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国際ロータリーのロータリー財団  
平和および紛争解決の分野における  
国際問題研究のためのロータリー・センター

ロータリー平和センター・プログラムは、国際問題、平和研究、紛争解決をは
じめとする分野において、修士号または専門能力開発修了証を取得する機会
を提供しています。世界や地域社会において将来のリーダーとなる人々に高度
な教育の機会を与えるだけでなく、平和、紛争とその解決法、世界理解などに
関する研究や教授法、出版物、知識を推進しています。

上のコードを読み取ると学友の現所在地がご覧いただけます

世界各地のロータリー平和フェロー学友



ロータリー平和センター
ブラッドフォード大学
ブラッドフォード（イングランド）

チュラロンコーン大学
バンコク（タイ）

デューク大学および 
ノースカロライナ大学チャペルヒル校
ダラムおよびチャペルヒル 

（米国ノースカライナ州）

国際基督教大学
東京都（日本）

クイーンズランド大学
ブリスベーン（オーストラリア）

ウプサラ大学
ウプサラ（スウェーデン）

© 2011 Google

「平和構築の最前線で活躍するため、毎年多くの
平和フェローが仲間に加わり、平和の手段について
学んでいます」

ジョゼファス・テンガ、 
デューク大学／ノースカロライナ大学チャペルヒル校 

（2004-06年度）



紛争、政情不安、経済混乱によって国や地域の安定が乱されると、人間に必
要な基本的条件を満たすことがますます困難になります。

紛争の根底に横たわる原因は、多くの場合、基本的条件（食糧、水、住居、医
療、識字、雇用、人権など）の欠如であるとされます。争いが放置され、拡大、
激化すれば、それだけニーズも深刻化していきます。

荒廃と絶望をもたらすこの悪循環を断ち切るには、専門的な研修を受けた平
和構築や仲裁の担い手が必要とされます。ロータリー財団は、「ロータリー平
和センター」プログラムを通じて、紛争の抑止と解決に必要な専門的研修と実
地研修の機会を提供しています。

世界８校の有名大学に設置されたロータリー平和センターでは、毎年、最高
110名のロータリー平和フェローを受け入れています。110名のうち、60名が修
士号取得プログラム、50名が専門能力開発修了証プログラムで学びます。さま
ざまな国や文化圏から集まる平和フェローは、国際関係、公共衛生、国際法、
公共政策、ジャーナリズム、政治学、平和と紛争予防、紛争解決といった分野
の研究にあたります。ほかの平和プログラムと異なり、ロータリー平和フェロー
シップには、授業料、生活費、旅費、インターンシップ、会議出席のための費用
が包括的に含まれています。

バウティスタ・ロジオーコ、デューク大学／ノースカロ
ライナ大学チャペルヒル校（2002-04年度）

エリザベス・エーブソン、国際基督教大学 
（2003-05年度）



ロータリー平和フェローは、持続的な平和構築を目指す多様な人道的リーダ
ー、外交官、政府高官から成るネットワークにおいて、非常に大きな影響力を
もっています。以下のページでは、パキスタンでの緊要なニーズに応えるため
に尽力する元平和フェローや、ニューヨークのユニセフ本部で平和維持に努め
る元平和フェローをはじめ、スーダンでの難民支援、中央アフリカ共和国で武
装解除、恵まれない環境に置かれたインド人女性への就職支援、ハイチの再
建／発展プロジェクトなど、実にさまざまなところで活躍する平和フェローが紹
介されています。

また、平和センター・プログラムに寄付をした理由について、寄付者の声も紹介
されています。平和な世界は、このような惜しみない支援を受けて築かれます。

ジュード・イーウィング、クイーンズランド大学（2004-06年度）



キャロリン・ファネーリ

洪水などの災害がいかに悲劇的な事態をもたらすか、キャロリン・ファネーリさんは知
っています。イスラマバード（パキスタン）の「カトリック救済サービス」のプログラム責
任者だった彼女は、緊急シェルター、水浄化剤、調理用具、衛生用具、救命用具を人
々に提供しました。

ファネーリさんは以
前、カトリック救済サ
ービスによるジンバブ
エでのHIVプログラム
管理に協力し、HIVに
対する認識向上、教育支援、保健の提供、資金援助、エイ
ズ孤児の啓発支援に携わりました。

「平和フェローシップによって、理論的な理解と分析力を
高め、人道的支援と開発の分野で活動するための準備が
できた」とファネーリさん。「また、この分野における活動
がどのように進化してきたか、国際関係といった大きな問
題とどう関係するのか、平和と紛争解決において救済支援
と開発がどのように寄与するのか、といった点で、認識を
深めることができました。平和フェローシップのおかげで、
不可能だとあきらめずに、自分に何ができるか考えるよう
になりました」

ロータリー平和フェロー（米国）、クイーンズランド大学に留学（2002-04年度） 

「平和フェローシップのおかげで、
不可能だとあきらめずに、自分に何
ができるか考えるようになりました」

ジンバブエの学校でHIVへの認識向上に努めるファネーリさん

ビル・ベンダー、ビビアン夫妻

「ロータリー平和センターに寄せられる寄付は、有効に活用
されます。平和と紛争解決のために世界各地で活躍する数多
くのフェローが、毎年、平和センターで育っています。私は、中
東問題に関心があるので、この不安的な地域で活動すること
に関心を抱く学生がいることを、とても嬉しく思っています。

私はビジネスマンですから、具体的に測れる成果を常に求め
ています。これまで長年、ロータリー平和センターを支援してき
ましたが、各自の専門分野における平和フェローの影響力は並
々ならぬものです。いつの日か中東に平和が訪れるとき、そこに
は必ず、ロータリー平和フェローの姿があることでしょう」 
ビル・ベンター

寄付者、香港



寄付者、米国

フランシス・カボシャ

フランシス・カボシャさんは、紛争によって故郷を追われた難民の支援活動を行って
います。2007年にチュラロンコーン大学で修了証を取得した後、ザンビアの国連難民
高等弁務官事務所（UNHCR）に加わり、コンゴ民主共和国への国境
付近で難民生活を送る人々に、帰郷のための支援を提供しています。

チュラロンコーン大学とUNHCRでの経験が、「紛争解決と管理のさ
らなる研究に対する意欲をかき立てた」とカボシャさんは話します。ザ
ンビアのクワジ・ロータリー・クラブから推薦され、ポール・アンド・ジ
ーン・エルダー・ロータリー平和フェローとして英国に派遣されたカボ
シャさんは、ブラッドフォード大学で研究に励みました。カボシャさん
は、ロータリー平和センターが提供する
専門技能開発のための修了証取得プロ
グラムと修士課程プログラムの両方を
修了した最初のフェローです。

現在、スーダン国内で故郷を追われ難民となった人々を救済する国
連スーダン派遣団に加わり、難民の帰郷、社会復帰、生活再建を担
当する職員として働いています。

「貧窮者を救済したいという気持ちが、前よりもさらに大きくなった」
とカボシャさん。暴力的紛争によって、普段の生活から、一転して難民
生活という極限状態を強いられることになった“最も弱い立場の人々”を救済するとい
う目標が、彼の心に新たな熱意を吹き込みました。

「腰を下ろし、面と向かい合って話をすれば、解決できない問題など存在しないとよく言われ
ます。このことと『四つのテスト』は、ロータリーの核心であり、私たちが平和センターを支援す

る理由でもあります。

私たちロータリアンは、次世代の平和構築者のための教育を
支援しています。このような支援は、ロータリーの末永い未来
と、世界平和に対する私たちの願いを示すものです。

暗いニュースの多い世の中だからこそ、将来を見据えた対話
のできる平和フェローを育てていかなければなりません。ナ
ンシーと私は、このプログラムに世界の希望を託しています」   
アル・ジュビッツ

ロータリー平和フェロー（ザンビア）、チュラロンコーン大学（2007年）と 
ブラッドフォード大学（2008-10年度）に留学 

アル・ジュビッツ、ナンシー夫妻

カボシャさんは、二つのロータリー平和センタ
ーでの教育と研修を通じて、難民支援の最前
線で活動するためのスキルを学びました

「貧窮者を救済したいという
気持ちが、前よりもさらに大
きくなりました」



福原 美穂

福原美穂さんは、ロータリー平和フェローシップの修了後、イラクにお
ける紛争の防止と解決の第一線で働こうと決意しました。

「現場で経験を積んで、紛争
の内情を知りたかった」と福
原さん。ピースウィンズ・ジャパ
ンのイラク担当として、イラク
再建プログラムの管理と調整
に当たりました。

その後、エルサレムの国連難民救済事業機関でプロジェクト担当とし
て活躍し、現在、ニューヨークのユニセフ本部で、国連および対外関
係の担当官をしています。

平和フェローとなる以前、既に非政府組織で働いた経験がありましたが、ロータリー
平和センター・プログラムで受けた教育と研修がキャリアの土台となったと話します。

「平和センターを通じて得た修士号は、専門分野で自分の居場所を見つけるためのパ
スポート」と福原さん。「平和フェローシップのおかげで、現在の仕事に必要な資質を
磨くことができました」

（訳者注：引用は、英語から翻訳したものです）

ロータリー平和フェロー（日本）、ブラッドフォード大学に留学（2003-05年度）

「第一線で活躍できる仕事に就くには、
修士号がパスポートとなります。ロータ
リー平和フェローシップのおかげで、私
は、こうした仕事にふさわしい人材だと
みなしてもらえるようになりました」

ロータリー平和フェローシップを通
じて包括的な現地研修を受け、平
和と紛争予防／紛争解決の分野に
おける指導力を磨いた福原さん

ポール・ネツェル、ダイアン夫妻
寄付者、米国

「私たちは、いろいろな方法でロータリーを支援していますが、一番力
を入れているのは、『ロータリー平和センター大口寄付推進計画』を通
じての支援です。

ロータリー平和センターは、平和のお芝居をしているわけではありませ
ん。ロータリアンの支援の下、世界中で悲劇を生む争いの原因をなくす
ための、戦略的な取り組みであると信じています。

ここ数年間、私たちは、各分野で活躍する多くのロータリー平和フェロー
（学友も含めて）と交流する機会に恵まれました。紛争解決に対する彼
らの熱意と、平和への道を探っていくための戦略的なアプローチには、実に目を見張るものが
あります。

地球のあらゆるところで大勢のフェローが活動しており、その数は現在も増え続けています。
世界平和に対する彼らの貢献は、現実のものであり、具体的な成果を出しながら、今後さらに
大きくなっていくでしょう。

非常に大きな影響力を持つロータリー平和センターを支援できることを、誇りに感じていま
す。さらに多くの人に、平和センターへの支援に加わってもらえることを願っています」



ダルシャン・ムンダダ

ダルシャン・ムンダダさんの社会福祉に対する熱意は、1999年、インド、マハラシュトラ州
のプネで暮らす貧しい人々のための支援団体を立ち上げたときに始まりました。

「とはいえ、それに必要な専門的スキルは、ロータリー平和フェロ 
ーシップを通じて初めて身につけることができた」とムンダダさん
は説明します。

平和フェローとして、バングラデシュのグラミン銀行で実地研修
を行い、小口融資を活用して発展途上国における貧困の連鎖を
断ち切る方法を学びました。

その後、ダラムサーラ（インド）にある中央チベット行政局でイン
ターンシップを行い、世界各地に散在するチベット難民の支援を
体験しました。この経験を通じて、チベット政府高官や議員と交
流できただけでなく、持続的な開発、統治法、民主的な変革、紛
争解決についても学びました。

ムンダダさんは現在、売春で生計を立てていた女性たちが社会
復帰するための支援プログラムを計画しています。

「このプログラムでは、サリー（インドの衣服）を再利用して手さげ袋を作るための職能研
修を提供します。これで、市民権を奪われた女性たちは職に就くことができます。また、こ
の手さげ袋は、ビニール袋に代わる品として長期的に利用できるのです」

ロータリー平和フェロー（インド）、 
デューク大学／ノースカロライナ大学チャペルヒル校に留学（2008-10年度）

「台湾出身のほかのアーチ C. クランフ・ソサエティのメンバーたちの仲間入りをし、ロータリー 
平和センターを支援できることを、とても誇りに感じています。ロータリーの創設者であるポー
ル・ハリスの旧家を訪れたとき、“ロータリアンは世界をより良い場所にするために共に活動す

る”という彼のビジョンに心を打たれました。そのときの感動
が、私たちを寄付に駆り立てているのです。

ロータリー平和センターは、ポール・ハリスのビジョンを実現
するだろうと、私たちは固く信じています。また、平和フェロー
は、21世紀に、本来あるべき世界の実現に向けて必ずや貢献
していくでしょう。ニーズを抱えた国や地域で紛争解決に取り
組み、ロータリーの“超我の奉仕”の精神を実践するのが、平和
フェローです。

私たちロータリアンが、平和フェローと協力する方法は多くあり
ます。寄付者として平和フェローを支援し、世界平和を目指す
彼らの活動を手伝っていくことができるのです」

ブルース・リン、ミシェル・チェン夫妻

インドの女性を支援する職業研修プログラムを考案
したダルシャン・ムンダダさん（右）

「必要な専門的スキルは、ロー
タリー平和フェローシップを通
じて初めて身につけることがで
きました」

寄付者、台湾



寄付者、日本

イザベラ・コスタ・ペレイラ

イザベラ・コスタ・ペレイラさんは、ブラジルの国連開発プログラムを通じて、ハイチ再建
および開発プロジェクトの最も効果的な方法について、ブラジル政府に助言をしました。

「予期せぬ事態に対応し、壁を乗り越えていく方法を学びました。ニーズを抱えた国
々を支援するために、自国への働きかけができること。このことに、大きな生きがいを
感じます」とペレイラさん。

ペレイラさんは以前、
東ティモールにおける
国連ミッションで、民
主的統治の担当官として働き、国の主要な政府機関を監
視しながら、国民のための民主的統治が行われるよう支
援しました。

平和フェローとしての経験を通じてキャリアの準備ができ
た、と話すペレイラさんは、フェローシップ留学中、米州機
構の一員として、コロンビアとニカラグアで選挙を監視しま
した。また、セネガルでは国連婦人開発機関とともに紛争
防止策に取り組み、コートジボアールでは女性を対象とし
た平和構築のための国連派遣団に参加しました。

「ロータリー財団が、あらゆる可能性への扉を開いてくれ
た」とペレイラさん。「ロータリー平和フェローとしての貴重な
経験があったからこそ、アフリカ、南アジア、中南米での経
験が実現したのだと思います」

ロータリー平和フェロー（ブラジル）、サルバドール大学に留学（2005-07年度）

津田健三、仁美夫妻

「ロータリー財団が、あらゆる可
能性への扉を開いてくれました」

国連ミッションでの活動中、
東ティモールの子どもたちと
交流するペレイラさん

「ロータリーの究極的な目標は、紛争のない世界を実現する
ことです。ロータリアンには、奉仕と寄付を通じてこの活動を率
先して行い、ロータリー平和センターの未来を照らす役割があ
ります。だからこそ、私たちは支援するのです。

平和センターで学んだことを実践に生かすロータリー平和フェ
ローは、平和構築のために努力を惜しまない人たちです。そん
な平和フェローの教育を支援できることに、深い喜びを感じて
います。私たちも地球のために全力を尽くし、紛争をなくそうと
懸命に活動する平和フェローを共に支援していきましょう。

寄付は変化を生むものだと、仁美も私も信じています。ですか
ら、世界に平和をもたらすために、皆さまにもご協力いただけるよう謹んでお願い申し上げます。
皆さまからのご支援に、心から感謝いたします」 津田健三

（訳者注：引用は、英語から翻訳したものです）



コアメ・レミ・ウースー

コアメ・レミ・ウースーさんは、2007年に包括的平和協定が成立するまで断続的な
国内紛争が続いた中央アフリカ共和国で、支援活動に取り組んでいます。国連開
発計画のDDR（武装解除［Disarmament］、動員解除

［Demobilization］、社会復帰計画［Reintegration］）に
おいて、監督と評価を担当しています。

「DDRは一つのプロ
セス」と、元ポリオ患
者として初のロータリ
ー平和フェローとなっ
たウースーさん。「3番
目の頭文字が表す『
社会復帰』に取りかかるまでに、『武装解除』と『動員解
除』に非常に長い時間がかかります」

「武装解除と動員解除の後、元戦闘員がどのように生計
を立てていくかを検討することが、私の役割の一つ」と説
明するウースーさんは、５種類の言語を流暢に話します。 

「私たちは、中央アフリカ共和国政府、政治・軍事面のリ
ーダー、国連開発計画の利害が対立する中で、粘り強く
活動しています」

ロータリー平和フェロー（コートジボワール）、 
国際基督教大学に留学（2007-09年度） 

ロータリー世界平和フェローとして国際基督教大学で
学んでいた頃のウースーさん（中央）

「アフリカのみならず、世界の平和
と安全について話し合う素晴らし
い機会を与えてくれたロータリー
に、心から感謝しています」

恒久基金内には、RI元会長を称えた特別な基金が設置されています。これらの基金の多くは、
ロータリー平和センターと平和フェローを大きく支えています。現在、以下の会長基金がロータ
リー平和センターを支援しています。

● ルイス・ビセンテ・ジアイ冠名基金 
● ビル・ハントレー・ロータリー平和フェローシップ冠名基金
● チャールズ C. ケラー・ロータリー平和フェローシップ冠名基金
● ジョナサン B. マジィアベ・ロータリー平和センター冠名基金
● ビチャイ・ラタクル・ロータリー平和センター冠名基金
● ラジェンドラ・サブー冠名基金
● 平和と紛争解決のためのウィルフレッド J. & ジョーン E. ウィルキンソン冠名基金

ロータリー財団：元会長の冠名基金



ルイーザ・ダウ

2010年の大震災からハイチを復興させるには、現地の家族に住居を提供することが
不可欠だと、ルイーサ・ダウさんは考えます。ハビタット・フォー・ヒューマニティーのハ
イチ災害対応協力コーディネーターである彼女は、国連、米国国際開発庁（USAID）
やその他の機関との橋渡し役を務めています。

ダウさんは、USAIDの緊急災害地域支援計画（ECAP）を担当し
ています。ハビタット・フォー・ヒューマニティーのために開発され
た同計画は、300万米ドルの緊急災害プログラムで、ハイチ大地震
後のシェルターの提供や定住支援を行う政府機関に対し、地域に

根ざした現場での技術支援を提供しています。

「ハイチでは、住居を見つけるための支援をすることで、多くの家族の生活再建が手
伝えることを嬉しく思います」と
話すダウさんは、国際開発計画
を中心とした平和フェローシップ
のおかげで、より良い世界を築く
ための今までとは違う方法につ
いて考えることができました。

「新しく、革新的な研究ができ
る環境で学べたことは、何もの
にも変えがたい経験でした」とダ
ウさん。「開発と平和という分野
で、充実した教育を受けられる
プログラムは、デューク大学とノ
ースカロライナ大学のカリキュラ
ムをおいてほかにありません」

ロータリー平和フェロー（オーストラリア）、 
デューク大学／ノースカロライナ大学チャペルヒル校に留学（2008-10年度）

「開発と平和という分野で、充実した教育を
受けられるプログラムはほかにありません」

ハイチの被災地区における住宅の
ニーズについて、ハビタット・フォ
ー・ヒューマニティーのスタッフと話
し合うダウさん（中央）



何百万という人々の生活を変え、文字通り世界を変えるような機会に恵まれる
ことは稀です。しかし、手を差し伸べ、寄付を行うだけで、変化をもたらすこと
ができるのです。

平和とは、他者に手を差し伸べることです
皆さまのご支援により、ロータリー平和フェローは、これからも、紛争の平和的
な解決手段を模索し、貧困と闘い、人権を守り、経済成長を促進し、家のない
人々のために住居を探し、飢餓を減らし、教育的な機会を提供していくことが
できます。皆さまのご支援により、ロータリー財団は、この画期的なプログラム
を支え続けることができるのです。

平和の実現のために

サイモン・ミルワード、チュラロンコーン大学、2007年

エレクトラ・プリンツ、国際基督教
大学に留学、2003-05年度



ロータリー平和センターへの　ご支援をお待ちしています
フェローシップや専攻分野の実地研修、セミナー、研究、旅行助成金、運営と
いったロータリー平和センターの活動を支援してくださる方々には、冠名の機
会が用意されています。

ご寄付は、特定年度のロータリー平和フェローに指定されるか、恒久的な支
援を目的として、恒久基金内に冠名基金を設立することができます。１回の期
間限定寄付は、一人かそれ以上の平和センター・フェローの資金に充てられま
す。恒久基金内に基金を設置する場合、その元金は一切使用されませんが、 
収益の一部が特定のロータリー平和センターの活動のために活用されます。

冠名基金
全額はすべて米ドル

1,500,000ドル：ロータリー平和フェロー
ほぼ毎年、２年過程のロータリー平和センターで学ぶ平和フェロー１名を支援できます。

1,000,000ドル：客員講師
毎年、一つのロータリー平和センターで教え、指導する、外交経験を有した客員教授１名の人
件費を支援できます。

750,000ドル：ロータリー平和フェロー
およそ２年～３年に１度、２年過程のロータリー平和センターで学ぶ平和フェロー１名を支援で
きます。

500,000ドル：ロータリー平和フェロー
およそ３年～４年に１度、２年過程のロータリー平和センターで学ぶ平和フェロー１名を支援で
きます。

250,000ドル：修了証プログラムのフェロー
ほぼ毎年、修了証取得プログラムのフェロー１名を支援できます。

250,000ドル（アーチ C. クランフ・ソサエティ・レベル）： 
平和センターへの一般的な支援
プログラムを一般的に支援するための、寄付者の名前を冠した基金を設立できます。

100,000ドル：ロータリー平和センター年次セミナー
ロータリー平和センターの年次セミナーを支援できます。

25,000ドル以上：平和センターへの一般的な支援
プログラムを一般的に支援するための、寄付者の名前を冠した基金を設立できます。



ロータリー平和センターへの　ご支援をお待ちしています
期間限定寄付
全額はすべて米ドル

75,000ドル：ロータリー平和フェロー
２年過程のロータリー平和センターで学ぶフェロー１名を、１年間支援できます。

75,000ドル：専門分野の実地研修
１つの平和センターで学ぶ同期のフェローによる、最高10件までの実地研修または研究プロジ
ェクトを1年間支援できます。

60,000ドル：修了証プログラムの平和フェロー
修了証取得プログラムのフェロー約５名を１年間支援できます。

冠名の機会と寄付方法に関する詳細は、ロータリー財団またはRI日本事務局財団室までお問い合わせください。 

Rotary International 
The Rotary Foundation Fund Development Office 
1560 Sherman Avenue  
Evanston, IL 60201-3698 USA

Eメール：rpcgifts@rotary.org 
電話：1-847-866-3380   ファックス：1-847-556-2181 
日本事務局財団室（電話：03-3903-3192、ファックス：03-3903-3781）

www.rotary.org/ja/rpcgifts
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