
第2760地区

－2014 2015年度 国際ロータリー第2760地区

　　　　　ガバナー　　

     地区社会奉仕委員長　　



第2760地区

Ｐ ３南尾張分区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　  　 

Ｐ １１西尾張分区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　    

Ｐ ２０東尾張分区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　    

Ｐ ３０西名古屋分区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　    

Ｐ ４８東名古屋分区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・　    

Ｐ ６２東三河分区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　    

Ｐ ７２西三河中分区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・　    

Ｐ ８１西三河分区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　    

Ｐ ９５　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　    

－2015 2016年度 国際ロータリー第2760地区



第2760地区

ガバナー補佐

村上　茂登

０４半田ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

０５常滑ロータリークラブ　　　　　　 ・・・ P   

０６東海ロータリークラブ　　　　　　 ・・・ P   

０７東知多ロータリークラブ 　　　　 ・・・ P   

０８半田南ロータリークラブ 　　　　 ・・・ P   

０９知多ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

１０大府ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   



   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 半田ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 平林 伸康 

３．活動名称（テーマ） ふれあいクリスマスコンサート 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉・文化・教育 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 県立ひいらぎ特別支援学校 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

平成 27年 12月 17日(木)半田ロータリークラブでは社会奉仕活動の一環といたしまして、愛知県立ひいらぎ

特別支援学校におきまして下記の内容にて演奏会を開催いたします。 

ひいらぎ特別支援学校は、半田高等学校昼間定時制の跡地に県内８校目の肢体不自由養護学校として開設さ

れました。一人一人の能力や特性を伸ばす教育をすすめ、障害の状態を改善・克服しながら、社会を形成する

一員として明るくたくましく誠実に生き抜く人間を育成するという、教育目標に賛同し、外出する機会の少な

い子供達のために、生の音楽を聞かせてあげたいという先生方のご提案をいただき、半田ロータリークラブが

コンサートを企画して、お手伝いさせていただくというプロジェクトを行いました。今回は「空と風のクロ

スロード」にご協力をいただき、ギター・フルートによる演奏を中学部・高校部の生徒たちに聞いてもらい

大変喜んでいただきました。また、多数の会員も参加して盛大に盛り上がりました。 

 

  

９．その他社会奉仕関連の情報 

R.C.C.提出済み 

平成 28 年 5 月 26 日(木)環境保全贈呈式 半田市公共施設アダプトプログラム（はんだクリーンボランティ

ア）」の活動に必要な備品を寄贈 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 

 

mailto:governor15-16@rotary2760.org


   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 常滑ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 竹内 勝則 

３．活動名称（テーマ） クリーン大作戦 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 環境 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 有 主催：常滑市クリーン大作戦実行委員会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

常滑市クリーン大作戦実行委員会主催の行事に参加。 

常滑市民病院を起点とした周辺道路・公園等の清掃を４月２９日（金）に実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

なし 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 

 

mailto:governor15-16@rotary2760.org


   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名  東海ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名  坂野 公俊 

３．活動名称（テーマ）  優良ボランティア表彰 

４．事業分類  (A)事業分類例参考  その他 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類)  無 

６．協力団体の有無 (名称)  東海市社会福祉協議会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

 不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

 ４月 20日の例会で行う予定で、現時点で未実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 

 

mailto:governor15-16@rotary2760.org


   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 東知多ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 大橋 正紀 

３．活動名称（テーマ） 東浦町社会福祉協議会「ふれあい運動会」・530運動 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉・安全・環境 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) ありません 

６．協力団体の有無 (名称) ありません 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

いいえ 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

   

○ 東浦町社会福祉協議会開催「ふれあい運動会」パン食い競争用のパン購入費支援 

○ 阿久比町 530 運動協賛 

○ 鬼怒川水害義捐金を会員よりいただき支援 

○ 希望の風奨学金を会員よりいただき支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 

 

mailto:governor15-16@rotary2760.org


   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 半田南ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 新美 茂 

３．活動名称（テーマ） ロータリー大賞（第 23回） 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) なし 

６．協力団体の有無 (名称) 中日新聞社 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

4/19（火）に開催されるので準備不足のため不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

半田市及び武豊町・美浜町・南知多町における社会福祉・社会奉仕等に貢献した個人及び団体に半田南

RC としてロータリー大賞を授与する。今年で 23 回目になります。受賞者に表彰状と副賞 5 万円と中日

新聞社からも表彰状と盾が授与されます。中日新聞知多版に毎年大きく掲載されます。 

受賞者の選考は、会員をはじめ、各社会福祉協議会から募ります。 

 

4/19（火）に開催されるので写真添付できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 

 

mailto:governor15-16@rotary2760.org


   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 知多ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 上野 大介 

３．活動名称（テーマ） どんぐりプロジェクト・ポリオ撲滅 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 環境 社会奉仕 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無し 

６．協力団体の有無 (名称) 無し 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

無し 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

主な活動は知多市産業まつりにて行っております。 

 

○どんぐりプロジェクト 

 ＣＯ２の削減等を目指し、知多市の山にどんぐりの里山を作ることを目標にしております。 

 来場いただいた方々に育畜用ポットに腐葉土とどんぐりを入れお渡しします。 

 育てていただけることを約束し、輪投げをして頂き景品をお渡ししております。 

 来年度を目途に植樹会を開き、育てていただいた苗を持参頂き植樹します。 

  

○ポリオの撲滅 

 事前に市民の方に通知を行い、祭り当日に空き缶のプルタブ、ペットボトルのキャップを持ってきて

頂きます。（活動が浸透しつつあるため、持ってきていただける方が増えているように思います。） 

 集めたプルタブ・キャップはエコキャップ推進協会へ送り、ワクチンに変えていただきます。 

 

どんぐりプロジェクト     ポリオの撲滅①         ポリオの撲滅② 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 大府ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 木村 正嗣 

３．活動名称（テーマ） 身体障がい者とのボウリング大会 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 大府市社会福祉協議会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

身体障がい者とのボウリング大会 

 

大府市社会福祉協議会、大府市身体障がい者福祉協会の方々と協力してボウリング大会を開催します。 

身体障がい者の方々とロータリアンとチームを組んで団体戦を行ないます。初めての人同士でもボウリ

ングを通して和気藹々の雰囲気の中で楽しむことが出来ます。優勝・準優勝・３位とチームが発表され

ると拍手とため息が漏れます。またとび賞にも惜しみない拍手が送られます。こうして参加者と交流を

図り、微力ではありますが福祉事業の発展に努めています。 

 

  

  

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 

 

mailto:governor15-16@rotary2760.org


第2760地区

ガバナー補佐

平松　清美

１２一宮ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

１３尾西ロータリークラブ　　　　　　　・・・P   

１４一宮北ロータリークラブ　　　　  ・・・ P   

１５稲沢ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

１６あまロータリークラブ 　　　　　　 ・・・ P   

１７名古屋清須ロータリークラブ 　 ・・・ P   

１８尾張中央ロータリークラブ 　　　・・・ P   

１９一宮中央ロータリークラブ　　　 ・・・ P   



   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 一宮ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 光嵜 賢一 

３．活動名称（テーマ） 織姫像移設プロジェクト 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 文化 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 有（地区補助金） 

６．協力団体の有無 (名称) ケーブルてれびアイ・シー・シー、ＦＭ一宮 等 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

いいえ 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

彫刻家「野水信」作のブロンズ像「織姫像」は、織物の町一宮のシンボルとして１９５４年に銀座通り

ロータリーに設置されたが、再整備事業に伴い撤去されていた。１９９９年、一宮ロータリークラブは

５０周年記念事業の一環として、老朽化した像を修理すると共に一宮駅南に移設した。ただ残念ながら

恵まれた設置場所とは言えず、多くの市民に親しまれているとは言えない状況となっていた。そこで我々

一宮ロータリークラブは、今般の一宮市役所の再整備事業に伴い、市のシンボル像の設置にふさわしい

場所が新庁舎敷地内に得ることが出来ること、そして市当局の協力を得られることを確認の上、一宮市、

一宮市民へのプレゼントとして、織姫像の移転事業を行ったものである。移設事業完成後、一般市民の

見守る中、当クラブ特別会員でもある中野一宮市長、一宮市市議会議長、平松ＲＩ第２７６０地区ガバ

ナー補佐、鈴木ＲＩ２７６０地区ロータリー財団委員長他多数のご来賓と当クラブ会員の参加を得て、

一宮市本庁舎夢織り広場において除幕式を挙行した。 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

例年実施してきた大江川クリーン作戦は、実施当日、および予備日の悪天候のため今年は中止のやむな

きに至りました。 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 

 

mailto:governor15-16@rotary2760.org


   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 尾西ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 岩田 勝義（奉仕プロジェクト委員会） 

３．活動名称（テーマ） 歯科相談 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称)  

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

 歯科相談 

 

2016 年 10 月 25 日(日)午前中のみ、尾西商工会が開催する「びさいまつり 2016」に協賛し、「歯

科相談」を開催致しました。 

例年は、地元の中学生を職場体験として受け入れつつ、一日をかけて歯科相談やお薬相談を行っ

ているのですが、本年は当クラブからガバナー補佐が出ており、WFF 開催と分区内の他クラブの

周年行事が重なると言う状況になってしまい、例年通りの開催はできませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

教育；優良社員表彰（5 月 23 日開催） 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 

 

mailto:governor15-16@rotary2760.org


   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 一宮北ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 原田 敬生 

３．活動名称（テーマ） 花水木賞選定、大江川クリーン作戦に後援・協賛する 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉、環境、文化、教育、健康、スポーツ、災害、 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無し 

６．協力団体の有無 (名称) 無し 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

基本方針 

ロータリー活動を通じて、地域社会に貢献するための事業を行う。 

【花水木賞】 

一宮北ロータリークラブが創立５０周年事業として花水木賞を創設し、継続事業として今年で第四回と

なります。 

本賞は、一宮市に住所もしくは事務所を有するもまたはその活動を主として一宮市内において行ったも

ので以下の活動を通じてよりよい社会の創設に多大の貢献をした個人または団体に授与致します。 

１．文化活動  ２．教育活動  ３．国際交流活動  ４．まちづくり活動  ５．その他社会の発

展に貢献する活動 

 
今年度第四回の受賞団体は、 

１．一宮歩こう会 

「ウォーキング教室」「地域のウォーキング行事」「ウォーキング環境の整備」          

などに協力し地域社会に貢献している。 

２．一宮ラグビークラブ 

昭和５３年より幼児から中学生を対象にされた一宮ラグビースクールを開設。高校、大学、社会人

で活躍できる全国レベルの選手を輩出されています。ラグビー祭りや大会を運営、各ラグビー協会開催

の大会へ協力したりと地域への貢献とラグビーの普及、発展に寄与しています。 

【大江川クリーン作戦】 

第１７回大江川クリーン作戦 平成 27年 11月 14日 天候不良のため中止 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 稲沢ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 山田 典永 

３．活動名称（テーマ） 医療器具（AED）支援事業 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 健康 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 地区補助金活用 

６．協力団体の有無 (名称) 稲沢市(祖父江中学校) 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

発表は辞退させていただきます 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

毎年地区補助金を活用して、 

AED（自動体外式除細動器）を稲沢市内の公共施設や学校へ１台ずつ寄贈している。今回で５年目。 

本年度は、稲沢市立祖父江中学校へ寄贈した。教職員・生徒のみに使用が限定されないよう収納バッ 

クも合わせて寄贈し、校外学習や中学校を使用して行われる町内行事等にも持ち出すことができるよ 

うにした為、幅広い人々に活動中の安心感を持っていただき、もしもの時にお役にたてるようにした。 

また、AED の重要性や使用方法を簡潔にまとめたパンフレットを作成し AED と一緒に設置した。 

 稲沢市長をはじめ教育長、市長公室長をお招きし例会内で寄贈式を開催、その後祖父江中学校に移動 

し AED を代表生徒さんと共に設置した。 

 

  

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 あまロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 加藤 春視 

３．活動名称（テーマ） 第 20 回クリーンコミュニケーション in 大江＆蟹江川 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 環境 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) かしの木会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

第 20 回クリーンコミュニケーション in 大江＆蟹江川 

1 月 31 日（日）8 時 30 分に、ロータリー会員も 14 名参加しました。天候も晴天に恵まれ暖かい日差し

のなか河川のゴミ掃除を行いました。その後、ご褒美の豚汁とおにぎりを皆でほおばりました。 

集合写真は、あま市長を中心に、東海会長と、かしの木会の篠田正志会長他で取り囲み撮影しました。 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

4 月 あま市 530 運動 

5 月 大治いきいき花クラブ補助 

6 月 蟹江町ホタル補助  

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋清須ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 後藤 鈴明 

３．活動名称（テーマ） ロータリー活動を通じ地域社会に貢献できる事業を行う。 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 環境・文化・教育・安全(災害) 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 地区補助金 

６．協力団体の有無 (名称) 
清須市、清須市教育委員会、子ども会、保護司会、 

西枇杷島警察署など 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 
 

 

８． 社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

１.清須市長と共に西春日井保護司会「第 65 回社会を明るくする運動」に参加。 

青少年の非行防止、犯罪防止と共に更生に対しても理解を深めていけるよう、啓発パレードに参加し、

クラブから記念品 1,000 個を寄贈致しました。 

２.植樹例会 

社会福祉会が作る農園（体の不自由な方）、憩いの場である芝生地に日陰がなく休憩する場のない施設へ

樹木の寄贈致しました。同時に公園内のごみ拾い、清掃活動を行いました。 

３.西枇杷島警察署への寄贈予定 

2016 年 4 月初旬に我クラブから西枇杷島警察署 西枇杷島安全運転管理協議会に対し、清須市内に新入

学の児童への記念品として寄贈予定しております。また、クラブ内でも警察への理解を深めるべく弊ク

ラブへ西枇杷島警察署長より例年卓話を行っております。 

４.五条川清掃とマスの掴み取り大会 -鱒 約 1500 匹を寄贈予定- 

2016 年 5 月 7 日（土）、清須市春日地区子ども会子ども会大会の開催にあたり、クラブとして児童と共

に五条川の清掃活動を行い、その後、公園にて鱒を放流し、掴み取り大会を予定しております。子供達

が自然に親しみ生物と触れ合うことにより、健全な心身の育成につながる事を目的とし、活動を通じて

友達の友情の絆を強め、笑顔ではしゃぐ感動と喜びを体験できる場となります。更に地域社会、地元の

皆さんと一体となって行うことにより、ロータリークラブの活動を広く PR します。 

   

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 尾張中央ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 平岩 慎次 

３．活動名称（テーマ） 身障者支援活動 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 有 地区補助金 

６．協力団体の有無 (名称) 無 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

身障者支援活動 

2016 年 2 月 12 日（金）西春ひまわり作業所・セルプ師勝の通所者・職員を招いて、ボーリング大会 

を小牧国際ボウルにて開催しました。 

送迎バスの昇降・シューズ履き換え・トイレ等の介助、ゲームの補助等を行い、2 年に一度のボーリン

グを待ち望んでいる通所者の方々と一緒に楽しみ、喜びを分かち合い大いに盛り上がりました。 

 また、計量秤は、日々のクッキー作りに分量を正確に測ることによってより仕上がりのよいものを作

ることが出来、より多くの収益が見込めると思われる。 

高圧洗浄機は、屋外作業等で汚れた農機具、施設周りの清掃に役立っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

毎年、5 月最終日曜日に地域で行われる５３０運動に会員参加で清掃活動を行い、活動助成金を寄贈す

る。 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 一宮中央ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 猪子 裕史 

３．活動名称（テーマ） 第 17回大江川クリーン作戦 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 環境保全 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 主催：グランドワーク一宮実行委員会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

無 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

  

第 17 回大江川クリーン作戦 2015 年 11 月 14 日（土） 

グランドワーク一宮実行委員会が主催で、地域住民・行政・企業が大江川とその沿道の 

ごみ拾いを行って環境改善への意識高揚を図る。 

  一宮中央 RC として、後援・協賛および清掃活動に参加をする。 

 （※今年度の清掃活動については、当日悪天候が予想されたため、中止となりました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

  

2015 年 10 月 28 日（水）例会にて卓話 

  地区社会奉仕委員会委員長  鈴村與左衛門様 

  あいち防災リーダー相談役  早川澄男様  「防災について」 

 

 2016 年 4 月 20 日（水）例会にて卓話（予定） 

  一宮市総務部 危機管理室長 竹内和男様  「一宮市の防災について」 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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第2760地区

ガバナー補佐

朱宮　新治

２１瀬戸ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

２２犬山ロータリークラブ　　　　　　 ・・・ P   

２３江南ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

２４小牧ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

２５春日井ロータリークラブ 　　　　 ・・・ P   

２６名古屋空港ロータリークラブ　  ・・・ P   

２８瀬戸北ロータリークラブ 　　　　 ・・・ P   

２９岩倉ロータリークラブ　　　　　　 ・・・ P   



   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名  瀬戸ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名  松本 哲也 

３．活動名称（テーマ）  さくらんぼ育成会 RCCと連携した事業 

４．事業分類  (A)事業分類例参考  教育 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類)  無 

６．協力団体の有無 (名称)  無 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

 可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

本年度は「さくらんぼ育成会 RCC」と連携した社会奉仕事業として、瀬戸市立瀬戸特別支援学校（愛称：さ

くらんぼ学園）の児童生徒による「お雛様作品展」を開催しました。 

 

まず、2 月の作品展開催に向けて 10 月に雛人形の絵付けを行って頂きました。小学部は 10 月 6 日に低学年

児童、9 日に高学年児童の併せて 43 名に、また、中学部と高等部は 10 月 9 日に併せて 22 名の生徒に絵付け

をしてもらいました。白い無地の雛人形に色鮮やかな絵の具で絵付けをしたり、紙や布を張り付けたりして、

全ての雛人形が個性ある楽しい作品になりました。 

 

その後、瀬戸市観光協会主催により開催された「陶のまち瀬戸のお雛めぐり」の開催期間中の 2 月 1 日から 2

月 11 日に、瀬戸市中心部にある瀬戸蔵 2 階「市民ギャラリー」で 65 名全ての作品を展示しました。その場

で、さくらんぼ学園とさくらんぼ育成会 RCC を広く市民に PR すると共に、瀬戸 RC の活動内容の紹介もし

ました。 

  

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 犬山ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 松山 基邦 

３．活動名称（テーマ） 地域社会貢献推進事業 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 安全(災害) 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 有（15-16年度 地域社会貢献推進事業） 

６．協力団体の有無 (名称) 愛知県犬山警察署・犬山ポタリング協会・犬山商工会議所 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能ですか。 発表不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

地域社会貢献推進事業 

実施日：2015 年 10 月 11 日（日） 場所：犬山市文化会館 

明るく住みよい社会環境を目指しエコキャップの回収活動（エコキャップの回収とゴミの分別回収を来

場者に呼びかけ）及び自転車等の交通安全啓蒙運動（交通安全啓蒙チラシを配布し、交通事故防止を来

場者に呼びかけ）を、犬山商工会議所産業振興祭会場に犬山 RC の特設ブースを設け行った。エコキャ

ップ持参者に LED 安全フラッシュライトや交通安全のチラシを配布。犬山警察署から警察官も来ていた

だき交通安全啓蒙活動に一役買ってもらった。 

  

   
 活動写真①            活動写真②           配布した LED フラッシュライト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

・要介護者慰問品贈呈 

・治安活動関係者表彰 

・シートベルト・チャイルドシート関所の参加（年 4 回） 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 江南ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 浅野 安郎 

３．活動名称（テーマ） 食育 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 教育 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 有 

６．協力団体の有無 (名称) 江南市内の幼稚園各施設、夫人団体など 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

いいえ 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

食育・教育 

 

職業奉仕委員会が主催し、社会奉仕委員会が協力して 2 回の行事を行った。 

子供たちを対象に第一回は簡単な家庭用理の講習会、第二回はみんなで肉じゃがなどを楽しむ食事会を

行った。約２００名程度の参加があった。 

 

 
 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

木曽川左岸の清掃活動 

江南市、大口町、扶桑町の障害者運動会の後援 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 小牧ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 中村 明 

３．活動名称（テーマ） 地域貢献活動の実施 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉・環境 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 交通安全協会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可能です。 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 第１２回大山川クリーンアップ事業に、平成２７年９月５日参加いたしました。 

大山川クリーンアップ事業は、小牧市に源流をもつ一級河川で源氏蛍が飛び交う市民の憩いの場であり、

毎月１回草刈りや雑木伐採が実施されています。 

 ９月５日の事業では、１６８９人参加し、１．８トンのごみが収集されました。小牧ロータリークラ

ブからは６名の参加者があり今後参加メンバーを増やしていきたいです。 

 

 小牧ロータリークラブでは、春、夏、秋、冬の交通安全街頭キャンペーンに参加いたします。平成２

７年９月１８日に、秋の交通安全街頭キャンペーンに参加いたしました。 

 愛知県下における平成２７年の交通死亡事故者数は２１３名で前年対比＋９名であり、１３年連続ワ

ーストワンでした。小牧市内での昨年の交通死亡事故者数は４名であり、メンバーが一体となり悲惨な

交通事故撲滅に協力していきたいものです。 

 

  

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 春日井ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 宅間 秀順 

３．活動名称（テーマ） ①ポイすて防止啓発活動 ②福祉のつどいについて 

４．事業分類  (A)事業分類例参考  

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無し 

６．協力団体の有無 (名称)  

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

１.ポイすて防止啓発活動 

 毎年３月に公園 100 選の一つである春日井市の落合公園周囲２ｋｍと約３ｋｍの長さに及ぶ市民の散歩道

ふれあい緑道があります。公園には大小の池が３ヶ所・芝生広場・野球場などがあり、日曜・祝日を問わず市

民の憩いの場となっています。 

駐車場も広く７００台～８００台も収容する場所もあり、遊歩道は３ｋｍの長さの道に各種さまざまな花や木

が植えられ、毎日毎朝ジョギングやウォーキングで緑のトンネルを通る人が多くいます。 

その歩道の一角に各地区ＲＣから贈られた木を植えたロータリーの森というのがあり、毎年花見頃にはロータ

リーの森例会も開催し、春日井の自慢の場所となっています。 

３月には他のボランティアと合同でゴミ拾いの活動を実施しています。 

２.福祉のつどいについて 

 春日井ＲＣでは毎年予算５０万円で身体障害者向事業として福祉のつどいが福祉協議会の主催で毎年１１

月に実施され、当春日井市ＲＣではサボテンの植木大会が催されます。朝１０時～１５時までの間、身体の不

自由な子供達の為に鉢とサボテンを準備し、植え方などはＲＣの方からお手伝いをして完成したサボテンの鉢

をプレゼントしています。 

この企画は毎年大人気で、昨年は５００鉢用意して午前中で終了し、今年は６００鉢に増やしたものの、午後

１時には終了してしまう調子です。 サボテンの街、春日井市のものならではのイベントでキャラクター達も

一緒になって奉仕の手伝いを行ってくれています。 

   

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  
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ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋空港ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 金井 和治 

３．活動名称（テーマ） ? 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 ? 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 有り 

６．協力団体の有無 (名称) 下記に記載 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可能 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

1.新地区補助金事業の推進 

 豊山町総合防災訓練(人命援助・避難誘導訓練)事業に補助金を活用し支援した。 

  

★総合防災訓練実施 

大地震による災害の発生を想定し、豊山町をはじめとする防災関係機関及び地域住民の参加協力を得て、

迅速かつ的確な応急活動対処活動ができる即応体制の確立を目指し、防災意識の高揚を図った。 

 

実施日時  平成２７年９月６日（日）午前９時から正午 

実施場所  豊山町立豊山中学校 

訓練想定  南海トラフ巨大地震 

参加協力機関 

豊山町・豊山議会・西枇杷島警察署・西春日井消防本部・陸上自衛隊・名古屋空港ロータリークラブ他 

 

応急救護活動 

三角巾の使い方の講習 AED の講習 

 

2.豊山町への支援 

 「社会を明るくする運動」に参加し、団扇を寄贈する。 

 

実施日時 平成２７年７月３日（金） 

実施目的 第６５回社会を明るくする運動   

贈呈品  団扇７００本 

 

3.青少年奉仕委員会と共同で下記の事業を実施した。 

 (1)豊山町新一年生全員に防犯ベルを寄贈した。 

 

実施日時 平成２8 年 2 月 29 日（月） 

実施目的 新一年生の安全を守るため。   

贈呈品  防犯ベル 400 個の贈呈 

  

 (2)豊山町グランドでサッカー教室と講演会を開催した。 

 

実施日時 平成２8 年 1 月 16 日（土） 
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ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

 

実施目的 青少年の健全育成とスポーツ振興   

受益者  豊山町小学生、中学生 100 人が日本代表元コーチに指導を受けた。 

 

  

 １.三角巾の使い方の講習 AED の講習      ２.社会を明るくする運動 

 

  
 ３-１. 防犯ベル贈呈      ３-２. 青少年の健全育成とスポーツ振興 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 瀬戸北ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 加藤 雅人 

３．活動名称（テーマ） 災害救援備品寄贈 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 安全（災害） 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 無 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

災害救援備品寄贈 

 

瀬戸市社会福祉協議会では、日頃からボランティアや地域福祉活動の推進や支援を行っています。また、 

災害発生時には、市と連携して、「災害ボランティアセンター」を開設し、被災地の支援ニーズの把握・

整理を行うとともに、支援活動を希望する個人や団体の受け入れや送り出しなどの調整等を行っていま

す。そこで当クラブより、災害救援備品（スコップ・平バール・ヘルメット・一輪車等）を寄贈し、被

災者支援のために有効に活用して頂きます。次年度当クラブ奉仕活動予定である防災講座につなげてい

く奉仕となりました。9 月 8 日の例会で目録贈呈および「瀬戸市社会福祉協議会の取り組みについて」

と題し瀬戸市社会福祉協議会 事務局長より卓話をしていただきました。 

 

  

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

・せともの祭り、陶祖祭り協賛金 

・4 月開園の瀬戸南山保育園へ巧技台の寄贈 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 岩倉ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 河村 金明 

３．活動名称（テーマ） 岩倉市民ふれ愛まつり 2015 環境フェア 2015参加 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 環境 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 無 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

岩倉市民ふれ愛まつり 2015 環境フェア 2015 

 

会場（岩倉市総合体育文化センター２階）にて、 

ポリオ撲滅募金のお願い、および 

エコ啓発粗品配布 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

アダプトプログラム継続中（２００３～２００４年度より） 

本年度は６月末までに実施予定 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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第2760地区

ガバナー補佐

近藤　雅夫

３１名古屋ロータリークラブ 　　　　 ・・・ P   

３２名古屋西ロータリークラブ　　　 ・・・ P   

３３名古屋南ロータリークラブ 　　  ・・・ P   

３６名古屋みなとロータリークラブ　・・・ P   

３７名古屋東南ロータリークラブ 　 ・・・ P   

３８名古屋中ロータリークラブ 　　  ・・・ P   

３９名古屋瑞穂ロータリークラブ 　 ・・・ P   

４０名古屋大須ロータリークラブ　  ・・・ P   

４２名古屋栄ロータリークラブ　　　 ・・・ P   

４３名古屋名南ロータリークラブ　  ・・・ P   

４４名古屋名駅ロータリークラブ　  ・・・ P   

４６名古屋丸の内ロータリークラブ ・・・ P   

４７名古屋中部みらいロータリークラブ P   



   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 
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ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 藤本 和久 

３．活動名称（テーマ） 地域の安全や社会福祉に対する貢献者への感謝 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉・安全 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 無 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

非 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

地域の安全や社会福祉に対する貢献者への感謝 

 

３月 1 日  中消防署優良消防士に対し、感謝状と記念品の交付 

３月 8 日  中警察署優良警察官に対し、感謝状と記念品の交付 

      中区交通安全協会に対し、寄付金の贈呈 

３月 22 日（予定） 更正保護法人 立正園に対し、寄付金の贈呈 

５月 17 日（予定） 救急救命士に対し、感謝状と記念品の交付 

 

  

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋西ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 伊藤彰彦 

３．活動名称（テーマ） 東日本大震災被災者支援事業・歳末助け合い募金 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無し 

６．協力団体の有無 (名称) 名古屋市社会福祉協議会・中日新聞・中部日本放送 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

無し 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

東日本大震災に罹災され、名古屋市内に避難をされている被災者家族は、震災後五年が過ぎたいまも数

多くいらっしゃいます。 

名古屋西 RC は過去５年にわたり、名古屋市社会福祉協議会を通し、ご家族がそろわれた際や、被災地

に里帰りされた折りなどに、ご家族やご親族がご一緒にお食事をしていただけるよう、全国の各種外食

チェーン店舗で利用できる「グルメカード」の各家庭への贈呈を行なってまいりました。 

しかし、５年が経過し、被災者家族が高齢化する中、今年からは最寄りのコンビニエンスストアや店舗

でご利用できる「クオカード」をお送りすることにいたしました。 

社会福祉協議会とされましても、このカードの手渡しをすることを通して各避難世帯とあらためて連絡

を取ることができ、各世帯の悩みごとをお聞きしたり、各世帯との横の連絡を密にする良い機会になっ

たとご報告をいただいています。 

 

また、地域の社会奉仕といたしましては、歳末の助け合い募金を会員にご協力いただき、中日新聞社と

中部日本放送を通じて年間収入が 122 万円以下の相対的貧困層への支援や愛知・岐阜・三重県協同募金

会を通じ各県の児童福祉施設への支援をいたしました。 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

無し 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋南ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 吉川 公章 

３．活動名称（テーマ） 難聴者の社会参加支援活動 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉、文化 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) なし 

６．協力団体の有無 (名称) 難聴児を持つ親の会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

１．名古屋難聴児を持つ親の会様が、難聴者と健聴者が共にコミュニケーションをとり合いながら協働

して生活し、難聴者の社会的自立を願った「“きこえない”は伝え方次第」というイベントを 2015 年 10

月 4 日にウイル愛知で開催しました。 

 当クラブはこの会の開催を社会奉仕活動の一環として支援し、企画段階から親の会の皆様と一緒に取

り組みました。また当日は会の運営のお手伝いを名古屋熱田ローターアクトの皆様とご一緒に行うこと

が出来ました 

 聞こえる、聞こえないに関わらず、参加者みんなでこの場を楽しむことに専念するため、伝わりにく

さを補うパソコン要約筆記、手話通訳、磁気ループ、FM 電波及び Bluetooth 受信機器の様々な聴覚障

害支援機器も用意しました。 

 数々の準備をした会場で、難聴者と健常者がともに、自らが難聴である今村彩子さんがアメリカに留

学し、映像制作の技術を学んだ後制作した、ろう者を取り上げたドキュメンタリー映画「珈琲とエンピ

ツ」の鑑賞とミニ講演を楽しむことが出来ました。また二部では、フリーアナウンサーである蟹江篤子

さんによる「絵本の読み聞かせ」をやはり健常者と難聴者が一緒に楽しむことができました。なお名古

屋難聴児を持つ親の会は名古屋市内２５RC 社会奉仕委員長会議の支援をうけています。 

 

２．社会医療法人宏潤会「だいどうクリニック」ホールで例年開催される「クリスマスコンサート」を

主催法人の職員と地域住民の有志によるオーケストラと共催で開催しました。名古屋南ロータリークラ

ブ会員有志とその家族によるバンド演奏、合唱、サンタさんによるクリスマスプレゼントなど実施しま

した。障害児、病児など普段音楽会に参加困難な方々も多数参加され地域の多くの参加者とともに楽し

いクリスマスのひとときを共有することができました。 
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９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋南ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 環境保全委員長 中野智夫 

３．活動名称（テーマ） 地球温暖化とエネルギーを考えよう 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 環境 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無し 

６．協力団体の有無 (名称) 無し 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

当日は環境保全例会で東邦ガスエネルギー館を見学の

為、発表できません。 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

平成 28 年 5 月 18 日に東邦ガス株式会社ガスエネルギー館において環境保全例会を行います。 

 

『地球温暖化とエネルギーを考えよう』をテーマに 

 

①温暖化による地球規模の影響と身近な場所での影響を学びます。 

②二酸化炭素の削減量や省エネ活動の成果を学びます。 

③次世代のエネルギーとして期待される「燃える氷」メタンハイドレートについて学びます。 

④天然ガス自動車をはじめ、低公害車の仕組みや可能性を学びます。 

⑤東邦ガスさんの安全・安心対策を学びます。 

 

  

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

平成 27 年 8 月 26 日の例会において、企業における環境保全の取り組みに関してアロン化成株式会社ラ

イフサポート開発グループリーダー 安藤秀起氏の卓話を行った。 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋みなとロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 室原 國彦 

３．活動名称（テーマ） 養護学校での音楽会開催 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 教育 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 無 名古屋市内社会奉仕委員会より補助金授受 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

可能です。 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

12 月 15 日(火)に今回で 3 年目になる名古屋西養護学校での音楽鑑賞会を、杉江会長以下 14 名が出席し開催し

ました。 

児童 270 名が、体育館に集まり、当クラブ例会で演奏していただいているピアニスト大八木さん含む 4 名の音

楽家による生演奏を聞いたり共に歌ったりと大変楽しい時間を過ごすことができました。 

廊下ですれ違う児童の元気な挨拶と笑顔が印象的でとても心温まる一日を過させて頂きました。 

  

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋東南ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 平井 善明 

３．活動名称（テーマ） ゆうりんふれあいフェスティバル 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 有（地区補助金） 

６．協力団体の有無 (名称) 無 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

当日欠席を予定しております。申し訳ございません。 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

 昨年の１０月末、緑区大高にある社会福祉法人「中央有鄰学院」にてフェスティバルを行いました。

何らかの理由で親が育児放棄をした子供達の学院ですが、その仲間だけではなくいわゆる地域の子供達

や大人まで約９００人の集いでした。 

 当クラブからはチョコレートフォンデュや風船を配り、入口には当クラブのメンバーの会社に依頼し

て本格的なアーチ入場門まで作り好評でした。 

 当日は当クラブから７～８名とローターアクト７～８名の応援もあり童心に返り楽しい１日を過ごし

ました。 

 

  

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 寄付という型も社会奉仕には間違いありませんが、こうした参加型であれば尚さら良いと感じました。 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋中ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 佐藤 貞明 

３．活動名称（テーマ）  

４．事業分類  (A)事業分類例参考  

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) なし 

６．協力団体の有無 (名称) なし 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

昨年暮れ 11 月 30 日に中消防署を訪問し、備品の贈呈をさせていただき、署長様から感謝状を頂戴し、

懇談の時間を設けていただきました。 

続いて、12 月 16 日には会員お一人お一人から寄付していただいた歳末助け合い募金をＣＢＣテレビな

らびに中日新聞社にそれぞれ寄付させていただきました。 

そしてさる 2 月 1 日の例会の卓話を中警察署長様にお願いし、この場にて中警察署にご使用いただく、

備品の贈呈をさせていただき、感謝状をいただきました。 

本年も長年醸成し、信頼関係を深めてきた中警察署や中消防署のお役に立つ事ができ、次年度に繋げて

いくことが出来たと考えております。 

 

  

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋瑞穂ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 近藤 茂弘 

３．活動名称（テーマ） 森の防波堤プロジェクト 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 安全（災害） 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 有（地区補助金） 

６．協力団体の有無 (名称) 有（森の防波堤協会） 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

はい 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

森の防波堤プロジェクト 

 

仙台空港近くの宮城県岩沼市の太平洋岸にブナ科の広葉樹の苗木を植え、緑の堤防（千年希望の丘）

を作る事業が進められています。 

この事業は津波エネルギーを減衰、分散する丘 15 基と丘と丘をつなぐ「緑の堤防」を 10km 整備する

ものです。これにより津波がきても浸水しない避難地、復興のシンボルとしてメモリアルパークを整備

します。 

植樹は平成 25 年の植樹祭で 3 万本、平成 26 年は 7 万本、平成 27 年は 12 万本とのべ 1 万人程度が参

加し行われています。 

当クラブは東北からどんぐりの種を購入し、育苗場（ベジファーム）で種蒔きをし、発芽させ春ごろ

四葉が出た頃にポットに植え替え、会員に配布し膝丈の大きさの苗木になるまで育ててもらいます。こ

の育てた苗木を東北に持っていき植樹をします。今年度は 1000 本の苗木を育苗しています。 

 

   

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋大須ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 春日井 和良 

３．活動名称（テーマ） STOP・THE「危険ﾄﾞﾗｯｸﾞ」～撲滅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ～ 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 その他 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 有 

６．協力団体の有無 (名称) 愛知県東警察署、愛知県健康福祉部保健医療局医薬安全

課、名城大学ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協議会、名古屋ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)で発表可能か。 不可（5/18、12：00～17：00所用有り） 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

STOP・THE「危険ﾄﾞﾗｯｸﾞ」～撲滅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ～ 

 

<概要> 

日 時 : 平成 28 年 3 月 17 日(木) 12:00～19:00 

場 所 : 名古屋市東区東桜 1-11-1 オアシス２１ 銀河の広場 

対 象 : 来場者（県民、市民、特に青少年） 

内 容 : ステージイベントにより来場者に対し危険ドラッグ撲滅を訴え、またチラシを配布する。 

<主旨> 

昨今、「危険ドラッグ」に起因する犯罪や重大な交通事故等が後を絶たず、また、最近では若年層への広がりも

見られるなど極めて深刻な社会問題となっている。緊急対策の一環として、愛知県・名古屋市民に対し広 

く「危険ドラッグ」の危険性を周知し、更なる乱用拡大の防止を目指して実施した。 

<後援> 

厚生労働省、愛知県、名古屋市、東警察署、中日新聞、東海テレビ、CBC テレビ、メ～テレ、テレビ愛知、 

愛知県薬剤師会 

<ステージイベント出演者（ボランティア）> 

愛知県警音楽隊、なごやよしもと（漫才２組）、冨士中学校（課外授業として）、高蔵幼児園園児 50 名、CBCTV

ｻﾎﾟｰﾄ：P．IDL 名古屋、東海 TV ｻﾎﾟｰﾄ：EXPG、安城学園高等学校吹奏楽部、OS☆U：県薬物乱用防止 PR

大使、SAKAE GIRLS、BOYS AND MEN：県警広報大使 

<その他展示物等> 

薬物乱用防止広報車、パトカー、コノハけいぶ（着ぐるみ、気球）、ダメゼッタイ君（着ぐるみ） 

<結果> 

ステージイベントにより大勢の来場者が有り、大村愛知県知事も駆けつけられご挨拶頂くなど、会場とステー

ジ一体となって、危険ﾄﾞﾗｯｸﾞの危険性をアピールできた。会員により１万２千枚のチラシも事前に 7 千枚、当

日 5 千枚配きることができた。新聞 TV の取材報道もありキャンペーンの目的は達成できたと思う。 
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９．その他社会奉仕関連の情報 

１、ふれあい交通安全教室の開催（熱田警察署の協力、熱田区高蔵幼児園にて、2015 年 7 月 15 日）、 

２、老人介護施設慰問 ①2015 年 9 月 27 日 ②2016 年 4 月 17 日 

３、名古屋市内 25ＲＣ支援事業による、NPO 法人「全国こども福祉センター」への支援 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋栄ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 村瀬 啓方 

３．活動名称（テーマ） 養護児童施設の子供たちとのふれあい体験プロジェクト 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 教育 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 有 

６．協力団体の有無 (名称) 無 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

申し訳ございませんが発表は辞退させていただきます。 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

養護児童施設の子供たちとのふれあい体験プロジェクト 

昨年度に引き続き、児童養護施設「名広愛児園」と「南山寮」の児童たちとロータリアンとが交流すべ

く、ふれあい体験プロジェクトを青少年奉仕委員会と合同で、2 回行った。一回目は、2015 年 10 月 18

日(日)豊田の下山バークパークでの交流会。前回同様、2 施設合同で、約 100 名の子供たちを下山バーク

パークに招待し、当ＲＣﾒﾝﾊﾞｰたちと、昼食のバーべキューやジャム作り、ビオトープの見学などを一緒

に楽しんだ。 

そして、2 回目は、2015 年 11 月 7 日(土)に毎年参加しているチャリティーラン（名古屋 YMCA 主催）

への参加。当ＲＣから 2 チームをエントリーし、「名広愛児園とロータリアンチーム」・「南山寮とロータ

リアンチーム」として、ロータリアンと各施設の子供たち 4 名づつ、計 12 名が一丸となって参加した。

当日には、ランナーだけでなく、応援として当ＲＣのメンバーや施設の子供たちもかけつけ、昼食など

共にしながら、コミュニケ-ションを楽しんだ。 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋名南ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 鈴井 一博 

３．活動名称（テーマ） 児童養護施設への教育的支援 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) あり 地区補助金 

６．協力団体の有無 (名称) なし 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可能 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

児童養護施設への教育的支援 

 

２０１５年９月５日土曜日、児童養護施設（中央有鄰学院・名古屋養育院・那爛陀学苑）で生活する児童・生

徒たちを会員所有ビル内の屋内フットサル場へ招いて、フットサルの指導及び会員たちも一緒に練習試合を実

施しました。またその際、会員がデザインをしたポロシャツを、日頃の練習着として施設の参加者全員に贈り

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

上記３養護施設の卒院生へ毎年腕時計を贈っています。 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋名駅ロータリー 

２．社会奉仕委員長名 河合  和之 

３．活動名称（テーマ） (高齢者）施設入居者の回復支援・慰問  等 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉・文化 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 県立名古屋西高等学校合唱部 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

(1)  施設慰問コンサート＆電子ピアノ寄贈  

・2015.12.10  中村区の特別養護老人ホーム「なごやかハウス名楽」にて、3 年前から続けている  

当クラブ合唱団コールカメリアによるコンサート実施 

・同日 、同施設に対し、電子ピアノ（10 万円相当） を 2(※)台寄贈 

注）1 台：市内 25RC 社会奉仕委員会として、 もう 1 台は当クラブ単独で寄贈 

 

(2)  施設慰問コンサート  

・2016.1.30  西区の高齢者福祉施設「なごやかハウス名西」にて 5 回目となる慰問コンサート実施 

  当クラブコールカメリアと名古屋西高合唱部と共同 

 

(3)  ｢椿賞｣表彰  当クラブ創立時からスタート  創立 25 周年の今年 25 回目の椿賞表彰  

  ・地域（名古屋中心）において社会のため、人々のため、分野を問わず活躍している人 、特にこれか 

ら一層活躍が期待できる人に授与。 

    今年は 25 回目（2016.4.20）創立記念例会にて名古屋太閤口まちづくり協議会を表彰 
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９．その他社会奉仕関連の情報 

名古屋市内２５ＲＣ社会奉仕委員会支援事業による「一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト」の

活動支援 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋丸の内ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 亀井 克典 

３．活動名称（テーマ） 障害者支援事業 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無   ※名古屋市内 25RC社会奉仕補助金利用 

６．協力団体の有無 (名称) 就労移行支援施設「あるく」 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

可能 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

障害者支援事業 

 

１．愛知県立名古屋聾学校への支援事業（継続事業） 

「地域に愛される名聾バンド」としての音楽部の活動と、聴覚に障害のある生徒たちの授業の 

充実のため楽器、音響機材などを寄贈。購入資金に「名古屋市内 25RC社会奉仕委員会」の 

補助金を利用させて頂きました。（写真は例会にて目録贈呈時のもの） 

 

 

２．障害者就労支援事業（継続事業） 

  会員より古本、不要のパソコンの寄付を募り障害者就労の移行支援活動をしている「あるく」に 

  例会にて寄贈。（4月 21日実施の為、写真は過去のもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 中部名古屋みらいロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 高橋 一吉 

３．活動名称（テーマ） なし 

４．事業分類  (A)事業分類例参考  

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) なし 

６．協力団体の有無 (名称)  

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

名古屋市内２５ＲＣ社会奉仕委員会支援事業による「一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト」の

活動支援 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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第2760地区

ガバナー補佐

藤田　義明

４９名古屋北ロータリークラブ 　　　・・・ P   

５０名古屋東ロータリークラブ　　　  ・・・P   

５３名古屋守山ロータリークラブ 　 ・・・ P   

５４名古屋和合ロータリークラブ 　 ・・・ P   

５５名古屋名北ロータリークラブ 　 ・・・ P   

５６名古屋千種ロータリークラブ 　 ・・・ P   

５７名古屋昭和ロータリークラブ　　・・・ P   

５８名古屋錦ロータリークラブ・　　 ・・・ P   

５９名古屋東山ロータリークラブ　　・・・ P   

６０名古屋葵ロータリークラブ　　　 ・・・ P   

６１名古屋アイリスロータリークラブ ・・ P   
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋北ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 安部 隆俊 

３．活動名称（テーマ） Ａ．慈友学園生徒との自然体験活動 

Ｂ．「いのちの電話」広報活動 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 Ａ．環境、教育   Ｂ．福祉 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) Ａ．有（地区補助金）       Ｂ．無 

６．協力団体の有無 (名称) Ａ．ＮＰＯ法人 水と緑を愛する会 

Ｂ．社会福祉法人 愛知いのちの電話協会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

Ａ．慈友学園の子供たちとの自然体験活動 

２０１５年８月２９日(土)児童養護施設「慈友学園」の子供達３２名を浜松市の中田島砂丘に招き、

「ＮＰＯサンクチュアリジャパン」や「中電フォレスター」の人々の支援を得て、海での自然保護の

大切さを学びながら楽しく過ごしました。 

ＮＰＯサンクチュアリジャパンの方からは、ウミガメの自然生態や保護の難しさをうかがい、アカウ 

ミガメの子ガメを受けとり、皆で一斉に浜辺へ放し海に消える子ガメに元気で戻ってくるよう願い声 

援を送りました。 

続いて昼食はバーベキュー、子供たちと会員たちが力を合わせ、肉やソーセージ、野菜を焼いておい 

しそうに食べる笑顔が印象的でした。 

その後、スイカ割りや、海釣り、また工作教室で貝殻を使った置物作りなどの体験をしました。 

この様な活動を通して子供たちと自然保護の大切さ、人と人との繋がりの大切さを学ぶとともに温か 

い交流を実感しました。 

Ｂ．「いのちの電話」の広報活動 

２０１５年９月１０日(木)」ＪＲ名古屋駅前で展開された「自殺予防キャンペーン」にロータリアン 

２７名が参加し道行く、多くの人々ヘチラシを手渡して、命の大切さを訴えました。 

  

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 

 

mailto:governor15-16@rotary2760.org


   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋東ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 柏木 功 

３．活動名称（テーマ） － 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 教育・安全 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無し 

６．協力団体の有無 (名称) 無し 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

地域に目を向けた奉仕活動を念頭に、地域社会に貢献する奉仕を促す活動をし、効果的な奉仕プロジェ

クトを企画立案し、実行する事を目的にして地域社会の安全に働く方々への協力、次世代を担う世代の

育成に携われる方々への支援を行います 

 

安全 

１）昭和区防犯協会の事業に協賛します 

２）地域の交通対策、治安の向上に日夜努力されている昭和警察署員・消防署員の労苦をねぎらいます 

 

教育 

１）名古屋市幼児教育研究協議会の研鑽に協力します 

２）地域の授産所に協賛します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

名古屋市内２５ＲＣ社会奉仕委員会事業に幼児研究協議会への支援を提案しました 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋東クラブ 

２．環境保全委員長名 野田 聡 

３．活動名称（テーマ） 環境保護について 

４．事業分類  (A)事業分類例参考  

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) なし 

６．協力団体の有無 (名称) なし 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

発表予定なし 

 

８．環境保全活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

環境保全とは、自然界において人間の介入によってある一定の状態に戻すことを意味しています。 

さてここで我々ロータリアンが自然界に介入して、何ができるのか甚だ疑問が残る、あまりにも大きす

ぎるテーマでした。ここでは環境保護に近い運動を、我々ロータリアンが率先して行うというテーマに

活動しています。 

地球温暖化に関して CO2 をできるだけ排出しない方法。エコ推進。誰でもが参加できるリサイクル活動。 

緑化推進。等などをこれからも単年度で終わるのではなく、継続的にこのテーマで会員に対しての啓蒙

活動を続けていければと思っています。 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋東ロータリークラブ 

２．環境保全委員長名 野田 聡 

３．活動名称（テーマ） 環境保護について 

４．事業分類  (A)事業分類例参考  

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) なし 

６．協力団体の有無 (名称) なし 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

発表予定なし 

 

８．環境保全活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

環境保護について 

 

環境保全とは、自然界において人間の介入によってある一定の状態に戻すことを意味しています。 

さてここで我々ロータリアンが自然界に介入して、何ができるのか甚だ疑問が残る、あまりにも大きす

ぎるテーマでした。ここでは環境保護に近い運動を、我々ロータリアンが率先して行うというテーマに

活動しています。 

地球温暖化に関して CO2 をできるだけ排出しない方法。エコ推進。誰でもが参加できるリサイクル活動。 

緑化推進。等などをこれからも単年度で終わるのではなく、継続的にこのテーマで会員に対しての啓蒙

活動を続けていければと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋守山ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 鵜飼 健太郎 

３．活動名称（テーマ）  

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類)  

６．協力団体の有無 (名称)  

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

ご遠慮申し上げます 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

【平成 27 年 12 月】 

 平成 27 年度「CBC チャリティ募金 こどもにぴたっ」に賛同し、￥３３，０００円を寄付しました。 

 この義援金は、愛知、岐阜、三重県の３県下の共同募金会を通じ、3 県下の児童福祉施設の支援に役

立てられます。 

【平成 28 年 2 月】 

 名古屋市内 25RC 社会奉仕委員会を通し、当クラブから支援先団体として提案しました 

 “社会的養護の当事者推進団体 NPO 法人 なごやかサポートみらい”に対し、支援金 

￥５００，０００円を贈呈しました。 

また、3 月 23 日のクラブの例会に上記団体の理事長 蝦沢 光様を招き、支援事業の報告並びに 

児童養護施設の現状についての講話を頂き、社会的養護を必要とする人々、団体に対する知識と 

支援の意義を深める機会を設けました。 

【平成 28 年 6 月】 

守山消防署の優良消防署員に対する表彰式を行います。 

また、消防署長より守山区に於ける消防情勢等につき卓話をして頂きます。 

 地域の安全を守る守山消防署員の士気向上を目的とし、優良警察官表彰と隔年で行っています。 

 地元守山区に根付いた活動として長きにわたり継続しています。 

 

    

９．その他社会奉仕関連の情報 

特にありません。 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 
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ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋和合ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 福田 哲三 

３．活動名称（テーマ） 名古屋ろう国際センターへの支援 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) なし  

６．協力団体の有無 (名称) なし 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

発表するほどの内容の支援ではないのでご辞退し、他ク

ラブの方の発表を希望します。 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

名古屋ろう国際センターへの支援 

 

名古屋市内２５RC 社会奉仕事業支援資金（３０万円）を利用しての事業。昨年に続き、認定 NPO 法人

「名古屋ろう国際センター」の事業を支援。同センターは在名古屋の外国人ろうあ者の生活能力を向上

させるために日本語と手話の指導を行っており、当クラブは資金面、運営ノウハウの部分でサポートし

ている。 

 

なお、同センターの職員たちは当地区が開催している「ワールド・フード＋ふれ愛フェスタ」（WFF）

に第１回から第３回まで連続して協力してくれている。例えば開会式と閉会式では手話による同時通訳

や、地元アイドルグループ「OS✩U」が歌う WFF のテーマソング CD を会場で販売し、売上金をすべ

て WFF に寄付してくれている。 

 

   

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋名北ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 入江 由希子 

３．活動名称（テーマ）  

４．事業分類  (A)事業分類例参考  

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称)  

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可能 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

１．優良警察官の表彰（愛知県北警察署） 

２．北区暴力追放協議会への協力（賛助金） 

３．北区子ども会育成連絡協議会への協力（名古屋名北ＲＣ賞） 

４．市内２５ＲＣの共同事業への参加及び事業提案 

５．ＣＢＣチャリティ募金への協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優良警察官の表彰（愛知県北警察署） 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋千種ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 足立 一郎 

３．活動名称（テーマ） ・東山植物園環境教育プログラム協賛事業（空飛ぶタネを飛ばそう） 

・年末チャリティー募金 

・警察・消防・東山植物園優良職員表彰 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 教育・福祉・安全 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 有（地区補助金） 

６．協力団体の有無 (名称) 有 （桜花学園インターアクトクラブ） 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

①東山植物園環境教育プログラム協賛事業（空飛ぶタネを飛ばそう） 

  東山植物園の環境教育プログラムへの参加とＰＲビデオに出演し製作協力し映像機器等の寄付。 

  季節に縛られない植物の生態を広く啓蒙、実際に種子を飛ばすことを通じて、楽しみながら植物 

  の繁殖戦略について子供たちにも分かりやすい映像を提供する。 

②年末チャリティー募金 

  中日新聞社会事業団を通じての年末募金 

③警察・消防・東山植物園優良職員表彰 

  千種警察署、千種消防署、東山植物園に対する優良職員の表彰 

 

  

９．その他社会奉仕関連の情報 

ロータリー地域社会共同隊（ＲＣＣ）活動で森林保全事業団体に対して支援を行っている 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋昭和ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 白木 勝久 

３．活動名称（テーマ） 社会奉仕活動の実践 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 環境 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 川名公園森づくり隊 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

発表するほどの大きな事業ではありませんので不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

１．年度前に昭和区役所まちづくり推進室と地域発展、環境のための活動をどのように実践するかを 

  協儀し本年度は以下のことを行いました 

 

川名公園森づくり隊に公園内に器具庫の設置 

活動に必要な用具の寄贈 

川名公園内の環境学習の森に植樹した苗木の育成管理 

 

２．年末家族懇親会においてのチャリティー募金を行い本年度は昭和区社会福祉協議会への寄付 

 

３．昭和警察署、昭和消防署の日々の活動に感謝し、署員の方々に謝意を表す 

 

  

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋錦ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 寺西 正 

３．活動名称（テーマ） 青少年育成と環境保全事業 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 環境、教育 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 地区補助金 

６．協力団体の有無 (名称) 区政委員、老人会、ＰＴＡ 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

当日都合がつけば、可能です。 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

【名古屋錦ロータリークラブの誇る奉仕活動】 

 

創立１０周年記念事業として開始した都市部小学校４年生と、山間部小学校全校（全生徒で２０名前後）

との＜青少年育成と環境保全事業＞をベースにした交流事業。 

５月の田植え、９月の稲刈り（都市部小学校から山間部小学校訪問）、そして山間部小学校全校生徒の都

市部小学校の訪問を、各々のＰＴＡを含めての交流。 

５月、９月の農業体験を地域の農家、老人会、地域父兄の支援を受けて実施。更に山間部ならではの課

外の野外授業の体験。都市部小学校への訪問では、小規模小学校では体験できない各学年合同授業の体

験、スポーツ等マスゲームの体験、さらには各々授業の間にはそれぞれの学校の様子をメールを通して

の交換など、絆を深める交流事業に成果を上げ、感謝を受け、ロータリー活動が地元にも浸透してきて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

東北被災地から愛知県への県外避難者支援のサロン（めぐりあいサロン）の立ち上げ及び運営に対する

支援 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 

 

mailto:governor15-16@rotary2760.org


   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋東山ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 松野 一彦 

３．活動名称（テーマ） 市内４養護学校対抗ボーリング大会/RCC支援 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 教育 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) なし 

６．協力団体の有無 (名称) なし 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

社会的に支援を必要とする児童養護施設へ『社会的養護』の立場から相互の交流を通して子供たちの自

立支援と未来を育てる一助とする。 

 当クラブは、５年前よりこの事業をドッチボール大会として行っていました。しかし、ドッチボール

大会では小学校高学年が中心になり低学年の子やロータリアンは、参加出来ずにいました。昨年からボ

ーリング大会として開催した結果、我々ロータリアンと低学年の子供たち全員参加で有意義な相互交流

が出来ました。そして、本年度も継続し、この事業を通じ相互交流を深めて行く事が出来ました。 

◎支援施設について 

・施設の概要 

施設名  ：社会福祉法人みその児童福祉会鳴海聖園天使園 

        社会福祉法人愛知育児院児童養護施設南山寮 

ゆうりん 

晴光学院 

内 容  ：児童養護施設は、児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つです。さまざまな事情により、

家庭での養育が困難な 2 才〜18 才の子どもたちを養護する施設で人間性豊かな人間形成

（いのちの輝き）を追求する基本理念を念頭に、社会との関わりの中で生活していくため、

そして虐待の連鎖を断つためにも入所児童に「いのち」の大切さをしっかりと学ぶ機会を

提供している。 

   

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 

 

mailto:governor15-16@rotary2760.org


   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋葵ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 加藤 久雄 

３．活動名称（テーマ） 東区区民祭り・天王祭への参加協力 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 文化・教育 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無し 

６．協力団体の有無 (名称) 無し 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

いいえ 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

東区区民祭り・天王祭への参加協力 

 東区の歴史や文化について、青少年に対する教育普及活動並びに伝統文化の継承発展への協賛活動を

行っている。具体的には、東区区民祭りへのブース出店と天王祭への協賛・参加協力をしている。 

 東区区民祭りは、毎年１０月第３日曜日に開催される、東区民が集う行事で、建中寺前公園で行われ

ている。幅広い年齢層の市民が参加するこの行事で、東区の歴史や文化をクイズ形式で分かり易く伝え

るパネルと用意し、市民の方に楽しみながら伝えていけるようにロータリアンが働きかけた。特に、青

少年にターゲットを充てて、青少年が積極的にかかわることができるよう様々な配慮をプログラムの中

で検討をした。 

 ６月に開催予定の天王祭も東区を中心とする地域の伝統行事である。こうした伝統行事が継承されて

いくように、主催者と協力しながら、例会として会員も参加協力し、地域の発展に協力する予定である。 

 

 
 

９．その他社会奉仕関連の情報 

年３回、例会場周辺の清掃活動を実施している。 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 名古屋アイリスロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 鬼頭 容子 

３．活動名称（テーマ） 名古屋大学医学部附属病院小児科・元気プロジェクト（難

病で小児科病棟に入院中の小児患者、同病院小児科への

支援） 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 その他（医療等） 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 本年度は、補助金の利用はありません。 

来年度について、地区補助金を申請しました。 

６．協力団体の有無 (名称) 特になし（支援先の名古屋大学医学部附属病院小児科等

と協議し、同科の希望を踏まえて実施しています。） 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

まだ、発表するような段階には、ありません。 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

名古屋大学医学部附属病院小児科・元気プロジェクト 

当クラブの例会場にも近い名古屋大学医学部附属病院小児科は、全国１５カ所の小児がん拠点病院の

一つであり、入院患者（７０床）は、難病・長期療養児童が多い（平成２５年１０月１日「小児がん治

療センター」を設立）。 

そこで、当クラブでは、昨年度から同科への支援を行っており、本年度は、同科の希望も踏まえ、①

入院中の子供達にとって、「生活と学びの場である病院」で使用する文具、本、おもちゃ等を寄贈する（現

在、購入する物品について、同小児内科と協議中です）、②同科の医師が現在設立準備を進められている

「名古屋小児がん基金」の準備費用の一部（チラシの印刷費用等）を負担する、ことを企画し、実施し

ています。 

また、同科所属のチャイルド・ライフ・スペシャリストの方に、例会で、「子どもと家族に寄り添う支

援～子どもの力を信じるとは～」というテーマで闘病中の児童の生活等についての卓話をしていただき、

支援先に対する理解を深める機会としました。 

 

  

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 

 

mailto:governor15-16@rotary2760.org


第2760地区

ガバナー補佐

彦坂　育甫

６３豊橋ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

６４蒲郡ロータリークラブ　　　　　　　・・・P   

６５豊橋北ロータリークラブ　　　　  ・・・ P   

６６豊川ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

６７田原ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

６８新城ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

６９渥美ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

７０豊川宝飯ロータリークラブ　　　 ・・・ P   

７１田原パシフィックロータリークラブ ・ P   



   

  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 豊橋ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 岡村 正造 

３．活動名称（テーマ） チャリティーバザー一品寄付と鍋募金 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 豊橋善意銀行 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

否 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

チャリティーバザー一品寄付と鍋募金 

 

当クラブででは毎年 7 月のローターアクトアワー開催時に豊橋善意銀行が行っているチャリティーバザ

ーを支援する目的で一品寄付を募っており、今年は 7月 16日に出席者に協力をお願いしました。また、

１２月の家族例会時には豊橋善意銀行の年末助け合い活動に活用して頂くためにクラブ会員に鍋募金に

協力していただいています。今年も１２月１７日の例会時に出席者全員に協力いただき 65,000 円を集め

ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 蒲郡ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名  洞田 嘉明 

３．活動名称（テーマ）  稚あゆの放流 

４．事業分類  (A)事業分類例参考  

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類)  無し 

６．協力団体の有無 (名称)  三谷水産高校、竹島小学校 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

 不可能 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

  

 稚あゆの放流 

 

 毎年、西田川に遡上し産卵したものを三谷水産高校内で孵化させた稚あゆを西田川近郊の小学校の 

児童と三谷水産高校の生徒、先生にお手伝いいただき放流させていただきます。 

 今年度は、４月１２日（火）、竹島小学校４年生児童を予定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 豊橋北ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 杉浦 孝典 

３．活動名称（テーマ） 障害者スポーツ ゴロバレーボールの開催について 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 有 

６．協力団体の有無 (名称) 有 社会福祉法人 障害者支援施設 松竹会 他 3施設                  

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

障害者スポーツ ゴロバレーボールの開催 

[事業目的] 

  障害者スポーツ大会を通じ、障害者スポーツへの理解を深め、支援することより施設間の交流促進と人

流拡大と障害者スポーツの普及を目的に実施。 

大会開催前 10/20の通常例会にて、社会福祉法人 障害者支援施設 松竹会より所長 七原 規充 氏、 

主任 三上 哲哉 氏をお招きし、パワーポイントを使いゴロバレーボール大会の趣旨・内容をご説明

いただき会員に障害者スポーツの理解と当日の応援をお願いいただく。 

 

【実施概要】豊橋北ＲＣ主催 

① 日時：2015年 10月 28日（水）10：00～15：00 

② 場所：豊橋総合体育館第 2アリーナ 

③ 参加チーム：東三河障害者施設 4チーム（約 60名） 6試合 

④ 中日新聞、東愛知新聞、東海日日、スポーツ豊橋へ取材を依頼し、大会後 

掲載することで地元への理解を促進。 

⑤ 当日クラブ会員応援数 18 名 

   

９．その他社会奉仕関連の情報 

    

   530 運動発祥クラブとして、5/29 に海岸清掃予定。 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 豊川ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 渋谷 幸信 

３．活動名称（テーマ） １．赤い羽根共同募金への協力 

２．青少年文化育成事業 

３．地区ロータリーデーへのパネル展示 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉・スポーツ他 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 無 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

１．赤い羽根共同募金への協力 

 ・平成 27 年度愛知県共同募金豊川市支会に出席 

 ・12 月例会において歳末共同募金への協力を行う。81,200 円を贈呈。3 月愛知県共同募金会より感謝

状を授与された。 

 

２．青少年文化育成事業 

  主旨：三河国一宮砥鹿神社で行われる例祭奉納少年少女剣道大会、中学校・高等学校弓道大会 

     を支援し、青少年の健全な育成に寄与する。 

  実施日：平成 28年 5月 5日 

  場所：三河国一宮砥鹿神社 

  内容：豊川ロータリー賞として、賞状 6枚・メダル 22個の授与 

 

３．地区ロータリーデーへのパネル展示 

 ・地区の要請により第 3 回 WFF 開催に際し、青少年育成活動のひとつとして行っている豊川高校 

インターアクト支援活動のパネルを展示 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

被災高校生支援（3年間で 396,000円支援） 

鬼怒川水害義捐金に協力 

ロータリー希望の風奨学金への支援金に協力 

「第 34回耳の日記念聴覚障害者と県民のつどい」に対し助成金で協力 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 
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                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 田原ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 髙崎 雄三 

３．活動名称（テーマ） 地元ボランティア団体の活動紹介と支援 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 各ボランティア団体 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

否 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

 本年度会長方針の強調事項「地域に貢献する社会奉仕（コミュニティ・サービス）として、地域のボ

ランテアグループに対する支援活動を行う」を受け主に福祉・子育ての分野で活動するボランティア団

体・個人の活動を会員に紹介し、社会奉仕活動の必要性を自覚させると共に活動に対する支援を行って

いる。 

①「田原点字クラブ」の活動紹介（パソコン・点字ソフト 1 式贈呈） 

②難聴者・中途失聴者の通訳の手伝いをする「ＯＨＰたはら」の活動紹介（プロジェクター贈呈） 

③要介護者のニーズに合わせた衣料・用具の研究開発・製作を行う「おくるみの会」の活動紹介 

（検針器贈呈） 

④図書館や市民館等で絵本の読み聞かせや親子リズム等の活動をする「くぬぎの会」活動紹介 

（パネルステージ付属品 1 式贈呈） 

⑤地域に暮らす外国人親子とふれあう「あかばねひらがなの会」の活動紹介（予定） 

 

   

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

 環境分野の活動として地元の蔵王山登山道周辺の整備・ゴミ拾いの例会を毎年開催している。 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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  ガバナー  加藤 陽一 ＜ＧＯＶＥＲＮＯＲ  ＹＯＩＣＨＩ ＫＡＴＯ＞ 

                        〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 15 番 15 号 豊島ビル 3 階                                  

                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 新城ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 松井 章泰 

３．活動名称（テーマ） ５０周年プレ事業  新東名へ桜の記念植樹 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 環境 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 中日本高速道路(株）、中央こども園、ＪＡ愛知東、 

特別養護老人施設 うらら荘、障害者支援施設 レインボ

ーハウス 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

可能 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

５０周年プレ事業  新東名へ桜の記念植樹 

 

来年５０周年を迎える新城ロータリークラブのプレ事業としてこの度、新東名高速道路に記念植樹をし

ました。実は、長篠設楽原ＰＡの周辺にはこれまで３年間に地域住民が、延べ１０００本の山桜を植樹

された実績がありましたので今回、その記念としてロータリークラブが主催させて頂きました。参加し

た団体は、こども園の園児や老人施設の皆さん、障害者の皆さん等、世代や障害を越えた参加となりま

した。当日は、開通前の高速道路をＮＥＸＣＯさんのご協力により貸切りで現地に移動できたので、車

中の皆さんの喜びに溢れた顔を見ることができ、これまでの設営の苦労が吹き飛びました。 

さて、過疎が深刻化している小さな街に、大きな玄関口（新城ＩＣ）が完成しましたが、この高速道路

の法面に広葉樹を植える事で「里山作り」を地域住民が活動しています。我がクラブとしても引き続き、

ふるさとの街を守ってくれる市民活動を応援していきたいと思います。 

 

   

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

これまで市民が植えてきた山桜１０００本は全て、新城高校の生徒たちが桜淵公園で種を拾い、実生発

芽させた苗です。 

高速の法面に山桜を始めとした地元の広葉樹を植える事で、新東名の工事が乱開発ではなく里山再生と

なるように、地域住民が力を合わせてふるさと新城を守ってくれています。 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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                      TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670 E-mail: governor15-16@rotary2760.org 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 渥美ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 宮本 智弘 

３．活動名称（テーマ） 河津桜の保全と河川の整備 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 環境 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 有    新地区補助金 

６．協力団体の有無 (名称)  

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

河津桜の保全と河川の整備 

 

田原市内を流れる免々田川沿いに植樹した河津桜の保全及びその周辺の河川・散歩道の整備 

 ・桜の手入れ、消毒、剪定 

・菜の花種取り 

  菜の花種まき（地元保育園児、小学校生徒との協同作業） 

 ・川の浄化の為、竹炭、ミネラル鉱石を設置 

 ・浚渫、川の中の葦の撤去、雑草刈、ゴミ拾い 

 

菜の花・桜まつりの実施 

 

   

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 豊川宝飯ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 来山 健一 

３．活動名称（テーマ） ミス愛知・答礼人形を里帰りさせる会の活動支援 

  青い目の人形が現存する小学校で出張授業展開 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 教育＆文化 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類)  有  地区補助金事業 

６．協力団体の有無 (名称)  有  答礼人形を里帰りさせる会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 
 発表出来ます。 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

ミス愛知・答礼人形を里帰りさせる会の活動支援 

 

昭和 2 年、日米関係が悪化の一途を辿る中、民間で人形の交換を通じて日米交流が行われた。答礼人形

として海を渡った 58 体の中のミス愛知が 2013 年に現存することが見つかり、海を渡って 90 周年にあた

る 2017 年に日本に里帰りさせる活動が始まりました。 

当クラブは、その国と国の関係はともかく、民間人同士の交流はロータリーの交流と同じだと感じ、民間人

が仲よく平和な関係を築く大切さを子ども達や多くの人たちに伝えたく、この活動の支援を行いました。 

具体的な活動としては、まず広く皆さんに知ってもらうための広報活動です。ポスター、チラシ、シール、缶

バッジの作成。そして、等身大パネルを作って、昭和 2 年に贈られた青い目の人形が現存する小学校で出

張授業を行い、子ども達に人と人との交流の大切さ

を勉強してもらいました。 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

上記以外の奉仕事業 

 〇花いっぱいプロジェクト（地域の美化活動団体の活動支援） 

 〇豊川サッカー選手権の協賛（地元高校生・社会人のサッカーチームのレベル向上の支援） 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 田原パシフィックロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 河合 成幸 

３．活動名称（テーマ） 「赤羽根学園」園生の農業体験アシスト 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 教育 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 地区補助金 

６．協力団体の有無 (名称) 児童養護施設 赤羽根学園 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可能です 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 
 

赤羽根学園近くの畑にて、学園児童生徒たちによる農業体験の実施。 

2015.07.12 サツマイモ苗植え   

2015.11.22 サツマイモ収穫 及び バーベキュー昼食 

この飽食の時代に、自分達自身で汗を流し栽培・収穫した事で、食物を大切にする心・調理への関心が高まった。

結果学園内では、子供たちによる“おやつ作り”が度々行われ全員で味わったそうです。 

食べ物の尊さ・食生活への関心と、食べ物に対する感謝する心が養われた。この体験により食育教育の、学習が出

来て、食べ物を通して思いやり有る大人への成長が期待されます。 

 

   

     苗植え写真                   収穫写真 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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第2760地区

ガバナー補佐

小幡　輝雄

７３岡崎ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

７４豊田西ロータリークラブ　　　　　・・・ P   

７５岡崎東ロータリークラブ 　　　　 ・・・ P   

７７豊田東ロータリークラブ 　　　　 ・・・ P   

７９岡崎城南ロータリークラブ 　　　・・・ P   

８０豊田三好ロータリークラブ 　　　・・・ P    
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ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2760 2015-2016 

質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名  岡崎ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名  松原 広幸 

３．活動名称（テーマ）  岡崎市市制 100周年記念植樹 

４．事業分類  (A)事業分類例参考  環境・文化 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類)  有り（地区補助金） 

６．協力団体の有無 (名称)  岡崎南ＲＣ・岡崎東ＲＣ・岡崎城南ＲＣ 

 以上３ロータリークラブ以外の団体の関与はなし。 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

 申し訳ございません。 

 同日、所用により松原が会議を欠席いたします。 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 日本の「さくら名所 100 選」に選定され、岡崎市民の誇りにもなっている岡崎公園の桜をはじめとし、

多くの流域堤防や公園など市内には多くの桜が植えられ市民に楽しまれております。特に伊賀川の桜並

木は、昭和 14 年地元の篤志家が 2 年がかりで 2600 本も植えたことが始まりと言われ、その後も市民、

行政の協力でその桜堤は延長され岡崎公園に並ぶ桜の名所となりました。しかし平成 20 年、岡崎集中豪

雨による伊賀川の決壊は、浸水などの被害のみならず死者を出すまでに至り、桜並木も一部損壊しまし

た。その後の大規模な河川改修工事により、半分以上の桜が伐採、移植の対象になり、市民は大変落胆

しているところであります。岡崎市は、市制 100 周年を機に市内各所に桜並木を増設することにより、

市民の郷土愛を育成し、かつ桜並木のきれいな街として観光の促進を図る計画「岡崎さくら 100 年プロ

ジェクト」を進めております。今回、岡崎市内 4 ロータリークラブ合同でこの計画に賛同し、市制 100

周年記念植樹を行うことで、官民が一体となって推進していることが市民の皆さんにアピールできたと

考えております。 

 

  

       桜（北 14 本）         式典（目録贈呈）岡崎市長と４ＲＣ会長 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 5/25、当クラブ創立 65 周年記念事業として「川井郁子」ヴァイオリンコンサートを開催します。 

トップアーティストの演奏に接することで、特に未来を担う若い世代の方々に音楽の素晴らしさが伝わ

ればと、岡崎市内高校 16 校の生徒 260 名を招待します。 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 豊田西ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 安江 修二 

３．活動名称（テーマ） クラブフォーラム 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 社会奉仕委員会 福祉・安全(災害) 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 豊田市社会福祉協議会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

発表できません(出張の為不在) 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

社会奉仕委員会 

①豊田市自主防災会 連絡協議会 谷澤茂樹会長 

   「自主防災会における企業としての協力」 

   （ 09/014 (月) 12：30 ～ 13：30 ） 

②豊田市交通安全市民大会 出席 

   （ 01/30 (土) 14：00 ～ 16：00 ） 

③豊田市地域福祉協議会会議 出席 

   （ 27 年 10/1 (木) 014：00 ～ 15：00 ） 

   （ 27 年 12/1 (火) 010：00 ～ 11：30 ） 

   （ 28 年 3/22 (水) 010：00 ～ 11：30 ） 

④豊田市地域福祉計画・活動計画周知事業 出席 （ 3/6（日）13：00 ～ 16：30  ） 

 「東日本大震災から 5 年～今、自分たちにできる“地域福祉”を考える～」 

※企業としての地域貢献は、何をするべきなのか教えていただきました。 

※人として人と地域を思いやる大切さと緊急時、自然に行動できる消防団経験者の力強さを感じました。 

   

豊田市自主防災会連絡協議会 谷澤茂樹会長   豊田市地域福祉計画・活動計画周知事業 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 岡崎東ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 中根 匡規 

３．活動名称（テーマ） 下記記載 

４．事業分類  (A)事業分類例参考  〃 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類)  〃 

６．協力団体の有無 (名称)  〃 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

① おおだの森草刈奉仕（事業分類：環境）（補助金申請：なし） 

 岡崎市額田町のおおだの森で下草刈りの奉仕作業をする。 

 岡崎市内の各種団体が共同管理している森で、各団体が独自の関わり方をして、環境保全 

 に努めている。 

② 河川水質保全活動への支援（事業分類：環境）（補助金申請：なし） 

 岡崎市立形埜小学校による河川水質調査活動。 

学区内を流れる乙川の水質を 6 年生により透明度（見た目のキレイさ）、伝導率（電流の 

流れやすさ）、ＣＤＯ（酸素の供給量）などを毎朝調査し学校ＨＰで公開し、クラブ例会 

でも報告を受け、助成金 5 万円を交付している。 

③ ゲンジボタル保護育成活動への支援（事業分類：環境）（補助金申請：なし） 

 岡崎市立河合中学校によるホタル育成活動。（活動の中心組織は同校の自然科学部） 

通年に亘り、国指定天然記念物の岡崎ゲンジボタルの保護育成活動として岡崎ゲンジボタル 

保存会と共働して、学校内で人工産卵、孵化、飼育を行っている。 

幼虫のエサとなるカワニナ（淡水巻貝）の保護育成にも力を入れて、毎年 4 月に幼虫放流式 

を行い、学校ＨＰでもホタル情報を公開し、クラブ例会でも報告を受け、助成金 5 万円を 

交付している。 

④ 雅楽継承活動への支援（事業分類：文化）（新地区補助金 2011～2012 年度） 

 日本の伝統芸能「雅楽」の団体である長瀬楽人会の活動をＲＣＣとして支援する。 

 岡崎市立矢作北小学校雅楽部の指導のサポートや演奏会などを実施し、クラブ例会でも 

 報告や演奏を披露していただき助成金 5 万円を交付している。 

 

①おおだの森草刈奉仕 
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 ②河川水質保全活動（岡崎市立形埜小学校） 

    

 ③ゲンジボタル保護育成活動（岡崎市立河合中学校） 

    

    

 ④雅楽継承活動（長瀬楽人会：ＲＣＣ） 

    

 

 ９．その他社会奉仕関連の情報 

① 菅生川の草刈り一斉清掃（環境） 

② 鬼怒川水害義捐金（安全（災害）） 

③ 岡崎市市制 100 周年桜記念植樹（環境） 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 豊田東ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 鈴木 裕仁 

３．活動名称（テーマ） 地域のニーズに応えた奉仕活動 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 安全 （災害） 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) なし 

６．協力団体の有無 (名称) 社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

申し訳ありません、不可です。 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

日 時 平成 28 年 3 月 2 日（水） 第 1711 回 クラブフォーラム「社会奉仕」にて 

 

内 容 講師例会 

講師：社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会 

      地域福祉課 係長 大地 裕介氏 

     演題 「豊田市災害ボランティアセンターの状況」について、ご講話頂きました。 

         東日本大震災の厳しい現実から学び、今後起こり得る災害時に備え 

         ロータリアンとして経営者として家長として、どのように大切なものを 

         守るかを考え、行動して頂く一助としました。 

 

     ○豊田・豊田西・豊田東・豊田中ロータリークラブは 

      災害復興支援ボランティアネットワークに加入しています。 
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９．その他社会奉仕関連の情報 

  

○第 53 回豊田市民美術展覧会（豊田市教育委員会文振興課）に毎年後援しています。 

 

(A)事業分類例：○福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・○安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 岡崎城南ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 山本 信一 

３．活動名称（テーマ） 環境教育賞表彰の実施 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 環境教育 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) なし 

６．協力団体の有無 (名称) 岡崎市教育委員会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

ＮＯ 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

岡崎市内の小中学校が継続的に行われている環境教育活動の中から小学校部門・中学校部門それぞれ 1

校、優れて環境教育活動を選定し表彰した。 

 

表彰校  

 

岡崎市立三島小学校 

活動内容 

乙川河川敷に植えられている葵桜に着目し、地域の一員として葵桜を守り広め清掃活動を行う。 

乙川の水質の変化を見て、環境汚染から健康や生活を守る努力や協力が必要であり、実施し取り組ん

でいる。 

 

愛知教育大学附属岡崎中学校 

活動内容 

自然と共生を自ら考え活動し、天然林と人工林、人との共生保全に取り組み、自然体験活動として、

人工林は間伐作業を行い、天然林は青木ヶ原樹海にて大量に不法投棄されたゴミを拾い集めて、清掃

活動を行っている。 

 

   

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

 

 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 豊田三好ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 鈴木 玉機 

３．活動名称（テーマ） 社会福祉法人あゆみ会のバザーに協力 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 人間尊重活動 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 無 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

平成 27 年 11 月 14 日（土）10：30～13：30 

社会福祉法人あゆみ会  

しおみの丘で開催されたあゆみ祭のバザーに協力しました。 

   

   

９．その他社会奉仕関連の情報 

平成 28 年 5 月 30 日（月） 環境保全活動としてゴミゼロ運動を実施します。 

（保田ヶ池公園周辺の清掃活動） 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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第2760地区

ガバナー補佐

杉浦　世誌朗

８２刈谷ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

８３安城ロータリークラブ　　　　　　 ・・・ P   

８４西尾ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

８６碧南ロータリークラブ　　　　　　 ・・・ P   

８７西尾一色ロータリークラブ　　　 ・・・ P   

８９高浜ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

９０知立ロータリークラブ 　　　　　　・・・ P   

９２西尾KIRARAロータリークラブ　 ・・・ P   

９４三河安城ロータリークラブ　　　 ・・・ P   
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 刈谷ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 杉浦 文雄 

３．活動名称（テーマ） 学校訪問コンサート（３年計画の２年目） 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 教育 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無し 

６．協力団体の有無 (名称) 刈谷音楽協会・刈谷市総合文化センター（ＫＣＳＮ共同 

事業体） 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

学校訪問コンサート 

５か年計画で、刈谷市内の小学校（全１５校を１年に３校ずつ）を訪問して、クラシック音楽のコンサート

を行ない、一作年度で刈谷市内の全１５校を回りきることが出来ました。 

昨年度より、刈谷市総合文化センターのご協力も得て、１年に５校ずつの訪問が可能になり、３か年計画

で２周り目の学校訪問コンサートを始めました。 

事業の目的は、普段クラシックの生演奏を聴く機会の少ない、小学校の児童に生演奏を聴いてもらうことに

より、感性を磨く場を提供する。また、これを機会に自ら楽器演奏や声楽を学ぼうとする児童へのきっかけ

を提供する。さらに、刈谷音楽協会の奏者の皆さんに発表の場を提供することなどである。 

ロータリークラブは、双方の橋渡しをする役割となり、児童や先生また、音楽協会会員に大変好評であった。

学校によっては、父兄が参加されることもあり、父兄にも喜んでいただけたと思う。 

  
９．その他社会奉仕関連の情報 

刈谷市図書館に毎年書籍購入代金として寄付を継続しており、「ロータリー文庫」のコーナーを設けて 

いただいている。今年度も５月の例会で寄付金を手渡す予定。 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 安城ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 市川 護 

３．活動名称（テーマ） 三河安城駅に「ひかり」を止めよう 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 その他 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) ロータリー財団 

６．協力団体の有無 (名称) 三河安城ロータリークラブ 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

もう少し時間が必要です 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

三河安城駅に「ひかり」を止めよう！ 

安城ロータリークラブ 会長 神谷 明文 幹事 寺田 孝司 社会奉仕 市川 護 3 名にて 

平成 27 年 11 月 25 日に安城市長に、安城ロータリークラブが三河安城駅に「ひかり」を止めようと、 

活動する旨の説明、陳情書を持って訪問いたしました。 

続いて、12 月 14 日には刈谷市長を訪問と碧南市長を訪問し 三河安城駅に「ひかり」を止めようと、 

活動する旨の説明、陳情書持って訪問いたしました。 

ロータリー財団から頂いた補助金は、安城商工会議所前に設置した看板費用と啓蒙活動に使用するポス

ターの制作費とちらしの費用に使用いたしました。 

平成 28 年 2 月 15 日の三河安城駅に「ひかり」をとめようの、看板の序幕式には安城ロータリークラブ

メンバーと安城商工会議所専務理事の岩瀬 英行氏も参加くださいました。 

今後は、署名活動に入り長期に亘りこの活動が続くよう活動を続けます。 

ビジネスでの時間が有効になり、その時間が地域社会に還元され地域の発展に大きく貢献できることを

願っています。 

 

    

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

・環境保全５３０運動と油ヶ淵清掃活動(明祥中学校)への協力 

・安城市内のイベントへの支援（安城七夕祭り・駅伝大会・芸術展示会など） 

・地域社会への優れた活動に対する顕彰をします、 

 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 西尾ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 松田 茂治 

３．活動名称（テーマ） 地域パトロール支援事業 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 安全 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 地区補助金事業 

６．協力団体の有無 (名称) 西尾市地域防犯協会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

都合が合わず申し訳ありません。 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

地域パトロール事業に対してパトロール車両の進呈及び人的支援を行う。 

 

ロータリアンの汗をかく活動 

・例会日の午後に二名のロータリアンが同乗し、市の職員と共に地域パトロールに参加する。 

・贈呈式の後に市役所前のメイン通りにて、全ロータリーメンバーによる防犯活動を大々的に行う。 

 

この事業をすることにより、地域社会に対するどのような長期的影響が期待されるのか。 

・現在一台で市内全域をパトロールしているが、二台に増車することで巡回頻度が増え、地域の安全

が向上する。 

・ロータリーのロゴ入りのパトロール車両が頻繁に地域を巡回し、ロータリアンが定期的に乗車する

ことで、ロータリーのイメージと周知の向上に繋がる。 

 

   

  

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 碧南ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 森田 雅也 

３．活動名称（テーマ） 社会福祉活動支援及び環境緑化整備事業 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 環境 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 有 新地区補助金 

６．協力団体の有無 (名称) 有 碧南市社会福祉協議会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

社会福祉活動支援及び環境緑化整備事業 

 

・碧南市社会福祉協議会と共に、様々な行事に協力参加致しました。 

障害者の生き生きと生活でき、親御様も安心できる環境の確保のための奉仕活動に微力ながら協力致し

ました。 

 

・赤い羽根募金への会議に出席し、募金協力を致しました。 

・緑の羽募募金に協力致しました。 

 

・地域の環境緑化整備のため、碧南市内の旧名鉄玉津浦駅跡地周辺の公園整備事業に合わせて新設され 

 た「大浜口広場」に当クラブとして樹木の寄贈、植樹を実施しました。具体的には、地域受益者の代 

表として地元の町内会の皆様、当学区棚尾小学校の児童会の皆様をお招きし、広場施工前に「記念植 

樹式」を当クラブ主催で開催致しました。                                              

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名  西尾一色ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名  神谷 正康 

３．活動名称（テーマ）  国宝金蓮寺弥陀堂看板設置・清掃作業 

４．事業分類  (A)事業分類例参考  文化・教育事業 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類)  有り（地区補助金） 

６．協力団体の有無 (名称)  西尾第 10団ボ－イスカウト・弥陀堂奉賛会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可(鈴村委員長の手前あまりムゲにおことわりできな

いところもあり) 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

国宝金蓮寺弥陀堂看板設置・清掃作業 

私たち西尾一色ロータリークラブのテリトリーの中に、愛知県に 3 つしかない国宝建造物の１つがあ

り県で唯一の寺社建築で、最古の木造建築物であるいうことを地域の住民にもあまり周知されていない。

その金蓮寺弥陀堂に新しく案内看板を設置し清掃活動を行うことにより、地方紙にも掲載されその存在

をＰＲできるし、ボーイスカウトと清掃活動を行うことにより、青少年に地域愛の育成と郷土の歴史文

化の再認識に役立つと事業を実施しました。 

 金蓮寺弥陀堂は 1186年に建立されたといわれ、平安時代の建築様式をよく伝えています。国宝に指定

された由来は簡素・流麗な平安時代の貴族住宅建築の様式の化粧垂木が使用されています。阿弥陀堂は

平安時代末期に浄土教の教えが広がり全国各地に阿弥陀堂が建立されましたが、このように現存してい

るのは非常に貴重です。 

 例会変更した 10 月 4 日(日)には、我クラブ会員とボーイスカウト 27 名、弥陀堂奉賛会 5 名で快晴の

もと境内の清掃活動をし、草取り鎌、竹ボーキ、ネット型くず入れを寄贈しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９.その他社会奉仕関連の情報 

 

１.交通安全街頭キャンペーン  西尾警察署のご協力を得て、交通安全グッスをＡコープ一色店で配布し

ました。 

２.社会福祉協議会にチケットの寄贈 ソロプチミスト西尾のチャリティーコンサートのチケットを 

購入し、身障者にチケットを寄贈しました。 

 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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西尾一色ロータリークラブ 

2015～16年度社会奉仕活動 

 

【交通安全街頭キャンペーン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会福祉協議会にチケットの寄贈】 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 高浜ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 北川 広人 

３．活動名称（テーマ） ミャンマーへの支援と高浜市のＰＲ 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 福祉・教育・文化・観光・地場産業振興 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 高浜市 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可能 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

平成２７年１０月２４日～２５日に開催されたワールドフード・ふれ愛フェスタにブース出展し、協賛

参加をした。高浜市の名産である「ジャンボピーナッツの塩ゆで」１３００パックと「とりめし」６０

０パックの販売を通してミャンマーへの簡易水道施設建設資金及び教育資金に寄与した。 

また、高浜市のふるさと納税促進パンフレット５００部を配布し、高浜市のＰＲ。地場産業である三州

瓦販売促進パンフレット５００部を配布し、地場産業振興活動。Ｂ－1 グランプリでお馴染の「とりめ

し」パンフレット、美しい日本の歩きたくなる道５００選に登録された高浜市の「鬼みち」パンフレッ

ト、高浜市かわら美術館のパンフレットを各５００部ずつ配布し、高浜市の観光・文化の面でＰＲした。 

２日間で全て完売できました。 

 

   

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

平成２７年１１月１日 高浜市わくわくフェスティバルに協賛参加し、スタンプラリーを開催。高浜市

の福祉に寄与する活動をした。 

平成２７年１１月２４日に愛知県環境部自然環境課生態系ネッワークグループの来住南課長補佐をお招

きし卓話にて環境について勉強させていただいた。 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 知立ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 古久根 進 

３．活動名称（テーマ） 無料乳がん検診並びに予防啓発事業 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 健康 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 地区補助金対象事業 

６．協力団体の有無 (名称) なし 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

 無料乳がん検診並びに予防啓発事業 

 

日時  2015 年 11 月 29 日（日） 

  

会場  知立市文化会館「パティオ池鯉鮒」 

  

内容  ・知立市内在住の 25 才以上の女性を対象に、無料乳がん検診実施。 

      当日の検診受診者 139 名 

受診希望応募者  394 名  ※抽選により受診者決定 

 無料乳がん検診事業は今回で 3 回目となりますが、年々希望者が増え、今年度は 

 直前に有名タレントの乳がん罹患などが話題となったこともあり、予想をはるかに 

 上回る応募がありました。急遽、受診者数を増やすなどの対応をしましたが、それも 

 数に限りがあり、やむを得ず多数の方にお断りをする結果となりました。 

 行政等が実施する検診は平日実施の場合が多く受診したくとも困難なケースが多く、 

日曜日の検診は好評で感謝の声や今後の継続への期待も多く寄せられました。 

 

     ・乳がん予防啓発事業 

       検診の同会場で開催された「ちりゅうこどもフェスティバル」に来場の女性に 

       1,000 個の予防啓発グッズを配布し、検診の重要性を訴えました。 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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無料乳がん検診並びに予防啓発事業 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 西尾ＫＩＲＡＲＡロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 岩瀬 一 

３．活動名称（テーマ） 西尾ＫＩＲＡＲＡ賞 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 文化・環境 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 無 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

不可能 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

社会奉仕 

｢西尾 KIRARA 賞｣ 

 日頃、西尾市において社会奉仕、ボランティア活動、並びに、ひたむきな善意の行動により、 

明るく豊かな地域づくりに取り組んでいる方々又、地域の文化、スポーツ、環境、福祉等の分野で 

社会に貢献し、私達に夢を与えてくれる方々の行動に対し支援し、敬意を表し、顕彰。 

今年度 第２３回目となり、2015 年 11 月 13 日(金)に団体２組を顕彰致しました。 

 

「西尾祇園祭り保存会」 

伝統ある市民参加のもとで行われる「西尾祇園祭りの大名行列」に毎年ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会員の参加と助成 

創立記念地域活性化事業としては「大名行列旗」・「先箱」を贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他社会奉仕関連の情報 

環境保全 

「財政的支援ではなく、実際に汗を流し、地域に目を向けた環境保全活動」 

2003～04 年度～2008～09 年度 ｢矢作川ｸﾘｰﾝ作戦｣ 草取り・清掃 

1999～00 年度～今年度迄継続事業として「二の沢川ｸﾘｰﾝ大掃除(7 月･3 月の第 4 日曜日)」草取り 

清掃を会員でしています。 

2008～09 年度～今年度迄継続事業として例会として全会員で「KIRARA の森(西尾市二の沢川)」 

周辺へ植樹・剪定・清掃等実施しています。 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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「西尾ＫＩＲＡＲＡ賞贈呈」 

 

 

 

 

 

 

「西尾市祇園祭り保存会」 

  
陣幕と旗 寄贈              先箱 寄贈 

 

「西尾市二の沢川 植樹と清掃」 
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質 問 事 項 回        答 

１．クラブ名 三河安城ロータリークラブ 

２．社会奉仕委員長名 久恒 治人 

３．活動名称（テーマ） 若者の自立支援 

４．事業分類  (A)事業分類例参考 その他 

５．ロータリー財団の補助金の有無 (種類) 無 

６．協力団体の有無 (名称) 特定非営利活動法人 育て上げネット 虹の会 

７．社会奉仕委員長会議(5/18)等で発表可能

ですか。 

希望しません 

 

８．社会奉仕活動の具体的内容（400 文字程度）◆デジタル写真等も添付してください。 

 

若者の自立支援 

 

 ◆地元（安城市、豊田市）において、上記ＮＰＯ法人が活動していることを認識。 

昨年 12 月 9 日(水)の例会においてＮＰＯ法人理事長 加藤早苗氏を招いて、卓話「若者の自立支援・

虹の会の活動」をして頂いた。これにより、ＮＰＯ法人虹の会を、当クラブメンバーへの周知とサポー

トをお願いした。（一部のメンバーは既に同法人と関係があった） 

 尚、同法人は、地域若者サポートステーション(注)を運営しており、今後は安城市だけでなく豊田市で

も活動しているので、豊田方面のロータリアンにもその存在を承知して頂ければ、と考えている。 

 

(注)15～39 歳で、仕事に就いておらず、家事も通学もしていない若年無業者の職業的自立に向けた支援

と就労後のフォローアップを目的としている。 

 

  

９．その他社会奉仕関連の情報 

 

(A)事業分類例：福祉・環境・文化・教育・健康・スポーツ・安全(災害)・その他 
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ロータリー地域社会共同隊の手引き 

（Rotary Community Corps − RCC） 

 

 RI2760 地区社会奉仕委員会 

I. ＲＣＣとは 

 

ロータリー地域社会共同隊（RCC）は、ロータリアン以外

の人々がロータリーの価値観を共有し、奉仕活動に尽力す

るグループです。80カ国以上の国に存在する 7,200隊以上

の RCCは、奉仕活動のパートナーです。提唱ロータリーク

ラブの指導と支援のもと、RCCはプロジェクトを立案、実

行し、地域社会における保健、識字、安全、雇用、環境な

どの問題に取り組みます。また、RCCがロータリークラブ

の奉仕活動を支援することもあります。 

RCCは RI直轄の常設プログラムの一つです。 

 

II. ＲＣＣ（RVC
※1

）の生い立ち 

 

RVC は、1985 年の国際大会で RI 会長エレクトのマット・カパラス氏の提案により、3 年間

のパイロットプログラムとして始まりました。 

カパラス氏は、フィリピンの出身です。当時のフィリピンは非常に政情が不安定で、都市と農

村の貧富の差も激しい有様でした。農村の人々は、本当に貧困にあえいでおり、この窮状から

農民を何とか救いたいという思いから始まったものが、RVCです。 

良い成果を得られたことから、3年後の1989年RIの公式プログラムに採用されました。また、

同時に先進国向けのプログラムとして、RCCの名称も承認されました。その後、RVC、RCC

あるいはRCSC
※2

の名称が混在していましたが、1999 年には、RI の理事会で RCC に名称が一

本化されました。 

※1 ）RVC（Rotary Village Corps）ロータリー村落共同隊 

※2 ）RCSC（Rotary Community Service Corps） ロータリー社会奉仕共同隊 

 

III. ＲＣＣの目標 

 

すべての RCCは、以下の 4つの目標を共有しています。 

 個人が地域社会の改善のため責任をもって活動する。 

 あらゆる有用な仕事の尊さと真価を認識する。 

 生活の質の向上を図るため自主自助の活動と協同活動を実施する。 

 地元の文化や地域社会の状況下で、人間の能力を最大限に発揮するよう奨励する。 



 

IV. 日本のＲＣＣと当地区のＲＣＣ 

 

 

 



V. 当地区にＲＣＣが多いのは何故？ 

 

RI第 2710地区の松本氏が、RI理事であった 1992年当時、松本理事の指導のもと に 2人の

アシスタントコーディネーターが任命されました。一人は岡山南 RC の中嶋パストガバナ ー

で、もう一人が豊橋 RC の高沢パストガバナーでした。高沢氏の尽力により、1993 年に豊橋 

RCCと半田 RCCが結成されました。 

 

VI. ＲＣＣと協力することの利点 

 

 RCCは、クラブがバランスの取れた奉仕プログラムを実施する上で欠かせない存在です。

ロータリークラブが地域の関心事に取り組み、持続可能なプロジェクトを先頭に立って実

施していくにあたり、RCCと協力することで地域の人々を参加させることができます。  

 RCC は、地域のニーズを特定するために提唱ロータリークラブに協力し、奉仕活動を立

案、実施、監視、そして評価します。ニーズは地域によって異なりますが、RCC は地域

特定の要求に応えるプロジェクトに取り組むことができます。  

 RCC は、ロータリーが存在する全ての地域で素晴らしい活動を行っています。都市部、

先進地域、発展地域といった違いを問わず、それぞれの地域にとって貴重なリソースとな

ります。  

 RCC 隊員は、どんなに大きな課題でも解決できないものはないという信念の下に団結し

ています。隊員と提唱ロータリークラブの豊かなリソースと活動への献身があれば RCC

には無限の可能性があります。 

 

VII. ＲＣＣの結成方法 

 

RCC は、同じ国または地区内のロータリークラブによって組織、提唱されます。これに他国

のクラブを含む追加のクラブが加わって RCCを協同提唱することができます。 

 

① クラブの支援を得る  

RCC は、提唱ロータリークラブによる継続的な支援を必要とし、プログラムとその

活動に関する十分な理解を得ることが大切になります。RCC を始めるにあたり、以

下の提案を検討してください。 

  

 RCCを創設することをクラブ会長ならびに奉仕活動委員会に相談し、RCCが取

り組む地域のニーズと共同隊員候補者について説明する。  

 クラブ例会でプレゼンテーションを行い、RCC関連の出版物を配布する。  

 RCC を提唱したほかのロータリークラブと連絡を取り、成功のカギについて学

ぶ。また、ほかの RCC隊員やその提唱クラブの会員を招き、話をしてもらう。  

 

② 隊員を募る  



 クラブが RCC を提唱することに同意し、委員会が設立されたら、メンバーを募

り共同隊の規模を拡大させることができます。 

 

③ RIによる認証を受ける  

 最低 10 人のロータリアン以外の RCC 隊員を集めることができれば、国際ロー

タリーより正式に認証を受けることができます。認証状を申請するには、「ロー

タリー地域社会共同隊結成書」を 3部作成し、2部を地区ガバナーに提出してく

ださい。地区ガバナーが署名した後、正本は RI 日本サービスセンターに送付さ

れ、副本は地区ガバナーが保管します。 

1部は RCCで保管してください。 

 RI で結成書が受理された後、提唱ロータリークラブの会長宛てに、認証状が正

式に送付されます。（申請より数週間～数ヶ月程度） 

 

④ ロータリアンは、新たに創設された RCC に認証状を授与するために、認証状伝達式

や祝賀行事など特別な催しを開くことを検討してください。 

 

VIII.  ＲＣＣの運営 

 

 RCCは、月に１回以上の会合を開き、計画やプロジェクトを討議し、その実施状況 や地

域の問題を検討します。 

 RCC の会合には少なくともロータリアン１名が出席し、指導したり、ロータリークラブ

との連絡役を務めます。 

 RCCは毎年２つの大きなプロジェクトを実行するよう奨励されています。 

 RCCの隊員に例会への出席呼びかけ、会員との交流と RCCの理解を深めることを検討し

てください 

 隊員にかかる費用はわずかな金額に抑える必要があります。 

 

IX. ＲＣＣの内容の変更 

 

提唱クラブの変更、RCCの名称の変更、活動内容の変更が生じた場合は、「ロータリー地域社

会共同隊登録事項変更届」を記入の上、RI 日本事務局に送付してください。尚、コピーを地

区 RCC委員長または地区 RCC委員まで提出してください。 

 

X. ＲＣＣの終結 

 

RCCが次のいずれかに該当した場合終結する。 

 RCCがロータリー地域社会共同隊指針に従わないなどの理由により 

 提唱ロータリークラブが提唱を撤回することにより 

 ロータリークラブ自身の決定により 



XI. 終結の届け出 

 

RCCが終結した場合には、「終結届」に 

① 終結年月日 

② 終結の理由 

を記入し、すみやかに RI日本事務局に送付してください。 

尚、コピーを地区社会奉仕委員会 RCC担当委員まで提出してください。 

 

 

RCCは、地元の人々をロータリーの奉仕活動の輪の中に巻き込んで、共に行動します。 

クラブの確固たる存在を地元住民にアピールする最良の方法となります。 

是非、皆様方のクラブでも RCCの提唱をご検討下さい。 

 

 

 

● 国際ロータリー日本事務局 クラブ・地区支援室 (2760 地区担当：東川) 

〒108-0073 東京都港区三田 1 丁目 4-28 三田国際ビル 24F 

      TEL/ 03-5439-5800 FAX/ 03-5439-0405  E-mail/ daisuke.higashikawa@rotary.org 

  

● 国際ロータリー第 2760 地区ガバナー事務所 ・ ガバナー事務所分室 

〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目１５－１５ 豊島ビル 3 階 

      TEL/ 052-201-2760 FAX/ 052-201-1670 URL/ http://www.rotary2760.org/ 

 

● 国際ロータリー第 2760 地区社会奉仕委員会 ＲＣＣ担当委員 



国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度 

ロータリー地域社会共同隊(RCC)活動報告書 

 

RCC名： 豊橋教育サークル（ＴＥＣ） 

RCC隊長名： 鈴木正之 

RCC隊員数： ７８ 人 

提唱ロータリークラブ： 豊橋 ロータリークラブ 

RCC担当委員会名： RCC 委員会 

委員長名： 松岡真由美 

 

貴クラブ提唱 RCC の活動目的は？  ※2013-14RCC一覧表をご参照下さい。 

「青少年」健全育成 

本年度の RCCの具体的な活動内容を記載して下さい。 

児童・生徒の健全育成の推進を目的とした教員の組織です。豊橋市内小・中学校 74 校の生

徒指導主事・主任が連携しながら活動しています。 

主な活動は、次の 3 つです。 

1.問題行動、不登校などの情報交換会を定期的に行っています。 

2.地域の方と協働し、不登校などの情報交換会を定期的に行っています。 

3.児童虐待防止についての研修会をしています。 

 



貴クラブは RCC とどのような関わり方をされていますか？ 

また、RCC の活動をクラブに周知する為の方策をとられてますか？ 

（例）RCC隊員を例会に招待し活動報告してもらった･･･など 

RCC隊員である、豊橋教育サークルの先生方を例会に招待し活動報告をしてもらった。 

RCCについて気づいた点があればお書きください。 

 

 



これ以降の回答内容は地区委員会内部資料としてお聞きするもので、公開資料には掲載致

しません。 貴クラブが RCC を継続するにあたり、どの程度の費用を拠出（支援）してい

るかの実態を把握することで、今後新たな RCC の提唱を推進する為の資料とさせて頂きま

す。 

 

本年度 RCC に関する拠出金（支援金）について出来るだけ具体的にお聞かせ下さい。 

拠出金の内訳 金額 

豊橋教育サークル活動支援金  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

総額  

 

RCCに関する拠出金（支援金）についてご意見があればお聞かせ下さい。 

 

ご協力有難うございました。 



 

 

 

 



国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度 

ロータリー地域社会共同隊(RCC)活動報告書 

 

RCC名： 国際ボランティア ポレポレ 

RCC隊長名： 塩谷増夫 

RCC隊員数： ８ 人（役員） 

提唱ロータリークラブ： 半田 ロータリークラブ 

RCC担当委員会名： 社会奉仕 委員会 

委員長名： 平林伸康 

 

貴クラブ提唱 RCC の活動目的は？  ※2013-14RCC一覧表をご参照下さい。 

国際交流活動の機会を、地域の人々に提供 

本年度の RCCの具体的な活動内容を記載して下さい。 

RCC活動報告より 

4 月 20 日、半田市長・社会福祉協議会会長に御臨席いただきまして総会を開催いたしまし

た。その後、横川小学校の日本語教室の担当の、竹内香教諭をお迎えして、「外国人児童教

育の現状と今後」と題した講演会を行いました。半田市内外の外国人児童の指導に悩んで

みえる先生方など、約 50 名の参加者がありました。 

 6 月 5 日、第 25 回古着回収を行い、約 230 名の方に古着を提供していただき、募金額

213,000 円を日本救援衣料センターに寄付いたしました。この寄付金は、同センターよりフ

ィリピン・ラオス・コンゴ共和国等への輸送費に使っていただきます。 

 12 月 19 日、約 100 名の参加者による、クリスマスパーティーを開催いたしました。 

 また、継続事業として海週土曜日、外国人のための日本語スク－ル、週 1 回、母子寮の

同朋園にて、日本語指導をしています。日本語スク－ルには、ここ数年日系ブラジル人よ

り日本に研修にきているベトナム人の数が多くなっています。 

 会員の会費のみの収入で活動しています私どもにおきまして、ロータリー様のご支援は

本当におありがたいと思っております。今後ともご理解ご協力いただきますよう宜しくお

願い申し上げます。 



貴クラブは RCC とどのような関わり方をされていますか？ 

また、RCC の活動をクラブに周知する為の方策をとられてますか？ 

（例）RCC隊員を例会に招待し活動報告してもらった･･･など 

 

平成 27 年 9 月 10 日(木)第 3143 回例会にて、RCC 隊員を例会に招待し活動報告してもら

った。 

RCCについて気づいた点があればお書きください。 

 

 



これ以降の回答内容は地区委員会内部資料としてお聞きするもので、公開資料には掲載致

しません。 貴クラブが RCC を継続するにあたり、どの程度の費用を拠出（支援）してい

るかの実態を把握することで、今後新たな RCC の提唱を推進する為の資料とさせて頂きま

す。 

 

本年度 RCC に関する拠出金（支援金）について出来るだけ具体的にお聞かせ下さい。 

拠出金の内訳 金額 

活動資金  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

総額  

 

RCCに関する拠出金（支援金）についてご意見があればお聞かせ下さい。 

 

ご協力有難うございました。 



 

 

 

 

 



 

 

 



国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度 

ロータリー地域社会共同隊(RCC)活動報告書 

 

RCC名： 半田教育サークル 

RCC隊長名： 間瀬文夫 

RCC隊員数： ４３ 人 

提唱ロータリークラブ： 半田 ロータリークラブ 

RCC担当委員会名： 社会奉仕 委員会 

委員長名： 平林伸康 

 

貴クラブ提唱 RCC の活動目的は？  ※2013-14RCC一覧表をご参照下さい。 

半田市内の生徒、児童の健全な成長をはかる。 

本年度の RCCの具体的な活動内容を記載して下さい。 

RCC活動報告より 

半田市適応指導教室、通称「マーキュリー・ルーム」は、本年度で開設 13 年目を迎えまし

た。通級しているほとんどの子どもたちが、学校に通えなかったり教室に入れなかったり

という子どもたちです。 

 本年度、9月 I 曰の時点でマーキュリールームに入室している生徒は、中学 3 年生が 5 名、

2 年生が 2 名の合計 7 名です(うち 3 年生の女子生徒が 3 名・2 年生が 1 名)。また、入室の

相談をおこなった中学生が 7 名、小学生が 2 名おりましたが、体験入室や面談後は通えて

いません。 

 この教室の日課は、午前中を 4 時間に分けて、5 教科の内の担当指導者がいる国語・数学・

英語を中心とした「学習」を行い、午後は「ふれあいタイム」として 1 時間 30 分程度の「運

動」を行っています。運動の中心はバドミントンや卓球です。それ以外にも、畑で[野菜作

り]を行ったりプラネタリウムの観覧を行ったりしています。 

 こうした適応指導教室は、ほとんどの市町に開設されていますが、半田市では学校へ復

帰させるために特に学習に力を入れてきました。しかし、学年の途中では思うように復帰

できていないのが現状です。 

 入室後、まず本人の学力をつかみ、計画的に勉強をする習慣を身につけさせています。 

 年度末には全ての生徒が一旦退室して学校復帰を目指します。しかし、年度始めはがん

ばれるのですが、そのまま学校に復帰できないケースも多々あります。 

 これらの児童生徒の状況を踏まえつつ、学校との連携を一層深めながら、一人でも多く

の不登校の子どもだちとかかわっていきたいと考えております。 

 半田ロータリークラブ様には、引き続き半田市適応指導教室への温かいご支援をいただ

けますよう、お願いして報告に代えさせていただきます。 



貴クラブは RCC とどのような関わり方をされていますか？ 

また、RCC の活動をクラブに周知する為の方策をとられてますか？ 

（例）RCC隊員を例会に招待し活動報告してもらった･･･など 

 

年度当初、半田教育委員会の定例議会に参加。年度予定を確認した。 

平成 27 年 9 月 10 日(木)第 3143 回例会にて、RCC 隊員を例会に招待し活動報告してもら

った。 

RCCについて気づいた点があればお書きください。 

 

 



これ以降の回答内容は地区委員会内部資料としてお聞きするもので、公開資料には掲載致

しません。 貴クラブが RCC を継続するにあたり、どの程度の費用を拠出（支援）してい

るかの実態を把握することで、今後新たな RCC の提唱を推進する為の資料とさせて頂きま

す。 

 

本年度 RCC に関する拠出金（支援金）について出来るだけ具体的にお聞かせ下さい。 

拠出金の内訳 金額 

活動資金として  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

総額  

 

RCCに関する拠出金（支援金）についてご意見があればお聞かせ下さい。 

 

ご協力有難うございました。 



国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度 

ロータリー地域社会共同隊(RCC)活動報告書 

 

RCC名： 豊橋ゴールデン RCC 

RCC隊長名： 内藤公久 

RCC隊員数： １４ 人 

提唱ロータリークラブ： 豊橋ゴールデン ロータリークラブ 

RCC担当委員会名： 青少年奉仕 委員会 

委員長名： 鬼頭秀幸 

 

貴クラブ提唱 RCC の活動目的は？  ※2013-14RCC一覧表をご参照下さい。 

青少年の育成 

本年度の RCCの具体的な活動内容を記載して下さい。 

平成２７年１２月１９日に豊橋市内の子ども未来館「ここにこ」で、高校生ボランティア

ハートネットワーク交流事業として、市内１２の高等学校の生徒たちに声をかけ、１００

名強の生徒が集まり、「認知症について理解を深めよう」というテーマで実施しました。 

具体的な内容は、外部から専門の講師を呼んで研修をし、認知症の基本的な事柄を学び、

高校生たちによる寸劇を通して、認知症の方々との接し方を学びました。 

 



貴クラブは RCC とどのような関わり方をされていますか？ 

また、RCC の活動をクラブに周知する為の方策をとられてますか？ 

（例）RCC隊員を例会に招待し活動報告してもらった･･･など 

高校生ボランティアハートネットワーク交流事業を開催するにあたり、隊員の各校の先生

方の打合せ会議や、生徒たちとの会議をサポートしました。生徒たちが交流事業をしたあ

とで、活動報告書を提出してもらいます。 

 

RCC の活動は、ゴールデンロータリーとしても高校生をしているので、高校生ボランティ

アハートネットウォーク交流事業へ参加することで、理解を深めています。 

RCCについて気づいた点があればお書きください。 

 

 



これ以降の回答内容は地区委員会内部資料としてお聞きするもので、公開資料には掲載致

しません。 貴クラブが RCC を継続するにあたり、どの程度の費用を拠出（支援）してい

るかの実態を把握することで、今後新たな RCC の提唱を推進する為の資料とさせて頂きま

す。 

 

本年度 RCC に関する拠出金（支援金）について出来るだけ具体的にお聞かせ下さい。 

拠出金の内訳 金額 

RCC（豊橋善意銀行）の事務経費  

１２の高等学校へ均等割りで支援  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

総額  

 

RCCに関する拠出金（支援金）についてご意見があればお聞かせ下さい。 

 

ご協力有難うございました。 



 

 

 

 

 



国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度 

ロータリー地域社会共同隊(RCC)活動報告書 

 

RCC名： 守山区ボランティア連絡協議会 

RCC隊長名： 田代 京美 会長 

RCC隊員数：  約１０００ 人 

提唱ロータリークラブ： 名古屋守山 ロータリークラブ 

RCC担当委員会名：     RCC 委員会 

委員長名：  伊藤 陽介 

 

貴クラブ提唱 RCC の活動目的は？  ※2013-14RCC一覧表をご参照下さい。 

守山区で活動する様々なボランティアグループの連携を深める。 

本年度の RCCの具体的な活動内容を記載して下さい。 

毎月１回幹事会を開催し、各グループのボランティア活動の報告をする。 

 

守山区給食ボランティア 

  一人暮らし高齢者の安否確認と地域のふれあいを目的にお弁当を届けています。 

地域ボランティア ひまわり 

  社会福祉協議会デイサービスの昼食作りや施設作業のお手伝いをしています。 

グループ ひばり 

  視覚障がい者の方々に、活字を音声訳しテープに録音したものをお送りします。 

守山区ボランティアサークルMVC 

  児童館を拠点に、子ども会ボランティアとして活躍しています。 

点訳ぐるーぷ くすのき会 

  視覚障がい者の方々へ情報を点字に訳してお送りしています。 

ボランティア 守山つくしの会 

  萌作業所（精神障がい者作業所）の昼食作り、行事の手伝いをしています。 

龍の手・手話サークル 

  聴覚障がい者と聴者がコミュニケーションをとりつつ手話の学習をしています。 

  福祉教育に協力しています。 

「１９８０」ボランティアサークル サラダボウル 

  重度障がい者デイサービス事業「ひらけごま」の昼食作り活動をしています。 

  利用者の送迎活動、バザーの開催、行事のお手伝いに参加しています。 

わりばしリサイクル「木守の会」 

使用済み割りばしを回収し、王子製紙へ搬入しています。 

 



守山おもちゃ病院 どんぐり 

  毎月第４土曜１０：００～１４：３０社会福祉協議会で「おもちゃ病院」を開催し 

  壊れたおもちゃを治します。 

個人ボランティア「あやとり」 

  個人の特技、技術を登録し、要請があった時に活動します。 

  毎月第２土曜日１０：００～１１：３０社会福祉協議会で「おりがみ教室」を開催 

  しています。 

ボランティアグループ まごの手 

  一人暮らしの高齢者、障がい者の方のお宅に訪問し、簡単な小修繕を行っています。 

在宅支援ボランティア ふれんど 

  一人暮らしの高齢者の方などのお宅に訪問し、話し相手をしています。 

  デイサービスを利用されている方へ手作りお菓子を提供しています。 

防災ボラネット守山 

  災害時の支援活動と防災に関する情報収集・啓発に取り組んでいます。 

守山鯱城会 

  高年大学卒業者がメンバーとなっています。 

  児童自立支援施設「玉野川学園」の花壇や畑づくりを手伝っています。 

貴クラブは RCC とどのような関わり方をされていますか？ 

また、RCC の活動をクラブに周知する為の方策をとられてますか？ 

（例）RCC隊員を例会に招待し活動報告してもらった･･･など 

本年度は守山 RCC 結成２０周年を祝い記念式典に参加した。 

毎年７月にアサヒビール守山工場で行われる IDM に各グループのメンバーを２名ずつ 

お招きして労をねぎらう。 

年に一度会長を例会にお招きし、活動報告をして頂いている。 

 

RCCについて気づいた点があればお書きください。 

地区大会で RCC を紹介する際、もう少し活動内容を PR する時間が有っても良いのでは 

ないかと思います。 

 



これ以降の回答内容は地区委員会内部資料としてお聞きするもので、公開資料には掲載致

しません。 貴クラブが RCC を継続するにあたり、どの程度の費用を拠出（支援）してい

るかの実態を把握することで、今後新たな RCC の提唱を推進する為の資料とさせて頂きま

す。 

 

本年度 RCC に関する拠出金（支援金）について出来るだけ具体的にお聞かせ下さい。 

拠出金の内訳 金額 

助成金  

２０周年のお祝い  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

総額  

 

RCCに関する拠出金（支援金）についてご意見があればお聞かせ下さい。 

守山 RCC は会員数が約１０００人と大所帯なので、もう少し助成金を増やせれば良いと 

思います。 

ご協力有難うございました。 



 

 

 

 

 



国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度 

ロータリー地域社会共同隊(RCC)活動報告書 

 

RCC名： 安城少年野球サークル 

RCC隊長名： 原田秀邦 隊長 

   RCC 隊員数： 300 人 

提唱ロータリークラブ： 安城ロータリークラブ  

RCC担当委員会名： 社会奉仕委員会  

委員長名： 市川 護 

 

貴クラブ提唱 RCC の活動目的は？  ※2013-14RCC一覧表をご参照下さい。 

青少年の健全育成 

本年度の RCCの具体的な活動内容を記載して下さい。 

 第２回安城ロータリー杯争奪少年野球大会（安城選抜ＶＳ岡崎選抜） 

１１月３日 快晴の安城市総合公園内ソフトボール場にて、第２回安城ロータリー杯

争奪少年野球大会が開催されました。昨年から岡崎東ロータリークラブがＲＣＣに参

加しなくなり、安城ロータリークラブ単独の活動となりました。開会宣言、会長挨拶

そして会長の始球式はナイスピッチングのストライクでした。試合は打線が好調で得

点を取り合い、岡崎選抜チームが 8-4 で勝利。今後も子どもたちの育成に継続的な支援

活動をしていきたいと思います。 

 

第 19 回安城ロータリー旗争奪少年野球大会 

2016 年２月 20～27 日に安城市総合公園内ソフトボール場において開催されました 

6 年生の卒業記念大会も兼ねており、たくましく成長した選手が監督さんやコーチ に見 

守られるなか力一杯プレイしました。Ａ級決勝戦はファイターズ対ファイヤードラゴン

の決選になり 3－1 でファイターズが優勝しました。優勝、惜しくも準優勝のチームの選

手たちは溢れる涙を抑えきれず、泣いていました。私どもロータリアンにも熱い思いが

伝わってきました。Ｂ級は二本木少年野球対安城中央クラブの対戦で試合結果は 5－5 の

抽選勝ちで二本木少年野球チームが優勝しました。 

今回も無事大会を終えることができました。安城少年野球連絡会関係者の方々、そし

て、多くの皆さまのご協力に深く感謝申し上げます。 

安城ロータリークラブ参加者 

  神谷 明文 会長        杉本 汎平 副会長 

  寺田 孝司 幹事        市川  護 社会奉仕委員長 

藤井 英樹 社会奉仕委員    内藤 教恵 地区社会奉仕委員（ＲＣＣ） 

中嶋 美和 事務局 



貴クラブは RCC とどのような関わり方をされていますか？ 

また、RCC の活動をクラブに周知する為の方策をとられてますか？ 

（例）RCC隊員を例会に招待し活動報告してもらった･･･など 

2015/9/11 

青少年奉仕委員会クラブフォーラムの例会時において、安城少年野球連絡会と安城学園高

校ＩＡＣの関係者を招き、活動費の贈呈式及び活動報告をお願いし、会員との交流例会を

開催しました。今年度は青少年交換留学生も含まれてビュッフェランチ形態をとり、華や

かな例会になりました。 

RCCについて気づいた点があればお書きください。 

 

 



これ以降の回答内容は地区委員会内部資料としてお聞きするもので、公開資料には掲載致

しません。 貴クラブが RCC を継続するにあたり、どの程度の費用を拠出（支援）してい

るかの実態を把握することで、今後新たな RCC の提唱を推進する為の資料とさせて頂きま

す。 

 

本年度 RCC に関する拠出金（支援金）について出来るだけ具体的にお聞かせ下さい。 

拠出金の内訳 金額 

活動費  

11/3 参加賞  

賞状  

額  

  

  

  

  

  

  

  

総額  

 

RCCに関する拠出金（支援金）についてご意見があればお聞かせ下さい。 

 

ご協力有難うございました。 



 

 

 



国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度 

ロータリー地域社会共同隊(RCC)活動報告書 

 

RCC名： 半田災害支援ボランティアコーディネーターの会 

RCC隊長名： 廣江好矩 

RCC隊員数： 74 人 

提唱ロータリークラブ： 半田南 ロータリークラブ 

RCC担当委員会名： 社会奉仕 委員会 

委員長名： 新美 茂 

 

貴クラブ提唱 RCC の活動目的は？  ※2013-14RCC一覧表をご参照下さい。 

 

本年度の RCCの具体的な活動内容を記載して下さい。 

平成２７年度 活動報告  

活動延べ日数：１７６日 活動延べ会員数：１２８６人 参加受講者数：４０６２人 

１.災害支援  関東・東北豪雨に伴う茨城県常総市への災害ボランティア活動２回 

２.会員育成研修事業 

 救急法等訓練５回、災害ボランティア支援本部立上訓練２回、 

災害ボランティアコーディネーター養成講座 

３.地域連携資源回収事業  自治区（成岩三区）と合同１１回 

４.家具転倒防止事業 

 愛知県家具固定推進員研修会４回、家具転倒防止器具取付講習会２回、 

家具転倒防止器具取付工事２１軒 

５.防災減災活動 

 ①防災教室：保育園幼稚園３回、小学校１０回、高校２回、特別支援学校、養護施設、 

       児童センター３回、半田市サマーアタック 

 ②防災講座：半田市防災リーダー養成講座、小学校まつり防災講座 

 ③防災訓練：愛知県・半田市合同津波地震防災訓練、自主防災会等防災訓練１０回 

 ④防災講演会：愛知県・半田市合同防災講演会、知多地域社会福祉協議会防災講演会 

 ⑤小学生防災キャンプ ⑥消防署等ＡＥＤ研修手伝い１３回 

６.広報誌 広報誌タンポポ便り発行６回 

７.会議  半田市防災会議、半田市まちづくり会議４回、愛知県・半田市合同防災訓練会

議３回、 総会、役員会１２回、地区会５地区で各１２回 

８.ロータリー地域社会共同隊活動報告 



貴クラブは RCC とどのような関わり方をされていますか？ 

また、RCC の活動をクラブに周知する為の方策をとられてますか？ 

（例）RCC隊員を例会に招待し活動報告してもらった･･･など 

 

4/5（火）例会にて RCC 活動報告会を行う予定。 

 

RCCについて気づいた点があればお書きください。 

 

 



これ以降の回答内容は地区委員会内部資料としてお聞きするもので、公開資料には掲載致

しません。 貴クラブが RCC を継続するにあたり、どの程度の費用を拠出（支援）してい

るかの実態を把握することで、今後新たな RCC の提唱を推進する為の資料とさせて頂きま

す。 

 

本年度 RCC に関する拠出金（支援金）について出来るだけ具体的にお聞かせ下さい。 

拠出金の内訳 金額 

本会計 委員会費 （RCC）  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

総額  

 

RCCに関する拠出金（支援金）についてご意見があればお聞かせ下さい。 

会員減少による財政難につき、支援金を次年度より半額にします。 

支援金の金額の平均はいか程で、他クラブの RCCはどのように支援金の金額をきめている

か知りたく思います。 

 

ご協力有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

愛知県・半田市合同津波地震防災訓練 知事観閲 

 

 

 

災害支援 常総市災害ボランティア 

 

 



 

家具転倒防止器具設置講習会 

 

 

 

宮池小学校防災教室 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家具転倒防止器取付工事 

 

 

救急法訓練ＡＥＤ講習会 

 

 

 

 



 

宮池幼稚園防災教室 

 

 

ボランティアコーディネーター養成講座 

 



国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度 

ロータリー地域社会共同隊(RCC)活動報告書 

 

RCC名： 長瀬楽人会ＲＣＣ 

RCC隊長名： 上原 久 

RCC隊員数： 14 人 

提唱ロータリークラブ： 岡崎東 ロータリークラブ 

RCC担当委員会名： ＲＣＣ 委員会 

委員長名： 杉田 広喜 

 

貴クラブ提唱 RCC の活動目的は？  ※2013-14RCC一覧表をご参照下さい。 

古典音楽の伝承 

本年度の RCCの具体的な活動内容を記載して下さい。 

〇岡崎市立矢作北小学校の雅楽部の指導支援 

〇近隣地域神社の祭礼法要で奉楽 

〇定期的な合奏練習 



貴クラブは RCC とどのような関わり方をされていますか？ 

また、RCC の活動をクラブに周知する為の方策をとられてますか？ 

（例）RCC隊員を例会に招待し活動報告してもらった･･･など 

  

13 年間に渡り、矢作北小学校雅楽部の生徒を例会卓話時にお招きして、演奏をして 

頂いています。 

 

RCCについて気づいた点があればお書きください。 

 

 



これ以降の回答内容は地区委員会内部資料としてお聞きするもので、公開資料には掲載致

しません。 貴クラブが RCC を継続するにあたり、どの程度の費用を拠出（支援）してい

るかの実態を把握することで、今後新たな RCC の提唱を推進する為の資料とさせて頂きま

す。 

 

本年度 RCC に関する拠出金（支援金）について出来るだけ具体的にお聞かせ下さい。 

拠出金の内訳 金額 

助成金  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

総額  

 

RCCに関する拠出金（支援金）についてご意見があればお聞かせ下さい。 

 

ご協力有難うございました。 

 

 



 

 

 

 



国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度 

ロータリー地域社会共同隊(RCC)活動報告書 

 

RCC名： 子ども歌舞伎 RCC 

RCC隊長名：  

RCC隊員数：  人 

提唱ロータリークラブ： 豊田西 ロータリークラブ 

RCC担当委員会名： ロータリー財団 委員会 

委員長名： 三橋 恵治 

 

貴クラブ提唱 RCC の活動目的は？  ※2013-14RCC一覧表をご参照下さい。 

伝承 

本年度の RCCの具体的な活動内容を記載して下さい。 

豊田市の伝統文化である農村歌舞伎を伝承する活動の一環である子供歌舞伎を継続し、

青少年の育成に役立つ活動をしていく。 

地域の 4 団体と共に活動、意見交換会開催。 

各地の歌舞伎保存会が子供歌舞伎公演を行う際に必要な物の購入、衣裳等の貸借、練習

に必要な環境や場所への支援を行う為、新地区補助金申請とクラブでの予算建てにより実

行している。 

又、豊田西ロータリークラブの創立４５周年事業として、全国地歌舞伎サミットを、歌舞

伎保存会、豊田市との共催により誘致し、豊田市の子ども歌舞伎を広くＰＲする計画を進

めた。 



貴クラブは RCC とどのような関わり方をされていますか？ 

また、RCC の活動をクラブに周知する為の方策をとられてますか？ 

（例）RCC隊員を例会に招待し活動報告してもらった･･･など 

各保存会の公演を、幹事報告、チラシ配布、メール送信等で会員に周知。 

広く会員に呼び掛け、観劇を行う。 

 

何年か毎に、観劇のクラブフォーラム例会を行う。 

 

１２月にロータリー財団委員会担当例会実施。意見交換会をクラブフォーラム時 

（12/7）開催。 

同日、例会にて支援金贈呈式。 

RCCについて気づいた点があればお書きください。 

 

 



これ以降の回答内容は地区委員会内部資料としてお聞きするもので、公開資料には掲載致

しません。 貴クラブが RCC を継続するにあたり、どの程度の費用を拠出（支援）してい

るかの実態を把握することで、今後新たな RCC の提唱を推進する為の資料とさせて頂きま

す。 

 

本年度 RCC に関する拠出金（支援金）について出来るだけ具体的にお聞かせ下さい。 

拠出金の内訳 金額 

（収入）  

新地区補助金  

クラブ内委員会予算  

合 計  

  

（支出）  

各地区歌舞伎保存会（4 団体に振り分け）  

  

  

  

  

総額  

 

RCCに関する拠出金（支援金）についてご意見があればお聞かせ下さい。 

 

ご協力有難うございました。 



国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度 

ロータリー地域社会共同隊(RCC)活動報告書 

 

RCC名： 樹木医カシナガ消防団 RCC 

RCC隊長名： 板倉 賢一 

RCC隊員数： 10 人 

提唱ロータリークラブ： 名古屋千種 ロータリークラブ 

RCC担当委員会名： 社会奉仕 

 （環境保全・RCC） 

委員会 

委員長名： 足立 一郎 

 

貴クラブ提唱 RCC の活動目的は？   

森林保全 

本年度の RCCの具体的な活動内容を記載して下さい。 

 

カシノナガキクイムシが病原菌を媒介することで発生するナラ類集団枯損は、平成 27年

度名古屋市内で 1000以上の枯損木が確認されています。名古屋市東部から三河地方にかけ

ては依然として拡大傾向にあります。私たちカシナガ消防団も拡大防止に努めております。

昨年度に引き続き、知多市立美和小学校内の雑木林において、総合的防除の研究が愛知県

樹木医会、薬剤メーカー、そして、日本福祉大学を中心に実施されました。カシナガ消防

団もこの研究に参加しました。 

この林の中の 10本の被害木を利用して、粘着資材による脱出成虫の捕獲を行う防除と 

おとり木（これはあらかじめ殺虫剤と殺菌剤を樹幹注入した木）に誘引物質を取り付け、

それにより誘引、捕獲（殺虫）防除の二つの防除方法を実施しました。 

まずは、粘着資材による脱出成虫の防除法とは、加害された木（木の中にカシノナガキ

クイムシがいる木、これを穿入生存木と呼びます）を対象に地際から約 50cmには粘着布、

そこから 5ｍまでは粘着紙を粘着面が内側になるようにらせん状に貼り付けます。これで、

羽化する成虫を捕獲します。 

 もう一つのおとり木と誘引剤による防除法ですが、おとり木を作るために薬剤を樹に 

樹幹注入します。樹幹注入とは幹に穴をあけ、専用の器具を使い、高濃度に濃縮された薬

剤を直接幹に打ち込みます。その技術にも進化が見られました。今までは幹に 7 ミリ程度

の穴を開け、アンプル（200ｍｌのプラスチック製容器）を取り付け、1 週間程度設置する

ことで、薬剤を樹に吸い込ませていました。進化した技術は、幹に穴をあけるのは同じで

すが、穴の径（5 ミリ）が小さくてすむ（樹にダメージが少ない）、アンプルが必要なくな

る（運搬や設置したアンプルの回収が必要なくなる）等の改善が見られました。 

 こういった技術改善も樹木医、大学、薬剤メーカーが協働で活動を継続してきたからこ



そだと思います。一緒に作業をしながら、問題点を共有し、改善策を考え、その改善され

たものを試すという事を繰り返すことが、新たな技術を生んだのだと思います。 

 この林でも愛知県、知多市、森林総合研究所、薬品メーカー、造園会社そして、千種ロ

ータリークラブの協力を経て、日本福祉大学福田教授と愛知県樹木医会カシナガ消防団が

協働でこの防除研究がすすめられてきました。この研究成果により、この林でナラ枯れの

被害を食い止めることが出来れば、被害地での防除方法が確立でき、ナラ枯れ被害の拡大

を食い止めることが出来そうです。 

私達消防団の出来ることは非常に小さく微力ですが、これだけの仲間や支援が集まり、

大きな成果になりつつあります。このような活動こそがカシナガ消防団の目指すところで

あります。これからもこのような活動が出来るよう日々努力して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貴クラブは RCC とどのような関わり方をされていますか？ 

また、RCC の活動をクラブに周知する為の方策をとられてますか？ 

（例）RCC隊員を例会に招待し活動報告してもらった･･･など 

例会で RCC隊員の卓話を実施。 

RCCについて気づいた点があればお書きください。 

 

 



これ以降の回答内容は地区委員会内部資料としてお聞きするもので、公開資料には掲載致

しません。 貴クラブが RCC を継続するにあたり、どの程度の費用を拠出（支援）してい

るかの実態を把握することで、今後新たな RCC の提唱を推進する為の資料とさせて頂きま

す。 

 

本年度 RCC に関する拠出金（支援金）について出来るだけ具体的にお聞かせ下さい。 

拠出金の内訳 金額 

ナラ枯れの防除費と防除法講習費  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

総額  

 

RCCに関する拠出金（支援金）についてご意見があればお聞かせ下さい。 

 

ご協力有難うございました。 



 

 

 



国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度 

ロータリー地域社会共同隊(RCC)活動報告書 

 

RCC名： 岡崎大門交通安全ＲＣＣ 

RCC隊長名： 中村邦彦 

RCC隊員数： 15 人 

提唱ロータリークラブ： 岡崎城南 ロータリークラブ 

RCC担当委員会名： 社会奉仕 委員会 

委員長名： 山本信一 

 

貴クラブ提唱 RCC の活動目的は？  ※2013-14RCC一覧表をご参照下さい。 

交通安全の啓蒙 

本年度の RCCの具体的な活動内容を記載して下さい。 

年末の交通安全県民運動の 12 月 2 日に愛知環状鉄道大門駅南県道 26 号で小学生の児童 4

年生が中心に総勢参加者（230 名）地域住民、警察の協力の下ドライバーに交通安全を呼び

かける活動を実施、大門地区特産のしめ縄にメッセージカードを添えて配布、交通安全を

呼びかけを行いました、当クラブ会員もＲＣＣの隊員と共に横断幕を手で持ち車道に掲げ

た事により、よりしっかり通行者にアピールすることが出来ました。 

（カチットしめ縄広報活動） 

 

貴クラブは RCC とどのような関わり方をされていますか？ 

また、RCC の活動をクラブに周知する為の方策をとられてますか？ 

（例）RCC隊員を例会に招待し活動報告してもらった･･･など 

ＲＣＣ隊員を例会に招待する、警察官に卓話を依頼常に隊員と交流をしています。 

RCCについて気づいた点があればお書きください。 

ＲＣＣ隊員との橋渡し役のクラブ会員は常に気を使い会合をしたほうが良いと思います。 

 



これ以降の回答内容は地区委員会内部資料としてお聞きするもので、公開資料には掲載致

しません。 貴クラブが RCC を継続するにあたり、どの程度の費用を拠出（支援）してい

るかの実態を把握することで、今後新たな RCC の提唱を推進する為の資料とさせて頂きま

す。 

 

本年度 RCC に関する拠出金（支援金）について出来るだけ具体的にお聞かせ下さい。 

拠出金の内訳 金額 

しめ縄広報活動 しめ縄 320 個  

交通安全横断幕 2 枚  

  

総額  

 

RCCに関する拠出金（支援金）についてご意見があればお聞かせ下さい。 

当クラブの場合はニコボックス特別会計より拠出しています。特に意見ございません。 

ご協力有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

（活動写真） 

 



 

 

  

（活動写真） 



国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度 

ロータリー地域社会共同隊(RCC)活動報告書 

 

RCC名： 愛知池友の会  ／  ＡＪＵ車いすセンター 

RCC隊長名： 馬杉晶爾  ／  江戸 徹 

RCC隊員数： （ 30 + 8 ） 人 

提唱ロータリークラブ： 名古屋東山 ロータリークラブ 

RCC担当委員会名： 社会奉仕 委員会 

委員長名： 松野和彦 

 

貴クラブ提唱 RCC の活動目的は？  ※2013-14RCC一覧表をご参照下さい。 

愛知池友の会：愛知池周辺の緑の環境整備及び保全,自然と自然を愛する人々の輪を広げる 

AJU 車いすセンター：障害がある人もない人も共に生きるまちづくり 

本年度の RCCの具体的な活動内容を記載して下さい。 

愛知池友の会： 

愛知池内では添景植物（アジサイ、彼岸花など）、絶滅危惧種の植物（カワラナデシコ、マ

メナシ、アカバナトウカイモウセンゴケ）の植栽と保護、愛知池内の花壇の植栽（フジバ

カマ、スズカアザミ、ハーブ等）や借地近くの池の周回路、桜並木の草刈り、愛知池下の

祠の清掃と草刈り。 

また、エコノミー（廃食油の活用）、エコロジー（河川の浄化）のための手作りせっけんを

製造と普及活動を行っており、日進市、東郷町、名古屋市でのイベントに参加し、講習会

を開催している。 

今年度の特記事項としては、３年前から渡り蝶のアサギマダラが来る愛知池にしたいと計

画し、この蝶の好む植物を花壇に植えてきたが、昨年１０月に花壇のフジバカマにアサギ

マダラが初めて飛来したのを確認できたことがある。 

また日進の社会福祉協議会の公募事業である「利き水会」を４ヶ所で実施した。愛知池が、

日進市、東郷町、みよし市に水道水、生活用水として配水されていること、愛知池を取り

巻く環境、水辺の環境と自然の大切さ、水への関心を持っていただくことを目的としてい

る。 

「折戸川にホタルを飛ばそう会」の協力で AJUの方々とホタル観賞を行った。 

 

AJU 車いすセンター： 

昭和 50 年の発足時より、車いす無料貸出事業と障害者福祉の啓発・社会参加事業を行っ

ている。また、仲間の声が集まり、平成元年より社会福祉法人を立ち上げ、障害当事者が

地域の社会資源やサービスの担い手として活動している。 

今年度例会の卓話では、年間の活動報告に加え、4 月から施行される「障害者差別解消法」



と「愛知県障害者差別禁止推進条例」の報告があった。 

【誰もが「差別はいけないことだ」と理解していますが、日本には障害に関する差別を禁

止する法律がなく、国連からも長い間指摘されていました。「差別解消法」が制定され「障

害」「差別」などの定義が示されました。今後は、この法律・条令をまず自分たちが学習し、

広く社会に知っていただく活動へ繋げていきたいと思っています。】 

 

貴クラブは RCC とどのような関わり方をされていますか？ 

また、RCC の活動をクラブに周知する為の方策をとられてますか？ 

（例）RCC隊員を例会に招待し活動報告してもらった･･･など 

 

・ＲＣＣ隊員の 2 団体の代表をそれぞれ例会に招待し、活動報告をしてもらった。 

・愛知池友の会主催の「桜まつり」が愛知池周辺で開催されるため、当日 3 月 31 日を例会

日として参加してる。 

当日はＡＪＵのメンバーも参加。 

・ＡＪＵ車いすセンターの母体であるＡＪＹ自立の家では、障害者のワイナリーを運営し

ているので、夜間例会にワイナリーのワインを購入して皆で味わうことにしている、 

RCCについて気づいた点があればお書きください。 

 

 



これ以降の回答内容は地区委員会内部資料としてお聞きするもので、公開資料には掲載致

しません。 貴クラブが RCC を継続するにあたり、どの程度の費用を拠出（支援）してい

るかの実態を把握することで、今後新たな RCC の提唱を推進する為の資料とさせて頂きま

す。 

 

本年度 RCC に関する拠出金（支援金）について出来るだけ具体的にお聞かせ下さい。 

拠出金の内訳 金額 

愛知池友の会 支援金  

AJU 車いすセンター 支援金  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

総額  

 

RCCに関する拠出金（支援金）についてご意見があればお聞かせ下さい。 

 

ご協力有難うございました。 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度 

ロータリー地域社会共同隊(RCC)活動報告書 

 

RCC名： 安城市私立幼稚園 ロータリー地域社会共同隊 

RCC隊長名： 岩瀬せつ子 

RCC隊員数： 10 人 

提唱ロータリークラブ： 三河安城 ロータリークラブ 

RCC担当委員会名： 社会奉仕 委員会 

委員長名： 久恒治人 

 

貴クラブ提唱 RCC の活動目的は？  ※2013-14RCC一覧表をご参照下さい。 

本組織は安城市の私立幼稚園に通園する園児に対し、知能・精神・身体の健全なる成長を

促すための環境整備を目的に事業を行う。 

本年度の RCCの具体的な活動内容を記載して下さい。 

2016 年 4 月に各園に日除け用のパラソルを配布予定。 

暑い夏でもパラソルがある事により、園児が元気良く外で遊ぶ事が出来、園児の健やかな

成長に繋がります。 



貴クラブは RCC とどのような関わり方をされていますか？ 

また、RCC の活動をクラブに周知する為の方策をとられてますか？ 

（例）RCC隊員を例会に招待し活動報告してもらった･･･など 

例年、社会奉仕委員長が安城市私立幼稚園連盟の総会に参加し、そこで園に必要とされて

いる物を調査し、その後、必要物を園に提供します。 

毎年 1 回、例会で「RCC 事業報告」という名目で、隊長の岩瀬せつ子氏の卓話を行って

います。 

RCCについて気づいた点があればお書きください。 

 

 



これ以降の回答内容は地区委員会内部資料としてお聞きするもので、公開資料には掲載致

しません。 貴クラブが RCC を継続するにあたり、どの程度の費用を拠出（支援）してい

るかの実態を把握することで、今後新たな RCC の提唱を推進する為の資料とさせて頂きま

す。 

 

本年度 RCC に関する拠出金（支援金）について出来るだけ具体的にお聞かせ下さい。 

拠出金の内訳 金額 

パラソル 9 本  

名入れ代  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

総額  

 

RCCに関する拠出金（支援金）についてご意見があればお聞かせ下さい。 

 

ご協力有難うございました。 



 



国際ロータリー第 2760 地区 2015-16 年度 

ロータリー地域社会共同隊(RCC)活動報告書 

 

RCC名： 愛ポート’05 RCC   

RCC隊長名： 久保 邦恵   

RCC隊員数： 10 人    

提唱ロータリークラブ： 岡崎南 ロータリークラブ   

RCC担当委員会名： 社会奉仕 委員会    

委員長名： 三浦 勝美   

貴クラブ提唱 RCC の活動目的は？  ※2013-14RCC一覧表をご参照下さい。 

本組織は視覚に障がいがある人が地域社会で活き活きとくらすことが出来るための支援を

目的に事業を行う。 

本年度の RCCの具体的な活動内容を記載して下さい。 

平成 27 年 

 6 月  ファーマーズマーケットバザー参加、講演会と歩行訓練参加、誕生会、 

     小久井農場見学 

 7 月  お楽しみ会、買い物体験 

 8 月  サマースクール（岡崎城西高校インターアクトクラブの協力でイオン散策） 

     竜美南町内夏祭りバザー参加、誕生会、小久井農場見学、 

３Ｂ体操実施（南部市民センター） 

 9 月  避難訓練実施、誕生会、歓迎会 

 10 月  岡崎市障がい者福祉団体主催ふれあいバザー参加（イオンセントラルコート）、 

     竜美学区福祉祭りバザー参加、味噌工場見学、小久井農場見学、 

     よりなん感謝祭バザー参加 

 11 月  りぶら祭りバザー参加、講演会と歩行訓練参加、誕生会、歓迎会 

 12 月  市民クリスマスバザー参加、誕生会、餅つき参加（あすなろさん）、 

     クリスマス会（カラオケ） 

平成 28 年 

 1 月  誕生会、むらさきかんバザー参加、ソニーバザー参加、 

サーカス観戦（岡崎市招待） 

 2 月  豆まき 

 3 月  ＮＰＯ四ツ葉の会わいわい祭りバザー参加、歓迎会 

☆毎月 11 日 イオンイエローシートキャンペーン参加 

☆毎月 1 回 職員ミーティング・メンバー（利用者）ミーティング 

☆必要に応じて自主製品制作         

  

貴クラブは RCC とどのような関わり方をされていますか？ 

また、RCC の活動をクラブに周知する為の方策をとられてますか？ 

（例）RCC隊員を例会に招待し活動報告してもらった･･･など 



 

例会に久保邦恵隊長を招待し、活動報告をして頂いた。その例会で、活動支援金の募金を

した。 

社会奉仕委員会で、ＲＣＣ活動について議論した。 

                  

  

RCCについて気づいた点があればお書きください。 
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