2017-18年度 2820地区 クラブ事業一覧（2018年アンケート調査より）
作成 2018-19年度 2820地区 社会奉仕委員会
クラブ名

会員数

奉仕

事業名

新規／継続

職場見学
職業

対象地区・人数

補助金

JX金属

表彰式

事業内容
JX金属訪問。日鉱記念館を見学後、リサイクル業務を行う現場を見学し実際にリサイクルし
た金塊と銀塊を拝見した
会員から11名の推薦を頂き、表彰した

出前講座

日立市十王中学校1年生

大工、警察官、トリマー、歯科医師、看護師、スポーツ選手を派遣し開催した

2RC

下館RC ネパール貧困児童への学用品援助

タイ3350地区パツムワンRC

GG1746193"Love Reading Love Rotary Ⅱ"贈呈式参加（2017/7/7）

日立市へ聴覚障害者への歩調支援機の寄贈
社会奉仕担当例会の実施
社会 第52回ふれあい運動会への支援
日立市美術展への資金協力
日立

72

他団体への資金協力と支援
世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ 支援
国際 グローバルグラント事業への取り組み

青少年

G

地域国際交流活動への協力

国際交流ボランティアネットワークさくらへの協賛

例会卓話

第1回「日立地区の公共交通の現状について」（2017/9/19）

少年野球教室

2回/年（1回目 12/7）

ローターアクト例会参加

2回/月

日立理科クラブへの支援

継続

水ロケット大会 ※台風の為中止

関係諸団体への協力

国際ボランティアさくら、日立青少年育成協議会、水ロケット大会、日立郷土かるた大会

優良従業員表

6社7名の表彰がありました。どなたも勤労意欲旺盛で、勤労態度も真面目であり、厚い信望
のある方々で積極的で自らのアイディアを活かしながら職場に貢献されてす

職場訪問
（職業・社会奉仕合同）

今年は当クラブが長きに渡り支援している障害者就労支援施設「しいの木学園」を訪問、見
学いたしました。施設運営の内容は「一般企業等に就職することが困難な知的障害者に作業
を提供し、収入の道を開きながら自立と自活に必要な支援を行う」施設であり地区補助金も
有効に利用させていただき今年は木工工作に使う電動工具を進呈いたしました。施設長の話
を聞きながら施設の現況報告も交えながら今後の抱負についても話し合いを行いました。これ
からもRCとして何が出来るのかクラブ内で話し合い今後に繋げていきます

職業

地区 障害者就労支援施設「しいの木学園」

社会

姉妹クラブ ワイキキRC
短期交換留学生

毎年ハワイのワイキキRCと一ヶ月ずつ短期交換留学生を行っています。今回も明秀学園日
立高等学校の生徒が選ばれました。人生を変えるような貴重な経験を若者に味わってもらい
たい。そんな思いをかたちにした当クラブ独自の短期交換留学生制度です

姉妹クラブ ワイキキRC
IFF（インターフードフェスティバル）参加

毎年10月あたりのワイキキRCの事業でインターフードフェスティバルがワイキキで行われま
す。当クラブでは今年で10年目となる国際親睦の柱となる事柄で木本ガバナー補佐をはじめ
鈴木会長率いる10名の参加者で参加いたしました。IFFの中でオークションがありますが売上
金はワイキキRC の資金源になりますので、 親睦と奉仕という様々な観点からもこれからも参
加する意義はあると思います

県北ローターアクトクラブと地元のお祭り出店
【よかっぺまつりへの出店】

当クラブのお祭りで県北ローターアクトクラブのメンバーと共に地域の盛り上げに貢献。売り上げ
金はRACの事業資金に進呈して同時にRACのポリオ募金を行い25,688円を財団へ。売り上
げの1部を熊本大分の災害義援金と して送付。地元にロータリークラブの広報にも貢献出来
たのではないかと思います

国際
日立南 30

玉造RC MOTTAINAI PUROJECT 2017

青少年

日立南ロータリークラブ主催
「親子でふれあうパンポン大会」
県北RACの例会出席

パンポン：茨城県日立市で生まれた球技。日立製
作所日立工場で1922年頃に始められた。木の板
で作られた「ラケット」と同じく木製の「ネット」で行う
テニスと卓球に似た球技で、軟式テニス用のゴム
ボールを用いる。

日立南ロータリークラブ主催で「親子でふれあうパンポン大会」を11月20日（日）に油縄子小
学校体育館にて開催いたしました。参加した親子共々、真剣なまなざしで行っていました。ス
ポーツを通じ普段ではやりとり出来ないコミュニケーションの機会を作れたこと、設営を通じ会
員一人一人が親睦を深めることが出来たこと、とても貴重な経験でした。

職業 出前講座
（職業・青少年奉仕共同事業）
青少年

高萩

29
社会

継続

ロータリー杯 少年柔道大会（北茨城RCと共同主催）

高萩中学校 秋山中学校

北茨城市・高萩市・日立市（十王町）の小中学生 県北の小・中学生の柔道大会

英語スピーチコンテスト

高萩市幼児・小中学生の英語の発表

のぼり旗計画

公共イメージのため作成。柔道大会や英語スピーチコンテストで活用

植樹計画

国有地払い下げの君田地区に植樹（予定）
大子RC

国際 世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）

鹿島中央RC

職場見学
職業

北茨城 27

中学1年生対象。2時間の授業。総合学習。テーマ「職業の意義と喜び」。クラブ会員の従業
員でそれぞれの中学校を卒業したOBをパネラーとして体験等をスピーチして頂き、参加した
生徒たちから質問を受けたりする

市内の企業

市内の企業を訪問し職場見学を実施
北茨城市内団体に対し職業奉仕への貢献に表彰を行うべく研究を行った。将来的にエント
リー制で各団体参加の下、実施したいと考えます

職場奉仕表彰・研究

社会 チャレンジ仕事アラカルト

県立北茨城特別支援学校 中学部対象

職業体験授業

国際 北茨城市子供未来英語プロジェクト

北茨城市内小学校

「チャンツCD」を配布し、毎日校内放送で流し自然に英語になじんでもらう

青少年

ロータリー杯 少年柔道大会
（高萩RCと共同主催）

北茨城市、高萩市、日立市（十王町）、いわき市
県北の小・中学生の柔道大会
小・中学生

ロータリー杯 ソフトテニス大会
ロータリー杯 軟式野球大会

北茨城市、高萩市、日立市（十王町）、いわき市 ソフトテニス大会の開催
中学生
軟式野球大会の開催

近県北茨城剣道大会

茨城県内・いわき市内 小・中学生

職業 優良従業員・地域ボランティア表彰

10/27 地域ボランティア5名の表彰。当日卓話「常陸太陽の家」小又克也・菊池祐二様に
日立太陽の家の歴史・概要と日立市しいの木学園についてお話をいただき、職業奉仕活動に
ついて理解を深めた

継続

8/27 街頭キャンペーンを実施した 台風の影響で生憎の空模様であったが、生徒たちや
茨城キリスト学園IAC委員、PTA、茨城県北RAC、
ロータリーアンの熱心な呼びかけに市民の関心度も高く、42,315円の募金が集まり、「ダメ。
県薬物乱用防止指導協会
ゼッタイ。」国際支援募金事務局に送金した

社会 薬物乱用防止街頭キャンペーン
日立港 41
国際

青少年

タイからの留学生ジーンさんに何回か例会に出席してスピーチして頂いた。クリスマスパー
ティーイベントにも参加して頂いた。身近なところで国際交流と親善を実施する事ができた

タイからの長期交換留学生ジーンさんとの交流
世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）

3RC

3プロジェクト（各1万円）

ふれあい海と山のこどもたち

日立市立水木小学校・常陸太田市立金砂郷小
学校児童75人 PTA他大人160人

7/9 日立市立水木小学校と常陸太田市立金砂郷小学校における地域間交流事業の支援
として「ふれあい海と山のこどもたち」交流会に参画。RCは昼食時に焼きそばとかき氷の差入
れを行い好評を得た

（株）亀屋工業所

（株）亀屋工業所（会員事業所）への工場内の製造工程、製造内容を中心に見学

職業 職場見学

社会

剣道大会の開催

きららの里整備

継続

未実施

介護予防

新規

近年社会問題となりつつある医療費削減に対し国県市で力を入れている介護要望事業に注
目し、全国で注目を浴びつつあるシルバーリハビリ体操の事業費補助を行い、市内の体操指
導会のサポートを行った

日立北 37
国際 ストリートチルドレンスクール慰問

青少年

名球会江藤慎一杯少年野球大会

マニラ パンダイピラRC

地区 日立市内少年野球チーム団員・家族

3810地区パンダイピラRCと姉妹提携をしており、毎年ストリートチルドレンスクールを慰問し、
子ども達に文具・お菓子等をプレゼントしている。2017/6にはパンダイピラRC40周年記念イベ
ントへ6名で参加（次年度も11月に行く予定）
大会に向けての練習意欲向上と練習の成果を発揮する場所を提供。地元放送局と地元紙
によるPR記事掲載。開会・閉会式を通じ挨拶・礼儀・体育の大切さを伝える事

会員相互理解のための仕事やプライベートのリレー卓話を実施。卓話内容を会報に掲載し、
将来的には会員名簿に反映させる

職業 会員相互理解のための職業及び自己紹介リレー卓話

日立中央 19

社会 第13回ひたち郷土かるた大会

市内5RCと市青少年育成推進会議の共催

会場：日立さくらアリーナ 参加者：3人一組 72チーム 216名

国際 世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）

大子RC

タイ東北・農村部の小学校へ『浄水器支援事業』へ10,000円賛助

青少年

「子ども１１０番電話相談案内」のチラシ作成

地区

職業 職場訪問
那珂湊 28

｢子ども１１０番電話相談案内｣のチラシを35,000枚作成、3年ごとに市内小・中学生とその保
護者及び青少年関連施設配布。今年は、作成年度で地区補助金を利用。制作の主旨は、
教育機関・警察・保健所など個別の案内を、トータル的にまとめ、利用しやすくすること、縦割
り行政のつなぎ役として、ネットワークづくりをすること
茨城県盲導犬協会

市内にある盲導犬育成施設にて盲導犬の訓練内容や協会の運営方針などを映像を交えな
がら説明を受けた

社会 福祉作業所との親睦ボウリング大会

福祉作業所通所者との交流を兼ねてボウリング大会を行う

国際 基隆RCとの交流会

台湾の基隆RCが周年事業のPRの為、来日し交流会を行う

青少年

青少年防犯対策講演会

職業 職場訪問

那珂湊高校

近年増加しているスマートフォンやインターネット犯罪から身を守るための防犯対策講演会を
那珂湊高校にて開催する

若宮八幡宮

会員の若宮八幡宮に訪問し正式参拝を実施。和田宮司（会員）からの卓話

献血運動

日本赤十字社と協力して献血運動

植樹活動

地区

道の駅にオガタマの苗木を植樹

社会 身障者支援募金活動

おおた秋祭りにて身障者支援募金活動の実施。茨城新聞社に寄付

食育の講演会
常陸太田 32

市民200名以上

中学生硬式野球倶楽部発足への協賛

「自分で作る弁当の日」提唱者の竹下和男先生の講演会を主催
野球道具を贈呈
国際奉仕の基本について

国際 大子RC大藤博文様からの卓話

この指とまれプロジェクトについて
大子RC「タイ東北農村部の小学校へ浄水器支援事業」報告

青少年

市内中学生ソフトテニス大会（主催）

継続

第40回中学生ソフトテニス大会を主催（6名の中学生が運営に携わる）

青少年の主張弁論大会（主催）

継続

2019常陸太田市中学生青少年の主張弁論大会の主催

職業 職場訪問
社会
大子

27

茨城県道路里親制度
久慈川に稚魚放流

国際 世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （提唱）
青少年

（株）奥久慈ファーム

中高生の主張大会
子ども会創作活動

4/15 予定
10/26 大子町内の道路清掃

大子保育園児・池田保育園児 約50人
タイ東北農村部の小学校への浄水器支援事業

3/29 園児50人とロータリアンでサケの稚魚を久慈川へ放流
2/22～26 タイ北部小学校5校へ5基の浄水器を設置
8/22 町内の中高生10名にロータリーオリジナルの盾を贈呈
大子RCオリジナル金と銀の鉛筆を贈呈

職業 職場訪問

明治と幕末の博物館

明治維新の水戸藩のかかわりや地域歴史を博物館運営の視点より会員各位で研修をした
29/7/2 クリーンアップ大洗への参加
29/11、30/2 水戸木戸房池里山整備事業
30/3 社会奉仕フォーラムの開催

社会

地域社会共生し、感謝される奉仕活動を計画・実行

30/4 大洗町交通パレードの参加
30/4 水辺プラザの桜の整備
大洗町芸術文化協議会への協賛
その他RCメンバーからの提案事項

大洗RC 30

発達障害児の親子の子育て支援事業
（社会・青少年奉仕合同）

研修を受けた指導者によるスキルトレーニング。体験学習プログラムを通じて児童同士、父兄
同士の懇親会、懇談会を年5回開催

継続

中学野球大会
青少年

国際

石井藤吉郎杯中学野球大会の協賛

青少年奉仕フォーラムの実施
ライラ協力

10月7・8 ・9日に茨城県立児童センターこどもの城で行われるライラを重点事業に位置付
け、8日の大洗磯前神社清掃の参加を進める

清掃活動

大洗磯前神社清掃活動

世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）

大子RC

大子RC この指とまれ協力

国際交流事業 大洗町国際交流協会協賛

大洗町国際交流協会

大洗町国際交流協会への協賛

職業 高齢者施設向け健康体操の実施
社会
勝田

28

理学療法士を招いてロコモ体操などの健康体操の実施

茨城大学附属特別支援学校への写真技術指導、指
導者育成プログラム

茨城大学水戸キャンパス内図書館展示ブースに於いてきらりアート展を開催。今年からは、
支援学校の先生と共に茨城大学の教育学部の学生にも年5回、写真技術指導を実施

国際 なし
青少年

自然体験キャンプ

職場訪問
職業 （インターアクト委員会共催）

旧勝田市内の小学生５．６年生を対象

木内酒造 会員参加14名、インターアクト24名、 当クラブ会員様企業（木内酒造）を訪問し、異業種に対する理解、認識の拡大により、職業に
合計38名での訪問
おける奉仕の精神、意識の向上を得るものとし活動いたしました

会員卓話

職業（生業）に沿った卓話を会員より提供して頂いている

社会福祉支援事業

児童養護施設『チルドレンズホーム支援活動』：中庭整備・グランド整備

社会 地域発展支援事業

なかひまわりフェスティバル：模擬展示店

地域環境支援事業
東海那珂 44

世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）
国際

青少年

5月に実施予定 旧勝田市内の小学生5・6年生を対象に里美村での自然体験キャンプを開
催。市の青少年課の事業に後援

ロータリーの森整備：草刈り、ベンチ塗装、ロータリーマーク取付
2RC

2プロジェクト

ネパール支援

サンサリマイ中学校のデグナス先生と生徒のビシャール君（中3年生）を日本に招き、会員と
の交流、大洗小学校、東海中学校、筑波大学の訪問、教育現場を体験した

防犯パトロール実施

7/19～9/13の間、防犯パトロールを実施。参加者はPTA及び学校関係者と一緒に5名/
チーム体制に分かれ、学生の夏休み期間でもあり昼、夜間の2部制で巡回し、公園に1人で
いる子供には「どうしたの？」と、夜間、複数で集まっていた学生には「遅くならないうちに帰宅
してね」と声掛けをして注意を促しました。また犯罪防止を含め、駅トイレや大型商業施設内も
巡回を行いました

職業 職場訪問

東京ガス株式会社 日立LNG基地

県立勝田特別支援学校支援
ひたちなか

15

学校行事 勝陽祭参加 出店 収益金の寄付、学校備品（国旗、県旗）の贈呈

社会 ひたちなか海浜鉄道金上駅美化活動
青少年

季節の花壇つくり協力、自治会寄付

読み聞かせの実施
（社会・青少年奉仕合同）

市内3クラブ
那珂湊RC、勝田RC、ひたちなかRC合同

国際 世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）
職業

大子RC タイ東北部周辺小学校への浄水器支援

高校生の職場体験プログラム（第4回）

常盤大学高等学校の生徒を対象

茨城県立特別支援学校との就職支援協定
（職業・社会奉仕合同）
社会
水戸

会員企業に毎年アンケートを実施し、受け入れ可能と回答を頂いた企業に対して、1月～3月
の期間で１年生を対象として職場体験
茨城県立特別支援学校に通学する障害者の雇用と現場実習の受入。障害児の就職支援、
教材などの購入支援を実施。今年3月までの協定を理事会で期限の延長・継続を決定

市内6クラブ、ライオンズクラブ、生物の会、茨城
県環境管理協会、市民

千波湖水質浄化推進協会との協働

113

千波湖ビオトープ造成を協働で実施
ベトナムの貧困層への教育支援として、教材や文房具などの提供を受け、現地に届ける活
動。今年度よりベトナムの元米山奨学生が中心になって立ち上げられたＷＷＳという組織との
連携し、新たな支援のあり方を模索しています

国際 ベトナムでの貧困家庭への教育支援プロジェクト

青少年

ひたちなか市 子育て支援施設オープンに伴い、ロータリー文庫 図書絵本の贈呈、読み聞
かせの実施

インターアクト

水戸の水城高校の学生らと沖縄研修旅行等に参加

ローターアクト

長期交換学生として水戸RCより鈴木璃子さんがアメリカに派遣、アメリカモントゴメリーRCよりレ
ベッカキャサリンデイリーさんを受け入れ
第30回全国ローターアクト研修会を主管

職業 職場訪問
笠間

5月開催予定

社会 地域交流バーベキュー大会
13 青少年 （青少年奉仕合同）
国際

障害者就労支援施設10名、少年野球50名、笠 「障害者への理解と交流を深める」をテーマに8/26笠間市北山公園でバーベキュー大会を
間ボーイスカウト20名、ロータリアン10名、920名 開催。アユのつかみ捕り、お菓子・おもちゃのくじ引等を行い盛会に開催できた

台湾斗六東区扶輪社との交流

台湾

姉妹クラブ「台湾斗六東区扶輪社」との交流。記念式典参加、合同旅行

フィリピンネグロス島孤児院への慰問・支援

フィリピン

ネグロス島孤児院への慰問、支援（食料品、日用品、薬品等）

水戸女子高等学校2年生102名

会員企業・事業所27社での職場実習

赤塚中学校、赤塚地区防犯5団体

1団体につき防犯のぼり旗100枚、ポール50本を5団体に寄贈し、新年度に一斉に掲げて頂く

インドネシア共和国ジャワ州セラン村

換金作物としてのイチゴ栽培技術を伝授し、収入向上、農家の組織化・教育レベルの向上を
図り、人口流失に歯止めをかける事を目的としたプロジェクト

生徒350名、父兄100名、関係者50名以上

水戸市内バレーボール、男子部3校、女子高12校で水戸市見川総合運動公園体育館でバ
レーボール大会を開催した

職業 水戸女子高等学校の職場実習の協力
社会
水戸西 82

水戸市立赤塚中学校区防犯5団体防犯のぼり旗・
ポール寄贈プロジェクト

国際 インドネシアVTTプロジェクト
青少年

水戸中学生バレーボ－ル大会
水戸西ロータリークラブ杯

G
継続

職業

職場訪問

平成31年に茨城国体開催、更にNHKの朝ドラの影響もあり少しずつ注目されてきている地元
『茨城』の再認識の為、茨城県庁舎及び県議会議事堂を訪問

学校訪問「出前授業」
（職業・青少年奉仕合同）

5/28 会員から先生を募集し千波小学校へ行き、4クラスを2名の講師にて会員の仕事や得
意分野の講師をして頂きます。この事業は昨年度からの継続事業となっております、講義
後、子供達の作文がとても楽しみです

ライラ 米山奨学生参加

10/7～9 米山委員会と協議し当クラブ米山奨学生のショウリンさんにライラ参加を要望し地
区へ参加依頼の手配を致しました。ライラの研修ご翌月の当クラブ例会に来ていただき、感
想や研修内容等を例会内卓話にて会員に報告をして頂きました。本人からもとても勉強に
なった、3日間でしたとの報告を頂いた

水戸南RC杯ミニバスケットボール大会（協賛事業）

小学生の茨城県中央地区ミニバスケットボール大会 決勝選の協賛事業、今回で１６回目の
継続事業 会員の大勢の参加を頂き、茨城ロボッツ選手との交流と表彰式では、参加した会
員から子供達へメダルを掛けてあげる事により、協賛の意義を感じて頂けたのではないかと思
います。大会終了ご連盟からは来年度も何とか宜しくお願い致しますと頂いた

青少年

水戸南 97

継続

水戸市内小学校に応援プロジェクト

水戸周辺地域と学校関係者及び未来のロータリアンに奉仕活動の素晴らしい意義と周知、更
に地域への貢献を願い、8月23日水戸市立千波小学校へ緞帳（袖2本及び一文字幕）の寄
贈を行い、10月13日例会に水戸市長をお招きして贈呈式を行った

おひさま食堂(子供食堂)実施

会員自ら身体を動かして身近な奉仕活動を行うこととして、毎月一回程度「おひさま食堂」の
実施を行っている

社会

廃車消防自動車等の贈呈事業参加
国際

地方の学校・病院への浄水設備・人工透析機の贈呈
式・現地視察参加

G

世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）

友部

友好地区 タイ国

友好地区タイへ廃車消防自動車等の贈呈事業に参加する

友好地区 タイ国

友好地区タイへの財団グローバル補助金活用の地方の学校・病院への浄水設備・人工透析
機の贈呈式・現地視察に参加する

6RC

地区内全て6プロジェクト

職業 職場訪問

友部湯崎湖の見学

社会 ボランティア褒賞

毎年、市内のボアランティア活動で活躍している方々を褒賞しています

23 国際 フィリピン ミルクバンク （提唱）
青少年

宍戸ヒルズCCで開催される日本ゴルフツアー選手権の会場で、ボーイスカウトや友部リトル
リーグの子供たちの協力を得て２日間募金活動をしている

募金活動（希望の風奨学金）
交通安全教室

継続

職業
職場訪問

水戸東 70

社会

3810地区において財団グローバル補助金を活用して、事業推進。財団100周年の事業とし
てRIより表彰される

G

水戸市立酒門小学校教諭・児童、茨城県警、ト
ラック協会青年部 200名 ロータリアン60名

茨城県警・県トラック協会と協力し児童に交通安全のレクチャーをし、特に内輪差や、運転席
からの見え方など実際に乗車をするなどして体験をさせた

読売新聞茨城西工場 ロータリアン50名

読売新聞茨城西工場職場訪問をし、新聞の印刷や出荷されるまでの工程を見学した

茨城県トラック協会新社屋 ロータリアン60名

4/12 茨城県トラック総合会館に職場訪問し、会館が非常時には茨城県防災センターの拠
点となる旨を、トラック協会の事務局長と茨城県危機管理部防災危機管理課の職員より説明
を受け施設を見学した

茨城県立水戸特別支援学校
モバイル機器寄贈事業

新規

茨県立水戸特別支援学校
教諭・児童150名 ロータリアン70名

特別支援学校で教科書等の本より児童が直感的に使用できるとの事で、授業で使用できる
モバイル機器2台を寄贈した

茨城県立こども病院
移動書架及び本の寄贈

新規 地区

茨城県立こども病院
職員・患者500名 ロータリアン70名

子ども病院の新生児から高校生位の長期入院患者とそれをも衛看護師の為に、移動書架と
様々な種類の本を寄贈した

茨城県立水戸高等特別支援学校
就職活動支援事業

新規

茨城県立水戸高等特別支援学校
教諭・生徒150名 ロータリアン60名

水戸高等特別支援学校へ職場訪問をし、生徒の就活状況を見聞し、また実習状況等も見
学し、掃除機2台を寄贈した

協賛・協力金活動
義援金活動

継続

水戸地区救急普及協会

継続

千波湖水質浄化協会（10/23 千波湖ビオトープ事業に茨大RACと共に参加）

継続

茨城いのちの電話
国内自然災害時に義援金を送付する

職業

社会

茨城県立歴史館の役割、活動を知ろう

茨城県立歴史館教育普及研究員から、歴史館の活動、幕末の水戸藩の役割についての卓
話を頂いた

職場訪問

「自衛隊基地訪問」については北朝鮮ミサイル発射問題で実施不可でした

4つのテスト斉唱

月に一回、ロータリソング「4つのテスト」斉唱すること

水戸近郊中学新人卓球大会
水戸さくらロータリークラブ杯

水戸市近郊中学 生徒・父兄を含め700名

水戸さくら 30

国際

外国人による日本語スピーチコンテスト、クラブ会員へのコンテスト拝聴の働きかけ

外国人との相互理解を深め国際平和に参加する

茨城県国際交流協会を通じ銀賞の県議会議長賞の提供

世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）

青少年

水戸好文 13

みどり園の子供達ともの作り体験教室

継続

4RC

大子RC しもだて紫水RC 水戸南RC 玉造RC

11/28みどり園 幼児～高校生・先生41名
ロータリアン

児童養護の子供達は家庭の事情により、両親、兄弟と一緒に暮らせない。これからの将来を
担う子供達はもの作りに触れる機会に乏しいのが現実であり，もの作りを通して人と人との交流
の大切さ、作る楽しさ、技術・技能の必要性、子供達の大きな未来に向かって夢や希望の手
助けをしてあげらればと思い、建具・家具の職人の協力を得、一緒に製作しました。思った以
上に素晴らしい作品が完成しました

職業 会員卓話他

会員卓話や、会員が開催するイベントに参加する

社会 アールブリュト展開催

障害を持った子どもたちの作品展の開催、本年度は京成百貨店が後援してくださり、展示場
所が良かったこともあり、多くの方の目に留まることができた

国際 世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）
長期交換留学生の受入及び派遣
青少年

小児がん患者支援施設への物資提供
乳児院への支援
わんぱーく水戸での遊具清掃奉仕活動・寄贈

職業 七ヶ浜復興支援植樹・職場見学
（職業・社会奉仕共同）
社会 街中交通安全キャンペーン
古河

59

わんぱーく水戸での遊具清掃奉仕活動（年5回）及びおもちゃや椅子の寄贈
地区 JX石油プラント仙台工場
地域市民

渡良瀬遊水地クリーン作戦
国際 中壢南ロータリー35周年記念式典
青少年

私たちがつくるまちあるきフォトアルバム

職業 職場訪問

新世代の集い

春の交通安全週間に合せ街頭キャンペーンを実施し地域市民異交通安全に対する意識を
高揚させる

台湾中壢南ロータリー、ロータリアン 17名

姉妹クラブである台湾中壢南ロータリークラブ35周年に17名で参加し友好を深める

市内高校生

古河版ライラ。青少年育成事業として古河市の地元高校生の参加を募り、1泊2日の日程で
古河市内を歩いて、各々興味を持ったものを写真に撮りフォトアルバムを作成

（株）ヤクルト本社茨城工場

㈱ヤクルト本社茨城工場（五霞町）の見学、並びに研修
近隣の小学生チームを対象とした野球大会の主催
学習環境が整っていない海外地域の子供たちのもとへ余剰となったカレンダーを送り、その日
付を使って数字の学習に、裏面余白をノートの代用に、またそこに描かれた写真や絵を世界
を知るきっかけ等、学力教材としての利用を促し、学力・教養の向上に寄与する

37 国際 余剰カレンダーをアフリカの子供たちに届けよう！

青少年

七ヶ浜復興支援として君が丘公園にいろはもみじの木を植樹。JX石油プラント仙台工場見学
を行う

豊かな古河市の自然環境を守る為、渡良瀬遊水地の一斉清掃に参加する

社会 青少年野球大会
境

当クラブの青少年育成プログラムの一環として、水戸市近郊中学新人卓球大会を開催し、競
技を通じて中学生の健全育成と、「ダメ。ゼッタイ」の薬物乱用防止に対する意識高揚を図る
ことを、目的に大会スポンサーとなり開催しました。

五霞町立五霞中学校２学年生

第1部：会員による講話「働くということ」
第2部：グループディスカッション「職業について語り合おう」

職業

社会

出前事業

市内中学生生徒 講師（ロータリアン7名）

会員が自分の職業を通して仕事の心構えを講義する

職場見学

さいたま造幣局

さいたま造幣局を視察し他業種について理解する

絵手紙指導

真室川町（姉妹都市）小学生、古河市小学生

両市の児童に絵手紙指導をする事により交流と絵手紙文化の普及を図った

絵手紙展開催

古河市民

古河よかんべまつりにおいて、絵手紙展を開催した

里山保全団体の支援

古河市里山保全団体

支援

障害者とその家族及び被災地支援

地区 いわき市障害者及びその家族、被災者

古河英語カルタで学ぶ古賀の歴史講座

古河東 63

国際

古河市内小学校児童

薬物乱用防止活動を支援する

国際交流協会事業へ参加

協会のウィンターフェスティバルにてクラブで作成した古河英語カルタ大会を実施

世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）

この指とまれ事業の世界社会奉仕活動への参加

モンゴル・カツジ学園

モンゴル・カツジ子供学園への援助
市内在住外国人、筑波大留学生

古河市「わたらせ水辺楽校」への参加・支援

RACへの継続支援

RAC例会、地区大会、全国研修会への人的経済的支援
会員企業

国際 古河市国際交流協会への支援

下館

古河市国際交流協会への支援金授与並びにイベント参加

わたらせ水辺の学校への事業参加

小学生を対象にした、植物観察や魚・昆虫・鳥に関するイベントに一緒に参加
会場：県西障碍者センター 対象：主に中学生
講演者：上田萌（聴覚障害者 日立化成勤務
2013ブルガリアソフィアデフリンピック個人優勝）

上田萌さん「努力は裏切らない」公開講演会
（職業・社会奉仕共同）

社会 母子島遊水池周りの除草等
31
環境保全事業の募金活動

青少年

職業
社会
結城

33

2回
継続

ローターアクト支援

ネパールの子供たちへの学用品支援

カスタマンダクラブと連携し、40万円を送金し、小学校に学用品等に寄贈活動を行う

第5分区内RAC

第5分区品川ガバナー補佐指導の下、分区全体でRAC支援を模索していますが、下館RC・
真壁RCの2クラブを併せてもRAC会員は数名です

四つのテスト唱和

毎月第2例会時に全員で四つのテストの唱和を行う

「職業を学ぶ会」開催

結城市東中学校2年生対象

6/24開催予定

結城市健康の森フェスティバル開催

他ボランティア団体と協力

11/23開催 メイン事業

結城朝光公の漫画本贈呈

結城市内小学校3年生全員

結城の殿様の結城朝光公の漫画本を市内小学生に贈呈
市主催の盆踊り大会に在留外国人と国際交流広場を開催し、結城に住んでいる外国人の人
達と一緒に盆踊りを楽しむ

在留外国人との交流
国際

青少年

4/28 主に中学生を対象とした講演会を主催する

新規

ポリオ募金活動
国際 世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （提唱）

職場を通じ社会奉仕、地域環境への理解を深める事を目的に、地域で特色ある会員企業
（会社）の視察等を行った
ほたるの里内河川付近の道路の既設足元灯をLEDに交換し、ほたる幼虫の生育環境整備を
行った。市民が公園に来訪し、ほたるの里に興味を持ってもらい自然の大切さや環境整備の
必要性を知ってもらえることに繋がった

古河中央 32 社会 市民の憩いの場「ほたるの里」の環境整備事業

職業

市内在住外国人、筑波大留学生との交流

わたらせ水辺の楽校への参加

職業 職場訪問

青少年

クラブで作成した古河英語カルタ大会を開催し、英語と古賀の歴史を学ぶ

薬物乱用防止活動支援

ワンデイホスピタル事業
青少年

いわき市に行き障害者やその家族との交流支援、被災地の方々と交流をした

グローバルグラント事業
（タイ国サイザンRC、台湾ルンメンRC 共同事業）

G

タイ国チェンマイ サイサン病院

人工透析器3台を贈呈

第2回結城ロータリークラブ青少年サッカー大会開催

12/9

「心の授業」開催

音楽家 岡本静子さんの心の授業を、午前、午後と2校で開催

四つのテストの倫理の実践をする

職業 職業奉仕理念と実践と理解を深める為の事業
社会
真壁

18

やまゆりカップ バスケットボール大会の開催

職業奉仕を実践する人の会社

職場訪問

県西地区中学生

県西地区中学生を対象としたバスケットボール大会を開催

筑波大学留学生とその家族

筑波大学留学生とその家族を囲む国際交流の集いを開催

真壁RACへの支援

国際 国際交流の集い

RACの会員増強の協力
青少年

ローターアクトへの支援

RACの会員増強の協力の例会・研修会・実行委員会への参加
RAC提唱クラブの会員である事の意識向上

下妻

職業 『職業人に学ぶ会』の開催

2018/2 下妻中学校におきまして、警察官・消防士・市役所職員・自衛官・銀行員・看護
師・保育士・美容師・教師他、24業種の職業人（ロータリーアン含む）が中学1年生の為に、
各職業の仕事内容及び苦労、楽しみを説明し、生徒よりの質問に受け答えをした

社会 『ホタルの里整備事業』の実施

2017/11 ビアスパークしもつまにおきまして、ほたるの会・ボーイスカウト・ロータリークラブの３
者合同による、ホタルの里水路整備を行いました。 クレーンを使って立ち枯れの木を下し
て、チェーンソーにて 伐採をしました。 水路ネットの掛け替えと落ち葉はき、また水路のザリ
ガニ除去を行いました。 作業終了後に、トンカツ弁当と豚汁にて疲れをいやしました

33
国際 なし

青少年

2017/12 下妻小学校におきまして、今年の米山奨学生リー・チー・タン・フォンさん（ベトナ
ム）を含め、筑波大学（インドネシア・マレーシア）２名、筑波学院大学生（ベトナム）１名の４名
に講師をお願いして、各国の伝統・文化・生活の違いを話して頂き、また生徒よりの質問に受
け答えをした

『こんにちワールド』の開催

職業 職業フォーラム
しもだて紫水

社会 ウェルカムサーモン at 筑西
42 青少年 （社会・青少年奉仕合同）
ペンシルプロジェクト

フィリピンマニラの公立小学校に出向いて、鉛筆・ノート等の学用品を直接子ども達に手渡す
活動

職業 職業人に学ぶ会
（職業・青少年奉仕合同）

関城中学校 2年生

2017/ 7 関城中学校2年生を対象に、クラブ会員（異業種6名）が講師となり、各々の経験
等の話をした

青少年

関城東小 5・6年生 筑波大留学生（6名）

2017/11 国際交流を図る為の授業

関城西小 5・6年生 筑波大留学生（6名）

2018/ 2 国際交流を図る為の授業

社会

ハローワールド
茨城ダルク（薬物ダメダメ運動）への支援

継続

2017/ 7 茨城ダルク25周年フォーラムの後援（賛助金）をした

愛の献血運動

継続

2回/年 10月は台風により中止 6月に実施予定

国際 世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ（支援）
職業

22

筑西市を流れる勤行川に毎年鮭の遡上が行われる様、地元の幼稚園児・小学生と共に鮭の
稚魚を放流する事業を地元筑西市と共に行っている

国際 世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （提唱）

筑西きぬ 16

岩瀬

会員が地元の下館小学校に出向いて、自身の職業についての内容を説明する

しもだて紫水RC

青少年

賛助金支援

職場訪問

毎年各地各ジャンルの職場を訪問し、見学を実施

職業奉仕（モラル）の啓蒙

職業倫理の卓話の実施
市内岩瀬地区、大和地区に”ごみを持ち帰ろう”看板、”ごみ捨て禁止”看板の設置及び維持
活動を実施（20年ほど継続）

社会 ”ごみを持ち帰ろう”看板設置及び維持活動
国際

下館RC

世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ（支援）
市内国際交流事業に参加
青少年彫刻田井家学習

東京五輪のホストタウンの関係で市内の国際交流事業に参加
市内羽黒小学校

地場産業の石材業の啓蒙を目的に、石材を素材に彫刻の体験学習を実施

優秀勤労学生への表彰
職業 永年勤続勤労者表彰

石岡一定時制高校生徒

石岡一定時制で学ぶ優秀勤労学生へ表彰

商工会議所主催

助成

職場訪問

1/24 東京石灰工業（株）

梅の収穫祭

ロータリー梅園の管理及び石岡市女性団体連絡協議会の皆さんと共同で梅の収穫を感謝す
る

献血運動

参加

石岡地区交通安全協会

協力

社会 まちづくり市民会議
石岡

27

支援

社会福祉協議会

支援

BBS活動

支援

手をつなぐ親の会

支援

茨城いのちの電話

支援

国際交流の集い

石岡市国際交流団体連絡協議会を通してフランス人の若者と文化の交流

国際 フレンドシップ石岡との事業交流・支援
世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）
青少年

長期・短期交換プログラムによる学生派遣

短期交換に参加

青少年活動への支援

ボーイ・ガールスカウトへの助成

職業 市民健康まつりへの協賛並びにボランティア派遣

土浦

60

社会

霞ヶ浦総合公園内に足元灯設置
（3か年事業・最終）

継続

国際 世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）
青少年

土浦ローターアクトクラブの再開

職業

優良事業所訪問
（米山奨学委員会合同企画）

土浦市

10/15開催の第32回土浦市健康まつり～共に支えあう保健・福祉のまちづくり「保健・医療・
福祉の連携」～への協賛、ならびに会員の中から医師、薬剤師、介護士を医療相談/健康
相談のボランティアとして派遣した

霞ヶ浦総合運動公園

11～12月にかけて夜間に訪れる利用者が安全かつ快適に園内を散策できるようLED式ポー
ルライトを設置した。同公園は「水郷桜イルミネーション」開催場所として県内でも人気のス
ポット。足元灯はオランダ風車近くの駐車場から遊歩道に沿って設置。今年度が3か年事業
の最終年度で、導線区間を全て照らすことができるようになった

玉造RC

「MOTTAINAI POROJEKUTO」に協力参加し、会員から未使用の手帳、メモ帳、鉛筆、ボール
ペン等の筆記用具を集め、玉造RC経由でミャンマーの孤児院へ発送した
しばらく活動を休止していたローターアクトクラブを再開し、再開初年度の目標会員数を超える
11名の会員を集めた

再開
米山梅吉記念館

創立50周年を迎えた米山梅吉記念館を訪問し、伊東ロータリークラブより紹介を頂き、川奈
ホテル・東海館を見学いたしました
茨城県保護観察協会 活動協力金
茨城いのちの電話 活動協力金

人間尊重委員会

土浦ユネスコ協会 活動協力金

社会

土浦市障害児を励ます会 活動協力金
リンリンロード 桜の手入れ及び清掃

土浦南 93

環境保全委員会

土浦市消防本部 防災活動協力金
土浦市消防団 防災活動協力金

国際

青少年

世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）

5RC

大子RC、水戸南RC、下館RC、しもだて紫水RC、鹿島中央RC

姉妹クラブキャラバン受入れ

台湾 大甲扶輪社

創立45周年の大甲扶輪社よりのキャラバンの受入れ

提唱クラブ支援
青少年のための講演会

東風高等学校IAC
土浦南RAC
東風高等学校IAC

それぞれの例会に担当者が参加しアドバイスを深め、交流を深めた
東風高等学校において「青少年のための講演会」を開催し食育について学んだ

職業 職場訪問

美浦トレーニングセンター

献血協力

献血協力

社会 メモリアルアトラス設置

石岡駅前へ旧町名表示板の設置

里山再生事業
石岡８７ 30

国際 世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）

青少年

市内高浜小学校児童、ロータリアン

小学校児童と共に里山の整備再生活動を実施

2RC

玉造RC もったいないプロジェクト ミャンマーの学童への助成
下館RC ネパール貧困児童への助成

里山再生事業協力

里山再生事業協力

ライラセミナー参加

ライラセミナー参加

ボーイ・ガールスカウト協力

ボーイ・ガールスカウト協力

職業 職場訪問

土浦中央 23 社会 土浦名所花いっぱい運動

土浦市議会 アルカス土浦

様変わりしつつある土浦駅前を中心に訪問。新市庁舎の市議会を傍聴し、駅横にオープンし
たアルカス土浦を見学しました。1階は市民も利用できるギャラリー、開館記念としてモネの絵
画が飾られていました。2～4階は図書館で児童での貸出・返却ができる他、子ども向けス
ペースや学習室も完備され駅前に人の流れができる期待大です

土浦市役所大屋根広場

プランターを増設し、花火大会のお客様を花でお迎えできた

小町の里ポケットパーク

土浦市道路愛護ボランティアに登録し、以前設置した小町の里ポケットパークの藤棚周辺の
清掃を行った

小町の館

小町の館に柴桜の植付を予定（4月）

国際 国際交流協会の支援
青少年

土浦市国際交流協会へ協賛金を贈りました
茨城の小正月の風習「ならせ餅」を行いました。地元の子ども達を招待して小町の館にて餅つ
きをし、紅白の餅をならの枝にならせました。当日来館された多くの観光客やそのご家族にも
雑煮にしてふるまうことが出来ました

ならせもち体験会

職業 中学生と語る会
（職業・青少年奉仕合同）
青少年

つくばシティ

50

阿見

16

つくば市立高山中学校 7学年100名対象

ライラセミナー

会員による基調講話 ・グループ別に分かれディスカッション
青少年2名派遣、 会長・青少年奉仕委員長参加

薬物乱用防止講演会
社会 （社会・青少年奉仕合同）
国際

美浦トレーニングセンターの見学

つくば市立茎崎中学校

海外友好クラブ訪問

茨城ダルク 岩井所長の講話
台湾友好クラブ 2クラブ表敬訪問

世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）

3RC

3クラブの事業に協賛

職業 職場訪問

雪印メグミルク阿見工場

雪印メグミルク阿見工場の工場見学

社会 町内小学生対象の警察署見学会・バーベキュー・流
青少年 し素麺大会（社会・青少年奉仕合同）

本郷小学校児童・保護者対象

牛久警察署見学会とバーベキュー・流し素麺大会の実施

8/24～27 フィリピン マニラ郊外カビテ
フィリピン24RC 日本7RC
2/8～12 フィリピン ミンドロ島サンホセ
フィリピン4RC 日本3RC

縦割りの事業ではなく奉仕事業として職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕を一緒にした事業と考
えています 。クラブ会員全員が歯科医師のため年２回フィリピンでの歯科医療奉仕を行なっ
ている。 国際奉仕もかねた人道的支援である。参加した違う職業の方には自分の職業なら
ば何が出来るか考えてもらういい機会だと思います。実際にこの事業に参加された古河東RC
の会員はタイで自分の職業である理容士の事業を始めています

福島県アクアワールド

親睦旅行（母畑温泉）を兼ね福島県アクアワールドの裏側を見学

国際 なし

つくばサンライズ

CLP
奉仕
5 プロ フィリピン歯科医療奉仕
ジェ
クト
職業 職場見学 （親睦委員会 合同）

竜ケ崎 35

社会福祉協議会主催のふれあい広場バザーに出店。会員より出品を募り、売上金全てを社
会福祉協議会に寄付

社会 ふれあい広場バザー
国際 移動式レントゲン車贈呈
青少年

ロータリーカップ

G

フィリピン3810地区

地区 龍ヶ崎スポーツ少年団

フィリピン3810地区へ移動式レントゲン車を贈るプロジェクト
龍ヶ崎スポーツ少年団に協力し小学生のミニバスケット大会、サッカー大会を開催

職業 職場訪問
社会 常総市・つくばみらい市グランドゴルフ ロータリーカップ

予定
常総市・つくばみらい市グランドゴルフ協会100名 ロータリーカップとして主催

水海道 51 国際 オーストラリア・ツワンバロータリークラブ交換学生事業
青少年

常総市・つくばみらい市3高校に薬物乱用防止キャン
ペーン

職業 職場訪問

相互クラブで学生の派遣・受け入れを実施する（今年度は対象者がなく未実施）
常総市・つくばみらい市3高校

医師・弁護士の会員がそれぞれの立場から薬物の悪影響と社会的制裁について防止キャン
ペーン文書を学校に寄稿

キリンビール取手工場

キリンビール取手工場見学

取手市子どもふれあい広場

取手市子どもふれあい広場

取手産業祭 市民相談コーナー開設

取手産業祭 市民相談コーナー開設

社会 東日大震災復興支援イベント「ゆめあかり」協賛
取手

24

東日大震災復興支援イベント「ゆめあかり」協賛

大相撲取手場所のぼり旗支援

大相撲取手場所のぼり旗支援

茨城南青年会議所運営「こども天国」ブース出展

茨城南青年会議所運営「こども天国」ブース出展

国際 なし
青少年

取手一高ボランティアクラブ援助
長期青少年交換留学生推薦

地区 取手一高 ボランティアクラブ「ふぃちピン」
取手一高 中島ゆり さん

職業 卓話 南極観測の現状

牛久

うなぎの放流

「ダメ・ゼッタイ運動」と題して薬物使用防止・ポリオ撲滅のため、牛久市のしくWaiワイまつりに
参加し募金を募った
牛久市内の小中学生 ロータリアン

いのちの電話

38
国際

青少年

世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）

長期青少年交換留学生推薦
南極OB会副隊長：松原廣司氏よる卓話でスライド説明と南極の氷を体験した

ダメ・ゼッタイ運動
社会

「スラムの子ども支援及び現地でのボランティア活動」援助

牛久沼の水質向上・漁獲量増加を目標にうなぎの稚魚を放流した
「いのちの電話」社会福祉法人の方による卓話を頂き協賛金を贈呈した

2RC

2プロジェクト

牛久市国際交流協会

牛久市の国際交流協会への協力をする

牛久市青少年市民活動

牛久市青少年市民活動に賛同し女子バレーボール等に助成協力した

第39回牛久市親善柔道大会

第39回牛久市親善柔道大会への協賛金を支援した

茨城農芸学院篤志面接委員活動推進事業 支援
職業 なし
守谷

5

社会 守谷ロータリークラブPR大作戦

御所ケ丘小学校

市内小学校（15校）に年1校にテントを寄付。本年度は御所ケ丘小学校へ「守谷ロータリーク
ラブ寄贈」を大きくグリーンの文字で名入れし、運動会等の本部席に利用

潮来ロータリアン 12名 牛堀中生徒会役員 5名

2/14 潮来市民の心を癒し、明るい活力に満ちた市民になる様、河内桜植樹事業を通してコ
ミュニティを図る事で市に貢献した。市広報（全戸配布）、茨城新聞に掲載

国際 なし
青少年

潮来

11

なし
潮来公園内河内桜植樹事業

職業 なし
鉾田商工会の協賛としてイルミネーションとイベント時餅つき大会を行う
社会 元気いっぱい鉾田プロジェクト
鉾田

30

鉾田駅ロータリーに花植え事業を継続して行う
大洗鹿島線沿線ロータリーが植樹した桜の下除草作業年2回行う
鉾田ロータリークラブ杯少年野球大会（第20回）実施

国際 なし
ロータリークラブ杯少年サッカー大会
青少年

各スポーツ事業主催、協賛

ロータリークラブ杯バスケットボール大会
介護老人施設に対する高校生のボランチ活動の協力支援（2か所のホーム訪問）

職業 職場訪問旅行（親睦委員会合同）
社会
鹿島臨海 36 青少年

国際

神栖市社会福祉協議会への奉仕事業
青少年ふれあいフェスタ・昔あそび
（社会・青少年奉仕合同）

子供達と昔の遊びとバーベキュウを行いました。青少年活動にテントとけん玉の道具を贈呈し
た

世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （支援）

2RC

鹿島中央RC 玉造RC この指とまれ事業へ賛助金

国際姉妹RCとの懇親

韓国 大邸天馬RC、台湾 高雄東区扶輪社

創立45周年記念式典開催にあたり、姉妹クラブの大邸天馬RC、高雄東区扶輪社を招待す
べく両クラブに訪問し、事案説明を行うと共に懇親を深めた

職業 例会卓話
社会

「私の職業」 老人ホームにての職業奉仕

40周年記念事業

新規 地区

大勢の高齢者で賑わう高須公園グランドゴルフ場に時計塔を設置

ミニ水族館の維持管理

継続

第3日曜日/月「霞ヶ浦水質及び魚の生態系調査」定置網で撮った魚をもとに霞ヶ浦の生態
系についての説明調査
40周年記念事業としてWCSの提唱クラブとなる。「もったいないプロジェクト2017」を立ち上
げ、4月ミャンマーの子ども達へ各クラブから届いた文房具等を届けに行く

世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （提唱）
玉造

18 国際

在日ベトナム人との交流
行方市国際交流協会との連携
玉造ロータリークラブ冠 参加 RC精神の啓蒙

青少年

スポーツ少年団への助成

行方市スポーツ少年団旗の作成贈与
リトルシニア野球杯の創設贈与

青少年奉仕に関する事業
精神面の不調や人間関係など様々な問題を抱える時代、会員の健康をテーマに取り組もうと
思った1年間でしたが計画が思うようにできなかったことをお詫び申し上げるとともに、反省して
います

職業 職業奉仕を行うための自己健康管理

社会
波崎

18

きらっせ祭り 参加

8/20 かき氷販売、お菓子のつかみ取り

両事業とも、子供たちに興味を持ってもらい、大勢の方へ地域でのロータリークラブへの理解
10/15・16 わたあめ販売、お菓子のつかみ取り を持ってもらえた

かみすフェスタへ 参加

昨年よりサイパンRCと交換留学という形で高校生をお互いに送りあっております。お互いに高
校生の異国での生活をして、地元高校に協力してもらい授業へも参加しております。今年はサ
イパン高校生4人が、波崎RC創立40周年式典参加をいただきました

国際 サイパン高校生留学

青少年

地元および周辺地域の小学生3～6年生チームによるフットサル大会を2日間にわたり各学年
の優勝チームをトーナメント方式で競技します。30年近く続く歴史ある大会で、神栖市サッ
カー協会主催で波崎RCが協賛しています。本年は波崎RC創立40周年記念として優勝準優
勝トロフィーを新しく寄贈しました

波崎ロータリークラブ杯争奪ジュニアフットサル大会

県立鹿島特別支援学校体育館 聴講者約300
名

職業 第2回ふれあいクラシックコンサート
海岸清掃活動参加
社会
鹿島中央 26

7/1

タイ・カレン族支援

外国人による日本語スピーチ大会 支援
RC杯鹿嶋市サッカーリーグ支援
（ｽﾎﾟｰﾂ少年団のリーグ戦）

鹿嶋市の全海岸を清掃する

10/21 ポップコーン・綿あめ・チュロスを格安で販売した。本年度は豪雨に見舞われ、入場
者が少なかった

鹿嶋まつり出店

国際 世界社会奉仕活動（WCS)この指とまれ （提唱）

青少年

5/9実施予定 ピアノ・クラリネットのプロの演奏家にお願いし、障害者がなかなか聞かれない
クラシックを楽しい解説を入れて行う

6/8-11 現地へ出向き支援を行う（学生寮の修繕・トイレの改装等･･･実施済）
支援の他、審査委員も務めた

R財団

約1年間をかけての支援を実施。最終表彰式には、メダル・ボールを授与した。この活動は、
ロータリー財団からの援助をいただき、推進している。4月開幕式・1月表彰式、会場は３か所
を移動。父兄の観戦が多く、PRにつながっている

