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ロータリークラブとはロータリークラブとはロータリークラブとはロータリークラブとは・・・・・・・・・・・・

� １９０５年２月２３日シカゴの弁護士ポールハリスが、１９０５年２月２３日シカゴの弁護士ポールハリスが、１９０５年２月２３日シカゴの弁護士ポールハリスが、１９０５年２月２３日シカゴの弁護士ポールハリスが、

３人は生涯にわたる友情を培うことのできる３人は生涯にわたる友情を培うことのできる３人は生涯にわたる友情を培うことのできる３人は生涯にわたる友情を培うことのできる

場として、ミーティングを持った場として、ミーティングを持った場として、ミーティングを持った場として、ミーティングを持った

� 目的は、会員の相互扶助と親睦！！目的は、会員の相互扶助と親睦！！目的は、会員の相互扶助と親睦！！目的は、会員の相互扶助と親睦！！

� 例会場は、各自の事務所を持ち回りという事から例会場は、各自の事務所を持ち回りという事から例会場は、各自の事務所を持ち回りという事から例会場は、各自の事務所を持ち回りという事から

“ロータリー”と言う言葉が用いられた“ロータリー”と言う言葉が用いられた“ロータリー”と言う言葉が用いられた“ロータリー”と言う言葉が用いられた

� 最初の事業は、シカゴの公園に、公衆トイレを最初の事業は、シカゴの公園に、公衆トイレを最初の事業は、シカゴの公園に、公衆トイレを最初の事業は、シカゴの公園に、公衆トイレを

設置することであった設置することであった設置することであった設置することであった



•全世界のロータリアン：全世界のロータリアン：全世界のロータリアン：全世界のロータリアン： 1,202,000 1,202,000 1,202,000 1,202,000 人人人人

•世界のロータリクラブ数：世界のロータリクラブ数：世界のロータリクラブ数：世界のロータリクラブ数：35,600 35,600 35,600 35,600 クラブクラブクラブクラブ

•2016201620162016----17171717年に加盟した年に加盟した年に加盟した年に加盟した

クラブ数：クラブ数：クラブ数：クラブ数：883 883 883 883 クラブクラブクラブクラブ

•アメリカ：アメリカ：アメリカ：アメリカ：319,512  319,512  319,512  319,512  人人人人

•イイイイ ンンンン ド：ド：ド：ド：138,989  138,989  138,989  138,989  人人人人

•日日日日 本：本：本：本： 87,467 87,467 87,467 87,467 人人人人

•韓韓韓韓 国：国：国：国： 59,883 59,883 59,883 59,883 人人人人

•ドドドド イイイイ ツ：ツ：ツ：ツ： 55,232 55,232 55,232 55,232 人人人人



ロータリーの基本理念ロータリーの基本理念ロータリーの基本理念ロータリーの基本理念

� 夫々の職業人が、自分の仕事に誇りを持ち、その仕事夫々の職業人が、自分の仕事に誇りを持ち、その仕事夫々の職業人が、自分の仕事に誇りを持ち、その仕事夫々の職業人が、自分の仕事に誇りを持ち、その仕事

に情熱を注ぐことで、自分自身の発展と向上を勝ち得、に情熱を注ぐことで、自分自身の発展と向上を勝ち得、に情熱を注ぐことで、自分自身の発展と向上を勝ち得、に情熱を注ぐことで、自分自身の発展と向上を勝ち得、

その結果として、社会や全ての人々に奉仕をする事その結果として、社会や全ての人々に奉仕をする事その結果として、社会や全ての人々に奉仕をする事その結果として、社会や全ての人々に奉仕をする事

� 1932193219321932年ハーバート年ハーバート年ハーバート年ハーバート J J J J テーラーがテーラーがテーラーがテーラーが4444つのつのつのつのテストを提案テストを提案テストを提案テストを提案

１）真実かどうか１）真実かどうか１）真実かどうか１）真実かどうか

２）みんなに公平か２）みんなに公平か２）みんなに公平か２）みんなに公平か

３）好意と友情を深めるか３）好意と友情を深めるか３）好意と友情を深めるか３）好意と友情を深めるか

４）みんなのためになるかどうか４）みんなのためになるかどうか４）みんなのためになるかどうか４）みんなのためになるかどうか



R I  R I  R I  R I  のののの 主主主主 なななな 活活活活 動動動動

1.1.1.1. 平和と紛争予防、紛争解決：平和と紛争予防、紛争解決：平和と紛争予防、紛争解決：平和と紛争予防、紛争解決：

世界の有名大学に「ロータリー平和センター」を設置、世界の有名大学に「ロータリー平和センター」を設置、世界の有名大学に「ロータリー平和センター」を設置、世界の有名大学に「ロータリー平和センター」を設置、

年間年間年間年間100100100100名のフェローに平和センターで学ぶための名のフェローに平和センターで学ぶための名のフェローに平和センターで学ぶための名のフェローに平和センターで学ぶための

フェローシップ（奨学金）を提供し、平和のためにフェローシップ（奨学金）を提供し、平和のためにフェローシップ（奨学金）を提供し、平和のためにフェローシップ（奨学金）を提供し、平和のために活動す活動す活動す活動す

るるるる人材を育成し、紛争や迫害により人材を育成し、紛争や迫害により人材を育成し、紛争や迫害により人材を育成し、紛争や迫害により6500650065006500万人の難民を救済万人の難民を救済万人の難民を救済万人の難民を救済

2.2.2.2. 疾病予防と治療：疾病予防と治療：疾病予防と治療：疾病予防と治療：

ロータリーは主な感染症（ポリオ、ロータリーは主な感染症（ポリオ、ロータリーは主な感染症（ポリオ、ロータリーは主な感染症（ポリオ、HIVHIVHIVHIV／エイズ、マラリ／エイズ、マラリ／エイズ、マラリ／エイズ、マラリ

アなど）について正しい知識を広め、病気の予防・治療をアなど）について正しい知識を広め、病気の予防・治療をアなど）について正しい知識を広め、病気の予防・治療をアなど）について正しい知識を広め、病気の予防・治療を

支援支援支援支援（（（（ ポリオプラスは世界のポリオ患者を数百人ポリオプラスは世界のポリオ患者を数百人ポリオプラスは世界のポリオ患者を数百人ポリオプラスは世界のポリオ患者を数百人とした）とした）とした）とした）



3.3.3.3. 水と衛生：水と衛生：水と衛生：水と衛生：

世界には、十分な衛生施設を利用できない人びとが世界には、十分な衛生施設を利用できない人びとが世界には、十分な衛生施設を利用できない人びとが世界には、十分な衛生施設を利用できない人びとが 25252525億人億人億人億人

以上居り、汚染された水で以上居り、汚染された水で以上居り、汚染された水で以上居り、汚染された水で急性胃腸炎急性胃腸炎急性胃腸炎急性胃腸炎を患い、命を落とすを患い、命を落とすを患い、命を落とすを患い、命を落とす

子供達子供達子供達子供達が毎日が毎日が毎日が毎日3,0003,0003,0003,000人もいる人もいる人もいる人もいる

（「（「（「（「水と衛生」では、地域社会が長期的に水を確保し、衛生施水と衛生」では、地域社会が長期的に水を確保し、衛生施水と衛生」では、地域社会が長期的に水を確保し、衛生施水と衛生」では、地域社会が長期的に水を確保し、衛生施

設を維持できるよう支援設を維持できるよう支援設を維持できるよう支援設を維持できるよう支援し、し、し、し、水と衛生に関連する研究支援・水と衛生に関連する研究支援・水と衛生に関連する研究支援・水と衛生に関連する研究支援・

人材育成にも力を人材育成にも力を人材育成にも力を人材育成にも力を29292929入れている入れている入れている入れている））））

4.4.4.4. 母子の健康：母子の健康：母子の健康：母子の健康：

世界では、毎年世界では、毎年世界では、毎年世界では、毎年700700700700万人以上の万人以上の万人以上の万人以上の5555歳未満の子どもたちが歳未満の子どもたちが歳未満の子どもたちが歳未満の子どもたちが

栄養失調、不健康、不衛生のために命を落としている栄養失調、不健康、不衛生のために命を落としている栄養失調、不健康、不衛生のために命を落としている栄養失調、不健康、不衛生のために命を落としているので、ので、ので、ので、

産婦人科・小児科を専門とする人材育成に加え、現地の産婦人科・小児科を専門とする人材育成に加え、現地の産婦人科・小児科を専門とする人材育成に加え、現地の産婦人科・小児科を専門とする人材育成に加え、現地の

人びとが自らの手で医療研修プログラムを継続できるよう支援人びとが自らの手で医療研修プログラムを継続できるよう支援人びとが自らの手で医療研修プログラムを継続できるよう支援人びとが自らの手で医療研修プログラムを継続できるよう支援



3.3.3.3. 水と衛生：水と衛生：水と衛生：水と衛生：

世界には、十分な衛生施設を利用できない人びとが世界には、十分な衛生施設を利用できない人びとが世界には、十分な衛生施設を利用できない人びとが世界には、十分な衛生施設を利用できない人びとが 25252525億人億人億人億人

以上居り、汚染された水で以上居り、汚染された水で以上居り、汚染された水で以上居り、汚染された水で急性胃腸炎急性胃腸炎急性胃腸炎急性胃腸炎を患い、命を落とすを患い、命を落とすを患い、命を落とすを患い、命を落とす

子供達子供達子供達子供達が毎日が毎日が毎日が毎日3,0003,0003,0003,000人もいる人もいる人もいる人もいる

（「（「（「（「水と衛生」では、地域社会が長期的に水を確保し、衛生施水と衛生」では、地域社会が長期的に水を確保し、衛生施水と衛生」では、地域社会が長期的に水を確保し、衛生施水と衛生」では、地域社会が長期的に水を確保し、衛生施

設を維持できるよう支援設を維持できるよう支援設を維持できるよう支援設を維持できるよう支援し、し、し、し、水と衛生に関連する研究支援・水と衛生に関連する研究支援・水と衛生に関連する研究支援・水と衛生に関連する研究支援・

人材育成にも力を人材育成にも力を人材育成にも力を人材育成にも力を29292929入れている入れている入れている入れている））））

4.4.4.4. 母子の健康：母子の健康：母子の健康：母子の健康：

世界では、毎年世界では、毎年世界では、毎年世界では、毎年700700700700万人以上の万人以上の万人以上の万人以上の5555歳未満の子どもたちが歳未満の子どもたちが歳未満の子どもたちが歳未満の子どもたちが

栄養失調、不健康、不衛生のために命を落としている栄養失調、不健康、不衛生のために命を落としている栄養失調、不健康、不衛生のために命を落としている栄養失調、不健康、不衛生のために命を落としているので、ので、ので、ので、

産婦人科・小児科を専門とする人材育成に加え、現地の産婦人科・小児科を専門とする人材育成に加え、現地の産婦人科・小児科を専門とする人材育成に加え、現地の産婦人科・小児科を専門とする人材育成に加え、現地の

人びとが自らの手で医療研修プログラムを継続できるよう支援人びとが自らの手で医療研修プログラムを継続できるよう支援人びとが自らの手で医療研修プログラムを継続できるよう支援人びとが自らの手で医療研修プログラムを継続できるよう支援



5.5.5.5. 基本的教育と識字率向上：基本的教育と識字率向上：基本的教育と識字率向上：基本的教育と識字率向上：

地域社会で教育を提供する体制を整え、教育の性差別を地域社会で教育を提供する体制を整え、教育の性差別を地域社会で教育を提供する体制を整え、教育の性差別を地域社会で教育を提供する体制を整え、教育の性差別を

なくし、成人に対する識字教育を支援しているなくし、成人に対する識字教育を支援しているなくし、成人に対する識字教育を支援しているなくし、成人に対する識字教育を支援している（（（（全世界全世界全世界全世界にににに

はははは6,7006,7006,7006,700万人の子どもたちが教育を受けられず、万人の子どもたちが教育を受けられず、万人の子どもたちが教育を受けられず、万人の子どもたちが教育を受けられず、

7777億億億億7,5007,5007,5007,500万人の万人の万人の万人の15151515歳以上の人が読み書きをできない歳以上の人が読み書きをできない歳以上の人が読み書きをできない歳以上の人が読み書きをできない））））

6.6.6.6. 経済と地域社会の発展：経済と地域社会の発展：経済と地域社会の発展：経済と地域社会の発展：

世界には仕事に就いているにもかかわらず、世界には仕事に就いているにもかかわらず、世界には仕事に就いているにもかかわらず、世界には仕事に就いているにもかかわらず、1111日日日日125125125125円円円円

未満で未満で未満で未満で生活して居る人が生活して居る人が生活して居る人が生活して居る人が14141414億人近くいる億人近くいる億人近くいる億人近くいる

（（（（貧しい地域で、現地の起業家（特に女性）を応援し、貧しい地域で、現地の起業家（特に女性）を応援し、貧しい地域で、現地の起業家（特に女性）を応援し、貧しい地域で、現地の起業家（特に女性）を応援し、

地域のリーダーを育てる活動も行っている地域のリーダーを育てる活動も行っている地域のリーダーを育てる活動も行っている地域のリーダーを育てる活動も行っている））））



RI会長

マーク・ダニエル・マローニー

（アラバマ州 ジケーターRC 会員）

２０歳代でロータリー入会

４０歳代でRIの役員を歴任





ロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐ

（ROTARY CONNECT THE WORLD）

• ２０１９－２０年度会長はマーク・ダニエル・マロ二２０１９－２０年度会長はマーク・ダニエル・マロ二２０１９－２０年度会長はマーク・ダニエル・マロ二２０１９－２０年度会長はマーク・ダニエル・マロ二ーーーー

アラバマ州の弁護士）アラバマ州の弁護士）アラバマ州の弁護士）アラバマ州の弁護士）

• ポールハリスも、若いころはアメリカ中を歩き、ポールハリスも、若いころはアメリカ中を歩き、ポールハリスも、若いころはアメリカ中を歩き、ポールハリスも、若いころはアメリカ中を歩き、

視野を広めていた視野を広めていた視野を広めていた視野を広めていた

• ２０歳代からロータリーに入会し、早くから頭角を現し、２０歳代からロータリーに入会し、早くから頭角を現し、２０歳代からロータリーに入会し、早くから頭角を現し、２０歳代からロータリーに入会し、早くから頭角を現し、

RIRIRIRI理事や規定審議会の議長も歴任していた理事や規定審議会の議長も歴任していた理事や規定審議会の議長も歴任していた理事や規定審議会の議長も歴任していた

• 会長講演の中で、彼がこだわって居た事は会長講演の中で、彼がこだわって居た事は会長講演の中で、彼がこだわって居た事は会長講演の中で、彼がこだわって居た事は

「「「「GROWGROWGROWGROW ROTARYROTARYROTARYROTARY」と言う言葉だった（辻氏）」と言う言葉だった（辻氏）」と言う言葉だった（辻氏）」と言う言葉だった（辻氏）





辻ガバナーのテーマ「総天然色」辻ガバナーのテーマ「総天然色」辻ガバナーのテーマ「総天然色」辻ガバナーのテーマ「総天然色」

�組織の維持を踏まえた会員増強組織の維持を踏まえた会員増強組織の維持を踏まえた会員増強組織の維持を踏まえた会員増強

☞☞☞☞ 桶の底の穴を埋める桶の底の穴を埋める桶の底の穴を埋める桶の底の穴を埋める

�ロータリー財団に対する理解の推進ロータリー財団に対する理解の推進ロータリー財団に対する理解の推進ロータリー財団に対する理解の推進

☞☞☞☞ 世界中で良いことをするため世界中で良いことをするため世界中で良いことをするため世界中で良いことをするため

�青少年プログラムに対する積極的参加青少年プログラムに対する積極的参加青少年プログラムに対する積極的参加青少年プログラムに対する積極的参加

☞☞☞☞ 未来のロータリアンの為に未来のロータリアンの為に未来のロータリアンの為に未来のロータリアンの為に

�国際ロータリー及び国際ロータリー会長賞への挑戦国際ロータリー及び国際ロータリー会長賞への挑戦国際ロータリー及び国際ロータリー会長賞への挑戦国際ロータリー及び国際ロータリー会長賞への挑戦

☞☞☞☞ 今の活動評価の為に今の活動評価の為に今の活動評価の為に今の活動評価の為に



ロータリー財団への寄付ロータリー財団への寄付ロータリー財団への寄付ロータリー財団への寄付

� 年間会員一人当たり、年間会員一人当たり、年間会員一人当たり、年間会員一人当たり、150150150150ドル（ドル（ドル（ドル（1111＄＄＄＄=110=110=110=110円）、円）、円）、円）、

を寄付すると3年周期で投資運用される

� この内、50505050％は国際財団活動資金として％は国際財団活動資金として％は国際財団活動資金として％は国際財団活動資金としてRRRR財団財団財団財団に

繰り込まれる

� 残りの残りの残りの残りの50505050％は、地区財団活動資金として、地域の％は、地区財団活動資金として、地域の％は、地区財団活動資金として、地域の％は、地区財団活動資金として、地域の

クラブの活動資金の援助金として使用されるクラブの活動資金の援助金として使用されるクラブの活動資金の援助金として使用されるクラブの活動資金の援助金として使用される

� クラブとしては、事業予算を計上する際、総事業予算総事業予算総事業予算総事業予算

の半額を計上することで、倍の実績を上げることがの半額を計上することで、倍の実績を上げることがの半額を計上することで、倍の実績を上げることがの半額を計上することで、倍の実績を上げることが

可能となる可能となる可能となる可能となる



[[[[分類分類分類分類

名名名名]]]]

[[[[分類名分類名分類名分類名]]]]

[[[[分類名分類名分類名分類名]]]]

その他その他その他その他

プログラプログラプログラプログラ

ム運営ム運営ム運営ム運営

[[[[分類名分類名分類名分類名]]]]

[[[[分類名分類名分類名分類名]]]]

金額（万ドル）金額（万ドル）金額（万ドル）金額（万ドル）
ロータリー財団支出額ロータリー財団支出額ロータリー財団支出額ロータリー財団支出額（（（（2015201520152015----2016201620162016年）年）年）年）

項項項項 目目目目

金金金金 額額額額

（万ドル）（万ドル）（万ドル）（万ドル） （％）（％）（％）（％）

ポリオプラスポリオプラスポリオプラスポリオプラス 11,50011,50011,50011,500 42.442.442.442.4

グローバル補助金グローバル補助金グローバル補助金グローバル補助金 7,0007,0007,0007,000 25.825.825.825.8

地区補助金地区補助金地区補助金地区補助金 2,6002,6002,6002,600 9.69.69.69.6

その他その他その他その他 1,0001,0001,0001,000 3.73.73.73.7

プログラム運営プログラム運営プログラム運営プログラム運営 2,5002,5002,5002,500 9.29.29.29.2

寄付推進寄付推進寄付推進寄付推進 2,0002,0002,0002,000 7.47.47.47.4

一般管理運営一般管理運営一般管理運営一般管理運営 500500500500 1.81.81.81.8



• 財団の創設以来の総寄付額は、財団の創設以来の総寄付額は、財団の創設以来の総寄付額は、財団の創設以来の総寄付額は、２０兆円２０兆円２０兆円２０兆円を超えていを超えていを超えていを超えているるるる

（過去の（過去の（過去の（過去の会費会費会費会費のののの中から供出された金額中から供出された金額中から供出された金額中から供出された金額やややや、、、、ポール・ハリスポール・ハリスポール・ハリスポール・ハリス財団財団財団財団

ななななどに寄付されたお金の総額どに寄付されたお金の総額どに寄付されたお金の総額どに寄付されたお金の総額））））

• ＲＩはこれまでに、ＲＩはこれまでに、ＲＩはこれまでに、ＲＩはこれまでに、700700700700億円以上の資金を億円以上の資金を億円以上の資金を億円以上の資金を提供提供提供提供し、し、し、し、

122 122 122 122 ヵ国、ヵ国、ヵ国、ヵ国、20202020億人以上の子供に、ワクチンを投与億人以上の子供に、ワクチンを投与億人以上の子供に、ワクチンを投与億人以上の子供に、ワクチンを投与し、し、し、し、

1988198819881988年には年には年には年には 35353535万件発病万件発病万件発病万件発病

2005200520052005年には年には年には年には1500150015001500件登録件登録件登録件登録、、、、その後はその後はその後はその後は数百人数百人数百人数百人の登録の登録の登録の登録のみのみのみのみ

• イギリスイギリスイギリスイギリスののののエリザベスエリザベスエリザベスエリザベス2222世は、イギリス連邦祝日演説の中で、世は、イギリス連邦祝日演説の中で、世は、イギリス連邦祝日演説の中で、世は、イギリス連邦祝日演説の中で、

ポリオ撲滅は世界が取り組むべき保健問題であると強調し、ポリオ撲滅は世界が取り組むべき保健問題であると強調し、ポリオ撲滅は世界が取り組むべき保健問題であると強調し、ポリオ撲滅は世界が取り組むべき保健問題であると強調し、

地球規模のポリオ撲滅運動を一つの成功例地球規模のポリオ撲滅運動を一つの成功例地球規模のポリオ撲滅運動を一つの成功例地球規模のポリオ撲滅運動を一つの成功例としてあげ、世界としてあげ、世界としてあげ、世界としてあげ、世界

はははは種々の種々の種々の種々の疾病の撲滅にも取り組む事ができると語り、イギリ疾病の撲滅にも取り組む事ができると語り、イギリ疾病の撲滅にも取り組む事ができると語り、イギリ疾病の撲滅にも取り組む事ができると語り、イギリ

ス連邦がより積極的に保健問題に時間と労力と資金を投入すス連邦がより積極的に保健問題に時間と労力と資金を投入すス連邦がより積極的に保健問題に時間と労力と資金を投入すス連邦がより積極的に保健問題に時間と労力と資金を投入す

るよう力説したるよう力説したるよう力説したるよう力説した



• 財団の創設以来の総寄付額は、財団の創設以来の総寄付額は、財団の創設以来の総寄付額は、財団の創設以来の総寄付額は、２０兆円２０兆円２０兆円２０兆円を超えていを超えていを超えていを超えているるるる

（過去の（過去の（過去の（過去の会費会費会費会費のののの中から供出された金額中から供出された金額中から供出された金額中から供出された金額やややや、、、、ポール・ハリスポール・ハリスポール・ハリスポール・ハリス財団財団財団財団

ななななどに寄付されたお金の総額どに寄付されたお金の総額どに寄付されたお金の総額どに寄付されたお金の総額））））

• ＲＩはこれまでに、ＲＩはこれまでに、ＲＩはこれまでに、ＲＩはこれまでに、700700700700億円以上の資金を億円以上の資金を億円以上の資金を億円以上の資金を提供提供提供提供し、し、し、し、

122 122 122 122 ヵ国、ヵ国、ヵ国、ヵ国、20202020億人以上の子供に、ワクチンを投与億人以上の子供に、ワクチンを投与億人以上の子供に、ワクチンを投与億人以上の子供に、ワクチンを投与し、し、し、し、

1988198819881988年には年には年には年には 35353535万件発病万件発病万件発病万件発病

2005200520052005年には年には年には年には1500150015001500件登録件登録件登録件登録、、、、その後はその後はその後はその後は数百人数百人数百人数百人の登録の登録の登録の登録のみのみのみのみ

• イギリスイギリスイギリスイギリスののののエリザベスエリザベスエリザベスエリザベス2222世は、イギリス連邦祝日演説の中で、世は、イギリス連邦祝日演説の中で、世は、イギリス連邦祝日演説の中で、世は、イギリス連邦祝日演説の中で、

ポリオ撲滅は世界が取り組むべき保健問題であると強調し、ポリオ撲滅は世界が取り組むべき保健問題であると強調し、ポリオ撲滅は世界が取り組むべき保健問題であると強調し、ポリオ撲滅は世界が取り組むべき保健問題であると強調し、

地球規模のポリオ撲滅運動を一つの成功例地球規模のポリオ撲滅運動を一つの成功例地球規模のポリオ撲滅運動を一つの成功例地球規模のポリオ撲滅運動を一つの成功例としてあげ、世界としてあげ、世界としてあげ、世界としてあげ、世界

はははは種々の種々の種々の種々の疾病の撲滅にも取り組む事ができると語り、イギリ疾病の撲滅にも取り組む事ができると語り、イギリ疾病の撲滅にも取り組む事ができると語り、イギリ疾病の撲滅にも取り組む事ができると語り、イギリ

ス連邦がより積極的に保健問題に時間と労力と資金を投入すス連邦がより積極的に保健問題に時間と労力と資金を投入すス連邦がより積極的に保健問題に時間と労力と資金を投入すス連邦がより積極的に保健問題に時間と労力と資金を投入す

るよう力説したるよう力説したるよう力説したるよう力説した



２０１５２０１５２０１５２０１５----１６年度１６年度１６年度１６年度 ＷＣＳ補助金交付プロジェクトＷＣＳ補助金交付プロジェクトＷＣＳ補助金交付プロジェクトＷＣＳ補助金交付プロジェクト

地区地区地区地区////クラブクラブクラブクラブ プロジェクトの内容プロジェクトの内容プロジェクトの内容プロジェクトの内容 プロジェクト総予算プロジェクト総予算プロジェクト総予算プロジェクト総予算 地区地区地区地区WCSWCSWCSWCS補助金補助金補助金補助金

熊野

フィリピンの子供たちとの

野球交流

200,000 100,000

名張中央

ベトナム中学校への

教材支援事業

100,000 80,000

鳥羽

伊勢志摩サミットをフラワー

オブジェで歓迎する活動

216,000 100,000

志摩

伊勢志摩サミットをフラワー

オブジェで歓迎する活動

200,000 100,000

四日市北

三重県立北星高校

国際奨学金制度

100,000 50,000



２０１７－２０１７－２０１７－２０１７－１１１１８年度８年度８年度８年度 ＷＣＳ補助金交付プロジェクトＷＣＳ補助金交付プロジェクトＷＣＳ補助金交付プロジェクトＷＣＳ補助金交付プロジェクト

地区／クラブ地区／クラブ地区／クラブ地区／クラブ プロジェクトの内容プロジェクトの内容プロジェクトの内容プロジェクトの内容 プロジェクト総予算プロジェクト総予算プロジェクト総予算プロジェクト総予算 地区地区地区地区WCSWCSWCSWCS補助金補助金補助金補助金

志摩

インドネシアバリ島小学校への

水と衛生事業

ネパール山間学校への文具提供

200,000 100,000

鈴鹿西

ネパール山岳部識字率向上

教育支援プロジェクト

300,000 150,000

岐阜中

フィリピン国ダバオ地域での

健康増進啓発事業

150,000 75,000

多治見

ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ

外国人留学生と高校生との

国際文化交流事業

185,000 50,000

地区WCS

委員会

タイ国クラビ県小学校への教材・

文具・スポーツ用品の贈呈

100,000 100,000


