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財団専門家グループメンバー、ならびにシニアリーダーの皆さまへ 
 

財団専門家グループによる活動がいよいよ盛んになってまいりました。私た

ちは、以下の任務を始めとし、補助金活動の高いクオリティを保つための重

要な支援を行っています。 
 

 地区補助金やグローバル補助金の書類審査、現地視察、運営監査、無作為抽出による

監査など、財団管理委員会の依頼を受け、本年度すでに75件の任務を遂行 

 ロータリー平和センターの評価 

 人道的活動と職業研修チーム（VTT）を含む100件のグローバル補助金プロジェクトを選

び、53名の専門家グループメンバーが現地を視察し、補助金モデルを評価 

 監査や現地視察などの通常業務やプロジェクト評価を通じて、活動の質を高めるための

意見とアドバイスを提唱者に提供 

 地区やゾーンで補助金モデルに関する研修を実施し、補助金の申請に備えるためのサ

ポートをクラブや地区に提供（現在、この種の支援に関するデータを収集中） 
 

現在、専門家グループのテクニカルコーディネーターは、財団職員と協力し、コーディネー

ター任務の内容を検討しています。 
 

徐々にではありますが、専門家グループに対する認識が高まってきており、専門家グループ

に連絡（cadre@rotary.org）すれば、補助金申請に対する専門的な支援が得られることを理

解しているクラブや地区が増えてきました。クラブや地区からの要請があった場合は、財団

職員が重点分野、使用言語、文化圏、プロジェクトタイプを確認の上、専門家グループメン

バーによる支援を手配します。 
 

メンバーは貴重な時間と費用を負担して任務に取り組んでおり、財団での大きなコスト削減

にも大きく貢献しています。また、ロータリー会員は通常、外部のコンサルタントより、ロータリ

アンの専門家の見解を信頼するため、クラブや地区にとっても私たちの存在は貴重なものと

なっています。 
 

補助金モデルの評価には、専門家グループによる現地視察のほか、さまざまな方法が用い

られています。この評価は、補助金モデルのどの部分が好調で、どのような面でクラブや地

区が問題に直面しているかを把握することを目的としています。問題を把握することによっ

て、私たちはさらに効果的な研修や支援を補助金の提唱者・申請者に提供できるでしょう。 
 

専門家グループメンバーの活躍は目覚しいものですが、これは、補助金、資金管理、プログ

ラム評価を担当する財団職員の貢献なしには不可能であったことをあらためて言及したいと

思います。職員の方々には、業務時間外でもしばしば問い合わせに応じていただいており、

とても感謝しています。 
 

今後も引き続き、専門家グループメンバーの活躍を期待しております。 
 

フィル・シルバース（専門家グループ委員長） 

財団専門家グループの皆さま、ロータリーリーダーの皆さまへ 

フィル・シルバース (Phil Silvers) 

 

財団専門家グループの 

2015-16年度テクニカルコーディ
ネーター 

委員長＆副委員長 

フィリップ J. シルバース （米国） 

フランシス F. ツスビラ （ウガンダ） 

 

基本的教育と識字率の向上 

Maureen V. Duncan （米国） 

Ian W. Geddes （スコットランド） 

William F. Stumbaugh （エクアドル） 

 

母子の健康 

Himansu K. Basu （英国） 

Catherine Noyer-Riveau （フランス） 

Deepak M. Purohit （インド） 

 

疾病予防と治療 

Rajaratnam T. Arasu （マレーシア） 

Babu Chacko （インド） 

Frederick W. Hahn Jr. （米国） 

 

経済と地域社会の発展 

Cecelia D. Babkirk （米国） 

Chalermchat Chun-In （タイ） 

Jean-Claude Piers de Raveschoot （フランス） 

 

平和と紛争解決／紛争予防 

David I. Clifton Jr. （米国） 

Simona Pinton （イタリア） 

Mark Zober （イスラエル） 

 

水と衛生 

Gedson J. Bersanete （ブラジル） 

Kenneth W. Grabeau （米国） 

John Kevan （オーストラリア） 

 

 財務監査 

Graciela Marchesano （アルゼンチン） 

Alan Michael Pollard （フランス） 

Peter Wan （香港） 
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新たに任命されたテクニカルコーディネーターは、重点分野や財務監査

における専門知識とロータリー補助金に関する豊かな経験を利用して、

各分野の調整を担います。 

 

テクニカルコーディネーターは、職員とロータリー会員にとってのリソース

パーソンとなるほか、専門家グループメンバーにも視察やプロジェクト評

価のガイダンスを提供し、グループのさらなる発展を促します。 
 

昨年度は、以下の方々にコーディネーターとしてご尽力いただきました。 
 

 Jones Kyazze（第9211地区、タンザニアとウガンダ）：基本的教育と

識字率向上 

 Estela Emeric（第4895地区、アルゼンチン）：疾病予防と治療 

 Deniel M. Banks（第5100地区、米国）：経済と地域社会の発展 

 Hugh Munro（第1010地区、スコットランド）：平和と紛争予防／紛争

解決  

 Vishwas Sahasrabhojanee（第3030地区、インド）：水と衛生 

 Vikram Sanghani（第3060地区、インド）：財務監査 
 

今年度は、6つの重点分野と財務監査の各セクションに3名ずつのコー

ディネーター（合計21名）が任命されました。グループメンバーの募集、メ

ンバーと地元ロータリー会員との橋渡し、アイデアやベストプラクティスの

提供など、今後さらにコーディネーターの役割範囲が拡大することが予定

されています。年度開始時には、財団職員を含む初期会合を開きまし

た。  
 

以下は、2015年7月～2018年6月の任期でコーディネーターに就任され

た方々です。  
 

William Stumbaugh （Bahía de Caráquezロータリークラブ、第4400

地区、エクアドル） 

基本的教育と識字率向上 

教育学の学士号、修士号、博士号を取得 

専門分野：初等教育、バイリンガル／異文化コミュニケーション、学校運

営 

公立学校のバイリンガル教育を担当し、成人移民に英語を教授 

学校長、学区長、バイリンガル教育と特別教育の責任者 

ベリーズ、グアテマラ、コロンビアでの教育プロジェクトを評価 

使用言語：スペイン語 
 

次ページへ続きます 

 
 
 

最近の現地視察 

ホンジュラスでの水プロジェクトを視察したパス

トガバナーJulio Méndezさん（右から3番目）  

パプアニューギニアでの疾病予防プロジェクトを

視察したPatricia Canningさん（白シャツの女

性） 

財団専門家グループのテクニカルコーディネーターをご紹介 

インドでの結核防止プロジェクトの視察でX線検

査に関与するDennis Addoさん（右） 



財団専門家グループのテクニカルコーディネーターをご紹介 
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前ページからの続き 
 

Dr. Babu Chacko （Kottayamロータ

リークラブ、第3211地区、インド） 

疾病予防と治療 

インド、英国、アイルランドで就学し、熱

帯病医学士の称号を取得 

パストガバナー、超我の奉仕賞を受賞 

インド、スリランカ、タイで、2006年以

来、3-H補助金とグローバル補助

金を含む10件のプロジェクトを評価 

現在、地区内の学校における手洗い習

慣の推進運動とトイレの設置活動

を指導 

使用言語：英語、マラヤーラム語、ヒン

ディ語、タミル語 
 

Cecelia Babkirk （Cupertinoロータ

リークラブ、第5170地区、米国） 

経済と地域社会の発展 

1994年にロータリー入会、2008年に専門家グループに参

加 

クラブを通じて国際奉仕プロジェクトに参加 

複数の地区委員長を歴任、現・地区ロータリー財団委員長 

グアテマラ、ホンジュラス、メキシコで計11件の補助金プロ

ジェクトを評価 

使用言語：英語、スペイン語 

ロータリーの国際性を実感する方法として、渡航を含む人

道的活動への参加を重視 
 

Simona Pinton （Padova Euganeaロータリークラブ、第

2060地区、イタリア） 

平和と紛争予防／紛争解決 

パドア大学より国際法学の博士号を取得 

現在、ベニス大学の国際法と人権に関するシニア研究フェ

ロー 

ロータリー平和フェローとしてカリフォルニア大学バークレー

校に留学し、国際法学と平和学の修士号を取得 

国連ルワンダ虐殺刑事裁判の検察チームメンバーを担当 

欧州連合（EU）での選挙監視チームメンバー 

使用言語：イタリア語、英語 
 
 
 
 

 

Gedson Bersanete （Biriguíロータリークラブ、第4470地

区、ブラジル） 

水と衛生 

専門分野：土木エンジニア、建設 

Escola de Engenharia de Lins大学よりエンジニア学士、

Instituto Noroeste de Birigui大学より会計学士を取得 

コンクリート建造物と病院建設を専門とする土木エンジニア

会社と土地開発会社を経営 

1982年にロータリー入会、2004年に専門家グループに参

加 

地区ガバナー、地区ロータリー財団委員長を歴任 

中南米で14件の補助金プロジェクトを評価 

使用言語：ポルトガル語、英語、スペイン語 

 

Graciela Marchesano （Cid Campeadorロータリークラ

ブ、第4895地区、アルゼンチン） 

財務監査 

公認会計士 

ブエノスアイレス大学卒業 

会計事務所「DM&A Accountants and Consultants」パー

トナー 

1993年にロータリー入会、2002年に専門家グループに参

加 

12カ国で18回の監査を実施 

使用言語：スペイン語、英語、ポルトガル語 

地区ロータリー財団委員長、副委員長を歴任 

重点分野に焦点を当てた 

2015-16年度会長主催会議に出席しよう！  

1月15～16日 
平和と紛争予防／紛争解

決 
米国カリフォルニア州 

オンタリオ 

2月19～20日 
疾病予防と治療 フランス、カンヌ 

2月27日 
経済発展 南アフリカ、ケープタウン 

3月11～13日 
識字率向上と 

「WASH in Schools」 
インド、コルカタ 

3月18～19日 
WASH in Schools 

フィリピン、パサイ 

出席を予定されている方は、当方にお知らせください。 

Eメール：cadre@rotary.org  

http://www.peaceconference2016.org/
http://www.peaceconference2016.org/
http://www.rotary-conference-cannes2016.org/
http://www.rotarycapetown2016.com/
http://www.rotaryteach.org/presidentialconference
http://www.rotaryteach.org/presidentialconference
http://www.2016rotarypresidentialconferencemanila.org/
mailto:cadre@rotary.org
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専門家が必要とされる分野・地域 

ロータリアンの持続可能・測定可能な補助金活動を支える専門家グループの取り組みは、ロータリー補助金の活動とともに

進化します。そのため財団では、専門家グループメンバーとして次の領域でご協力いただける、さらに多くの有志ロータリアン

を探しています。 

 地域社会のニーズ調査 

 モニタリングと評価 

 持続可能なプロジェクトの立案 
また、次の分野でも新メンバーを募集してい
ます。 

 水と衛生分野の専門家 

 保健分野の専門家 

 スペイン語を話せる北米・中米地域の方 

 6つの重点分野のいずれかに該当する専門知
識をお持ちで、アフリカ、東南アジア、中米にお
住まいの方 

これらの募集領域・分野に該当する方をご存知であ
る場合は、ぜひEメール（cadre@rotary.org）でご連
絡いただけますようお願い申し上げます。 

 
 
 

今後の研修行事 

訓練は、ソウル、韓国では「2016年国際ロータリー年次大会"の前に行われます。

トレーニングの正確な日付を含む追加の詳細は、使用可能な場合に共有されま

す。詳細については、接触cadre@rotary.orgください。 

ケニアのモンバサで、ゾーン研究会と時期を合わせた専門家グループ研

修セミナーが開かれ、15カ国から50名のロータリアンが参加する貴重な学

びと親睦の機会となりました。研修では、次の方々にご尽力いただきました。 
 

Mark Dole（南アフリカ）：専門家グルー

プの責務と意義に関する討論セッション

を進行 
 

Edward Wahome（ケニア）：専門家グ

ループの正規の任務に加えて、補助金

関連の支援・助言をクラブに提供する役

割について説明 
 

Ingrid Schwab（財団職員）：過去の補助金申請から判明した、専門家グループにとって

の役立つ情報を提供  
 

Flavia Nakayima（ウガンダ）：適切な地域調査を通じて持続可能性を高める方法を説明 

 

上記に加え、補助金立案のリソースと補助金のための助言提供について話し

合いました。研修プログラムの立案をサポートしてくれた財団の資金管理担当

職員に心から感謝いたします。 

 

最後に、本研修に対する、ある参加者からのコメントをご紹介いたします。 

 

「専門家グループの活動について理解を深めることができ、有意義な時間を過

ごせました」 

 
寄稿者： フランシス “ツス” ツスビラ（専門家グ

ループ副委員長） 
資金管理担当職員 

 

メレディス・バールー  

マネージャー 

meredith.burlew@rotary.org 

 

クリスチャン・ペペラ 

シニア・コーディネーター、専門家グループ 

christian.pepera@rotary.org 

 

キャサリンシューマー 

監査、モニタリング·地区支援スペシャリ

スト 

catherine.schumer@rotary.org 

 

トーマス·ウッズ 

監査とモニタリングスペシャリスト 

thomas.woods@rotary.org 

 

ラジャシュ・アナン 

会計監査シニア・コーディネーター 

南アジア事務局、インド 

rajesh.anand@rotary.org 

モンバサでの専門家グループ研修 

専門家グループのウェブサイトもご利用く

ださい。  

ロータリーのウェブサイト（www.rotary.org）のMy RO-

TARYに登録している専門家グループのメンバーは、

My ROTARYにログインし、プロフィールのページから

「ワークグループ」をクリックしてください。このページで

は、各種資料、アンケートのツール、ニュースや情報を

ご覧いただけます。また、フォーラムへの参加、研修資

料のダウンロード、「Tech Talk」アーカイブ、フォトギャラ

リーなど、さまざまな機能をご利用いただけます。 

モンバサ（ケニア）での専門家グループ研修セミ

ナーの様子 

モンバサでの研修セミナーで、補助金立案の

財団リソースと補助金のための助言提供に

ついてアイデアを発表する参加者 
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