨɟɞɁȗɥፀɦȺȗȲȳȗȹȗɞȦȻɥȪ
ȹȗɑȬǿ
ߵފᯚᳮԇᇋ͢Ɂး٣Ǿ̾ऻɂ߆͇ఖᐐȟۄțȹȢɞȞȻ९ȗɑȬǿȰɁȗɥՙȤඨɔǾ
ӒఖᐐȻɁᩖɥɝፀɦȺȗȲȳȢպ៣يɁमҾɂǾɑȬɑȬ۾ȠȢȽɞȞȻ९ȗɑȬǿ
۾᩸ɽʩʯʕʐɭ៣يɁ๊ӦȾఙशȪȹȗɑȬǿ
ᆀ ޔᓺ
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´¸

