RI 第２５００地区社会奉仕委員会アンケートの結果御報告
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今年度の地区社会奉仕委員会の活動計画として、８月に RI 第２５００地区の各クラブの
社会奉仕委員長の方々に社会奉仕活動のアンケートをお送り致しましたところ、９月以降
もアンケートを頂き、合計４２のクラブからアンケートの御回答を頂きまして、誠に有難
うございました。
改めてここにアンケート結果をご報告させて頂きます。各クラブの委員長の方から自ク
ラブの社会奉仕活動に関しまして、具体的な御回答を頂きまして有難うございました。こ
のアンケート結果を基に致しまして、今後、委員会として皆様方のお役に立てる情報を発
信させていければと思っておりますと共に、地区内のクラブでお互いに参考にしていただ
けましたら幸いです。
また、各クラブの活動内容につきまして、「ロータリーの友」やガバナー月信に掲載す
る機会を作ってゆきたいと考えております。ご承諾頂けました担当者の方々には、お忙し
いところ恐れ入りますが、掲載原稿につきましてご依頼申し上げる事があるかと思います
が、その節は何卒宜しくお願い申し上げます。

２０１５年～２０１６年度ＲＩ第２５００地区社会奉仕委員会アンケート結果。
＜質問項目＞
Ａ）今年度の貴クラブの社会奉仕活動について教えてください
１）奉仕活動の名称（単年度事業は（単）と、継続事業は（継）とお書きください）
２）各奉仕活動の奉仕対象者（もしくは団体）、時期、予定参加人数を教えてください
＜御回答＞
第１分区
１）利尻ＲＣ
１．ロータリー憩いの広場の花壇整備と会津藩士碑慰霊祭の執行（継）
時期：５月上旬～８月中旬
参加人数：１５～２０名
２．職業奉仕賞の贈呈（継）
時期：１０月
対象人数：１～２名
３．介護施設の慰問や、新入学中学生へ図書券贈呈（継）
時期：１１月と３月
対象人数：５０～８０名
４．新就職者を励ます会の開催（継）
時期：４月上旬
対象人数：１０名程度
２）利尻島ＲＣ
１．老人ホームほのぼの荘慰問（老人ホーム入居者）（継）
時期：毎年２月
参加人数：５名
２．クリーンキャンペーン参加（町内一斉清掃）（継）
時期：毎年５月
参加人数：１０名
３．みどり豊かな町づくり参加（町内運動公園の植栽保護継続）（継）
時期：毎年５月
参加人数：１０名
４．歳末助け合いへの寄付、チャリティーパーティーへの参加（社会福祉協議会）（継）
時期：毎年１２月
参加人数：１５名
３）豊富ＲＣ
１．年３回（春、夏、秋）の交通安全運動への参加（継）
時期：毎年３回、交通安全運動期間中
参加人数：各自２回街頭啓発をする
２．ロータリー文庫への図書購入資金の寄贈（継：今年で２５～２６年）
（毎年５万円を町教育委員会へ寄贈する）
３．ロータリーの森、桜の木の整備、巣箱の清掃（継：１９９３年より）
時期：毎年１０月（於サロベツカントリークラブ）
４．青少年育成プロジェクト（中学校軟式野球大会）に取り組む（豊富ロータリークラブ
杯）（継）

時期：５月

管内と天塩町の中学校チームが豊富ロータリークラブ杯として行っ
ている（２０１２年春から）

４）稚内ＲＣ
１．交通安全運動、街頭啓発参加（継）
時期：毎年５、９月
稚内市
参加人数：１０名
２．市民植樹祭参加、苗木の贈呈（継）
時期：毎年５月
稚内市
参加人数：１０名
３．稚内港の海底清掃（潜水業、福井会員の逝去で中断）
４．職業、社会奉仕賞の選定（継）
第２分区
５）美深ＲＣ
１．ロータリーの森清掃保全活動（継）
時期：５月
参加人数：ロータリークラブ会員２０名程で実施
２．学童等へのロータリー文庫寄贈（継）
（町内小学校へ図書券の寄贈）
３．交通安全啓発等地域安全の推進（継）
時期：９月 交通安全週間に合わせて啓発
（国道４０号線で通過車両に対し交通安全啓発）
４．その他
６）名寄ＲＣ
１．交通安全運動への参加協力（継）
時期：９月２９日 国道通行車両搭乗者に対し
参加人数：５０名
２．名寄市スキーパトロール赤十字奉仕団への支援活動（継）
時期：未定
参加人数：４名
３．公共施設（公園）の清掃活動（継）
時期：５月１７日 対象施設：名寄市南広場
参加人数：５０名
４．森林再生のための植樹に参加協力（継）
時期：未定 「未来（あした）の森づくり」実行委員会
参加人数：５名
第３分区
７）旭川ＲＣ
１．防犯パトロール（継）
時期：７月２０日
参加人数：２０～３０人
２．ごみのポイ捨て禁止運動春季街頭啓発及びごみ拾いへの参加（継）
時期：４月
参加人数：２０～３０人
８）旭川東ＲＣ
１．旭川日赤病院でのロビーコンサート（継）
（旭川市緑ヶ丘中学校吹奏部）
２．旭川平和通り界隈清掃活動
９）旭川北ＲＣ
１．子供達とのふれあい事業（継）
時期：９月予定 旭川育児院の子供たち
２．市内ゴミ拾い事業への参加（継）
時期：１０月予定
３．ゴミのポイ捨て禁止啓発運動への参加（継）
時期：４月予定
１０）旭川西ＲＣ
１．ごみのポイ捨て禁止運動（継）
時期：年２回、街頭啓発及びごみ拾いに参加

参加人数：１０名
参加人数：１５名
参加人数：１５名

９月２８日（参加人数：１９名）
４月１９日（参加人数：２３名）

２．旭川彫刻フェスタ事業への協力（継）
時期：１０月予定
彫刻フェスタ事業協力として参加及び寄付

１１）旭川東北ＲＣ
１．地域社会において今何が求められているのか、何ができるのかを考えて行動したい
（継）
２．交通安全、事故防止への対策（単）
３．青少年のニーズや問題点を研究して積極的に関心を持つこと（継）
４．人間尊重、環境保全に対する意識の高揚を図ってゆく（継）
５．旭川市ゴミポイ捨て禁止運動への参加
時期：４月
参加人数：５～６名
６．旭大高ＩＡクラブ合同清掃への参加
時期：１０月 参加人数：３～４名
１２）旭川モーニングＲＣ
１．いのちの電話への支援活動（資金支援）
２．ごみのポイ捨て禁止運動への参加
時期：春と秋の２回
３．公園ベンチ等のボランティア塗装
時期：毎年６月 建築士事務所協会と協賛参加

参加人数：１０～１５名
参加人数：１２～１５名

１３）旭川空港ＲＣ
１．空港まつりのお手伝い（旭川市）（継）
時期：９月１３日
参加人数：１０名
２．交通安全キャンペーンの参加（東神楽商工会）（継）
時期：９月２９日
参加人数：１０名
１４）美瑛ＲＣ
１．植樹活動の実施
時期：５月下旬
参加人数：全会員
２．鮭の稚魚放流
時期：４月中旬
参加人数：全会員と地元の小学生
３．地域社会でのボランティア活動、イベント等の奉仕活動に積極的に参加する
１）どかんと農業まつり参加（地域のイベント） 参加人数：全会員
２）美瑛ライオンズクラブ主催のカントリー作戦に参加
参加人数：都合のつく会
員
３）出合いふれあいまつりに出店（ヨーヨーつり、スーパーボールすくい）
同上
４）世界で最も美しい村連合等の行事に参加
参加人数：一部会員
１５）上川ＲＣ
１．上川町「エスポワールの鐘」清掃奉仕（継）
時期：７月下旬
２．各種災害義援金奉仕（継）
時期：随時
３．層雲峡氷瀑祭り協賛（継）
時期：２月
協賛金

参加人数：１２名

１６）北海道２５００ロータリーＥクラブ
単年度事業、継続年度事業ともに具体的な活動計画はまだ無いのが現状です
第４分区
１７）紋別ＲＣ
１．交通安全運動に対する支援
時期：市の交通安全運動期間に準ずる
２．インターアクトクラブへの支援
時期：随時
１８）紋別港ＲＣ
１．ライラセミナー（継）
時期：９月４～６日
２．紋別地区交通安全推進運動（継）
時期：四半期ごと
３．商店街、地域イベントへの協賛および手伝い
時期：イベントごと

参加人数：１名
参加人数：３～５名
参加人数：３～５名

１９）中湧別ＲＣ
１．交通安全に対する啓蒙運動（継）
ライオンズクラブ他交通安全協会と共に活動
２．環境保全に対する例会卓話（継）
第５分区
２０）網走ＲＣ
１．オホーツク網走マラソンのボランティア（単）
２．北見ファミリーランドのバス旅行（継）

参加人数：７～８名

参加人数：３０名
参加人数：１０名

３．ふれあいクリスマスパーティーの参加（継）
４．障がい者施設での社会奉仕の実践（継）

参加人数：１０名
参加人数：４０名

２１）美幌ＲＣ
１．交通安全街頭啓発運動への参加（継）
時期：４月～１１月迄月２回 交通安全推進委員会より参加依頼 参加人数：１０名
程
２．美幌峠清掃への参加（継）
時期：５月の峠開きに合わせクリーンデーに参加
参加人数：１０～１５名程
３．柏ケ丘公園清掃・花壇整備
５月例会プログラムとして実施
参加人数：３０名前後
４．新年例会にて町内団体への寄付（継）（金額は５万円、寄付先は単年度で決定）
新年例会にお招きして、贈呈セレモニーを行います（例：図書館へ図書購入資金とし
て、
役場防災担当へ防災用品資金として、保護司会へ更生保護のため、美幌高校へ部活動
の支援など、 毎年地域調査を行い様々なところへ寄付をしています。）
２２）北見ＲＣ
１、赤い羽根共同募金活動（継）
時期：１０月
中央共同募金会へ
２．市民植樹祭（継）
時期：５月
緑と花の市民の会
３．北海道クリーン作戦への参加（継）
時期：１年間（春～秋）
北見市
４．ボースカウトへの援助（継）
時期：８月
寄付のみ

参加人数：２名
参加人数：４名
企業単位で河川敷の空き缶回収など

２３）北見西ＲＣ
１．「第３３回北見市ふれあい広場」への参加、出店
時期：８月２２日～２３日 参加出店による売上金を社会福祉協会へ寄附
参加人数：２０名程
２．赤い羽根募金、歳末助け合い募金（共に社会福祉協会へ）
時期：１０月による街頭啓発活動
参加人数：１０名程
時期：１２月クラブ例会内にて
３．市民植樹祭への参加
時期：５月くらい（市で行われる植樹祭へ参加）
参加人数：８名程
４．北見クリーン作戦への参加（北見小さな親切活動団体の街頭啓発活動へ参加）
時期：毎年６月くらい
参加人数：８名程
２４）清里ＲＣ
１．交通安全啓発事業（継）
時期：１０月
２．春の道々清掃（継）
時期：５月
３．植樹祭（継）
時期：６月

参加人数：３０名前後
参加人数：２０数名
参加人数：２０数名

２５）留辺蘂ＲＣ
１．秋祭りチャリティーバザー（継）
時期：９月
２．新学期の交通安全街頭指導（継）
時期：４月
３．ボースカウト、更生保護協会への支援（継）
４．地域環境の把握とエコ意識啓蒙（継）

参加人数：３０名
参加人数：５０名
参加人数：３０名
参加人数：３０名

２６）斜里ＲＣ
１．斜里町社会福祉協議会主催の「ふれあいタウン斜里」への参加（継）
時期：８月２日
参加人数：２０名
２．斜里町交通安全協会の協力を得、「バイクの日」における交通事故防止のための旗波
作戦を実施する（継）
時期：８月１９日
参加人数：２６名
３．斜里福祉会「日の出学園」での苗木の植樹と園生と交流食事会を実施する（継）
時期：５月１１日
参加人数：２５名程度
４．斜里ローターアクトとの協働による植樹（単）
時期：５月末
参加人数：２０名程度
５．斜里町の福祉団体に対する寄付活動（継）
時期：４月予定
参加人数：会長、幹事、委員
長
第６分区
２７）広尾ＲＣ
１．わんぱく自然体験塾の共同開催（継）
小学校高学年生徒と国立日高青少年の家に於いて、平成４年以来２４年間
本年は７月３０～３１日に行われ、生徒２６名＋１０名、合わせて３６名の参加。
「川下り」「キャンプファイアー」等、子供達にとって一生の思い出となる行事。
広尾クラブからは魚井会員（８０歳）を筆頭に一緒に合宿する
２．第３７回日勝少年野球大会（ＲＩ７５周年記念事業）（継）
日高管内と南十勝の少年野球チームが、１９８２年より（ＲＩ創立７５周年記念
事として）始める。本年度参加チーム８チームと最小。最大１４チームの参加で
選手、応援団、ロータリアン関係者合わせて、毎年動員数４００～６００人程度。
３７年間で大凡延２万人を超えたイベントになっている。
３．新入学児童への防犯ブザーの贈呈（継）
町内で２校の新入学児童に防犯ベルを贈呈≒５０を超える。
ロータリアンが入学式に参加。平成１８年度以前はランドセルカバー、以後防犯ベ
ル。
４．広尾町植樹祭へのメンバー参加（継）
毎年行われている当クラブ他広尾町等各団体合わせて２００名を超える参加。
町の施設及びサンタランド等に植樹を行ってきた。合せて苗木の寄贈も行っている。
２８）上士幌ＲＣ
１．上士幌町青少年を守る会、（花火大会）（盆踊り大会）夜間巡視、巡回（継）
時期：８月７日花火大会午後２１時～ ８月１８日盆踊り大会午後２１時～
両者とも参加予定人数：３名
２．商工生涯祭り、餅つき、試飲奉仕（ライオンズクラブと１年交代）本年度はＲＣ
（継）
参加人数：全会員、家族予定で２６名
３．認定子供園（保育園）クリスマスプレゼント（継）
４．認定子供園（保育園）カラクリ時計贈呈（単）
５．新入学１年生に交通安全黄色の帽子寄贈（ロータリーマーク入り）（継）
６．保育所園児に（運動用帽子）赤、白、青等を寄贈（継）
２９）帯広ＲＣ
１．地域の清掃（単）
時期：１０月２１日 帯広市（児童会館）（昨年度、国際ロータリーで日時計を
寄贈したので、その周辺の清掃）
参加人数：４０名くらい
２．市の施設パーゴラへの植樹、ベンチ寄贈（継）

１０月中旬
帯広市（十勝プラザ） （昨年度８０周年でパーゴラを寄贈。
冬期だったため、今年度、植樹。ベンチを寄贈することになりました。）
３０）帯広西ＲＣ
１．義歯の名前入れ（継）
老人福祉施設へ
２．植樹活動（継）
市内保育園へ
３１）帯広東ＲＣ
１．「道の日」道路清掃（継）
３２）帯広南ＲＣ
１．エコフレンズ －清掃ボランティア－（単）
時期：９月
帯広市
２．十勝地区障がい者水泳懇話会活動支援（継）
時期：１０月 十勝地区障がい者水泳懇話会

参加人数：７０人
参加人数：７０人

３３）清水ＲＣ
１．“ロータリーの森”植樹育成（５０年以上継続）
２．清水町クリーンディの参加（毎年５月全町民に呼び掛けており当クラブ１５年以余継
続参加）
３．春・秋交通安全キャンペーン協力（国道にて旗波作戦を行っている）
４．福祉施設慰問（タオル贈呈、３０年来継続。会員宅より収集している）
５．「カリヨン」コーヒー券チケット購入協力
６．障害児ともに園への支援と共に当クラブ例会場作りを協力してもらっている
（園生、１０名くらい）
７．ライラセミナー参加 会員職場より２名。例年参加している
第７分区
３４）釧路ＲＣ
１．釧路交響楽団の応援（継）
時期：通常年２回

参加人数：全員参加

３５）釧路東ＲＣ
１．ロータリーの森（交通安全看板設置）育成管理（継）
時期：５月・７月
会員所属の社有地の林地
参加人数：１０～１５名
２．アオダモの森育成管理（継）
時期：５月・７月
釧路市
参加人数：１０～１５名
３．千代の浦マリンパークの清掃奉仕（継）
時期：５月・７月
釧路市
参加人数：１０～１５名
４．シルバーゴルフ大会（継）
時期：５月・７月
地域住民
参加人数：１０名程度
（ＰＧ競技者は１２０名程度）
３６）釧路北ＲＣ
１．ＩＤスポーツ大会
釧路市社会福祉協議会
３７）釧路西ＲＣ
１．クリスマス家族会におけるチャリティーオークション（継）
時期：１２月
都度益金を地域の社会奉仕団体・法人へ寄附
２．献血奉仕活動（継）
時期：年２回（上・下期） 釧路血液センターに労働奉仕 参加人数：１０ 名程
度
３．大楽毛海岸ハマナス修復事業（継）
時期：７月上旬 釧路市自然保護担当課に労働奉仕
参加人数：１０名程
度
４．釧路西ロータリークラブ会長杯少年柔道大会（継）
同
小学生バレーボール大会（継）

時期：未定（各年１回）
度

地域の小・中・高生が対象

参加人数：１０名程

３８）釧路ベイＲＣ
１．「こども夢計画」（継）
釧路市こども遊学館とベイクラブとの教育連携事業で、地区の子供たちがロボッ
ト教育に参加し、定期的に開催されています。
第８分区
３９）厚岸ＲＣ
１．町内防犯状況について（継）
対象者：町民
時期：１１月
２．四つのテスト子供版連絡袋贈呈（継）
対象者：町内小学生
時期：３月
３．交通安全祈願例会（継）
対象者：町民
時期：３月
４．町民の森植樹祭の参加（継）
対象者：町民
時期：６月

参加人数：１０名
参加人数：１０名
参加人数：１０名
参加人数：１０名

４０）別海ＲＣ
１．優良奉仕者・団体表彰（継）
時期：１０月
別海町内の児童・生徒・一般人対象
２．「にれの里」環境整備
時期：４月～１０月
桜公園の整備
参加人数：RC クラブ員が２０名、スケート少年団員の父母：２０名
３．交通安全啓もう活動（春の街頭啓発、秋の街頭啓発、交通安全パレード参加）（継）
時期：交通安全啓もう運動：春（４月）秋（９月）、 交通安全パレード（６
月）
参加人数：１００～２００名
４．森林育成イベント植樹際等への協力（継）
時期：５月
参加人数：３００名
４１）根室ＲＣ
１．社会功労顕彰（継）
時期；１０月
根室市内企業
２．外来植物駆除奉仕（継）
時期：７月
根室市春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンター 参加人数：３０
名
３．「かに祭り」販売コーナー運営（継）
時期：９月
かに祭り実行委員会
参加人数：１５
名
４．ロータリーの森植栽事業（継）
時期：５月
独自事業
参加人数：４０名
４２）根室西ＲＣ
１．ロータリーデー「合唱のつどい」（継）
時期：１１月１５日開催予定
市内小・中学校１４校の選抜メンバー及び他団
体
参加人数：総勢８００人規模
２．地域社会へ貢献している個人・団体への顕彰（継）
時期：１１月２０日予定
対象：１～３個人、１～２団体
３．福祉事業のお手伝い（新）
時期：９月１３日
すずらん学園
参加人数：会員２０名程度
４．高規格救急自動車への備品購入助成（継）
時期：１２月下旬 根室市消防本部
参加人数：会長・幹事・社会奉仕委員長
他
５．運動公園・西ロータリークラブの森の整備（継）
時期：６月１０日
参加人数：会員全員

＜質問項目＞および＜御回答＞
３）社会奉仕活動事業を立案するに当たって、地域調査を実施しますか
する：１６クラブ
しない：２４クラブ
未回答：２クラブ
４）プロジェクトの選定には、ロータリーの重点分野を考慮しますか
する：２９クラブ
しない：８クラブ
未回答：５クラブ
５）社会奉仕事業にロータリー財団の補助金を活用していますか
ある：１６クラブ
ない：２４クラブ
未回答：２クラブ
６）社会奉仕事業の活動計画に何か情報網を活用されていますか
する：１０クラブ
しない：２９クラブ
未回答：３クラブ

