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役割役割役割役割 氏名氏名氏名氏名 所属クラブ所属クラブ所属クラブ所属クラブ

奉仕PRJ部門

担当諮問委員ｶｳﾝｾﾗｰ

PG加賀 修 桑名西

奉仕PRJ部門委員長 篠原 一行 多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ

社会奉仕委員会委員長社会奉仕委員会委員長社会奉仕委員会委員長社会奉仕委員会委員長 河野河野河野河野 等等等等 伊勢伊勢伊勢伊勢

〃〃〃〃副委員長副委員長副委員長副委員長 濱田濱田濱田濱田 直美直美直美直美 熊野熊野熊野熊野

〃〃〃〃委員委員委員委員 長尾長尾長尾長尾 一郎一郎一郎一郎 関関関関

〃〃〃〃委員委員委員委員 中村加奈子中村加奈子中村加奈子中村加奈子 松阪東松阪東松阪東松阪東

〃〃〃〃委員委員委員委員次期委員長次期委員長次期委員長次期委員長 石田石田石田石田 公司公司公司公司 美濃加茂美濃加茂美濃加茂美濃加茂

〃〃〃〃委員候補委員候補委員候補委員候補

〃〃〃〃委員候補委員候補委員候補委員候補

加藤加藤加藤加藤 三紀三紀三紀三紀

五藤五藤五藤五藤 龍彦龍彦龍彦龍彦

多治見西多治見西多治見西多治見西

岐阜南岐阜南岐阜南岐阜南
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2018201820182018年度年度年度年度2019201920192019年度財団収支年度財団収支年度財団収支年度財団収支
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水と衛生水と衛生水と衛生水と衛生283

教育教育教育教育174

平和平和平和平和82

母子の健康母子の健康母子の健康母子の健康

102

疾病治療と疾病治療と疾病治療と疾病治療と

予防予防予防予防483

経済の発展経済の発展経済の発展経済の発展

182

補助金数補助金数補助金数補助金数



① 公徳心・愛郷心を育て、民度を高める社会教育的活動公徳心・愛郷心を育て、民度を高める社会教育的活動公徳心・愛郷心を育て、民度を高める社会教育的活動公徳心・愛郷心を育て、民度を高める社会教育的活動

----各クラブが行ってきた奉仕活動のデータ収集と広報各クラブが行ってきた奉仕活動のデータ収集と広報各クラブが行ってきた奉仕活動のデータ収集と広報各クラブが行ってきた奉仕活動のデータ収集と広報

----次年度に予定する各クラブの奉仕活動の事前調査の定例化次年度に予定する各クラブの奉仕活動の事前調査の定例化次年度に予定する各クラブの奉仕活動の事前調査の定例化次年度に予定する各クラブの奉仕活動の事前調査の定例化

② 地域の環境を守り、改善を促す環境保全活動地域の環境を守り、改善を促す環境保全活動地域の環境を守り、改善を促す環境保全活動地域の環境を守り、改善を促す環境保全活動

----全クラブへの植樹、車種調査アンケートの実施全クラブへの植樹、車種調査アンケートの実施全クラブへの植樹、車種調査アンケートの実施全クラブへの植樹、車種調査アンケートの実施

③ 自然災害時への対応準備自然災害時への対応準備自然災害時への対応準備自然災害時への対応準備

特定災害復興のための募金活動のトリガー特定災害復興のための募金活動のトリガー特定災害復興のための募金活動のトリガー特定災害復興のための募金活動のトリガー （今後の課題）（今後の課題）（今後の課題）（今後の課題）

地域のライフライン確保の一助地域のライフライン確保の一助地域のライフライン確保の一助地域のライフライン確保の一助-----各地でのきれいな水源の確保と各地でのきれいな水源の確保と各地でのきれいな水源の確保と各地でのきれいな水源の確保と

ガス発電などの教宣ガス発電などの教宣ガス発電などの教宣ガス発電などの教宣

④ 次世代を担う青少年に芸術・地域文化の経験の機会を付与次世代を担う青少年に芸術・地域文化の経験の機会を付与次世代を担う青少年に芸術・地域文化の経験の機会を付与次世代を担う青少年に芸術・地域文化の経験の機会を付与

極めて重要極めて重要極めて重要極めて重要（（（（①にて探索補助）にて探索補助）にて探索補助）にて探索補助）

⑤ 要援助高齢者・障害者・青少年への支援要援助高齢者・障害者・青少年への支援要援助高齢者・障害者・青少年への支援要援助高齢者・障害者・青少年への支援（（（（①にて探索補助）にて探索補助）にて探索補助）にて探索補助）

⑥ これらの奉仕活動の活性化をめざし、各クラブへのこれらの奉仕活動の活性化をめざし、各クラブへのこれらの奉仕活動の活性化をめざし、各クラブへのこれらの奉仕活動の活性化をめざし、各クラブへの

出張卓話を積極的に推し進める出張卓話を積極的に推し進める出張卓話を積極的に推し進める出張卓話を積極的に推し進める -------年間年間年間年間10回目処回目処回目処回目処

社会奉仕は地域社会に軸足を社会奉仕は地域社会に軸足を社会奉仕は地域社会に軸足を社会奉仕は地域社会に軸足を
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① 2019201920192019年度は辻ガバナーエレクト実施の調査に基づく各年度は辻ガバナーエレクト実施の調査に基づく各年度は辻ガバナーエレクト実施の調査に基づく各年度は辻ガバナーエレクト実施の調査に基づく各RCRCRCRCのののの
奉仕活動リストの分析・補填。今年奉仕活動リストの分析・補填。今年奉仕活動リストの分析・補填。今年奉仕活動リストの分析・補填。今年3月末までに入手予定。月末までに入手予定。月末までに入手予定。月末までに入手予定。

我々、委員会が我々、委員会が我々、委員会が我々、委員会が2020年度から委員会として調査・配布実施年度から委員会として調査・配布実施年度から委員会として調査・配布実施年度から委員会として調査・配布実施。。。。

② 昨年昨年昨年昨年2018.7－－－－2019.6実施の奉仕プロジェクト詳細データの収集。実施の奉仕プロジェクト詳細データの収集。実施の奉仕プロジェクト詳細データの収集。実施の奉仕プロジェクト詳細データの収集。

財団と共に各クラブの財団と共に各クラブの財団と共に各クラブの財団と共に各クラブの完了完了完了完了PRJを地区のを地区のを地区のを地区のHP にアップにアップにアップにアップする支援。する支援。する支援。する支援。

現在現在現在現在8888／／／／19191919件。これで今年度補助金件。これで今年度補助金件。これで今年度補助金件。これで今年度補助金USB USB USB USB を完成しを完成しを完成しを完成し各クラブに配布各クラブに配布各クラブに配布各クラブに配布する。する。する。する。

③ 三重県の災害時に役立つ湧き水の各地域内ＲＣへの三重県の災害時に役立つ湧き水の各地域内ＲＣへの三重県の災害時に役立つ湧き水の各地域内ＲＣへの三重県の災害時に役立つ湧き水の各地域内ＲＣへの

調査結果の引き継ぎと今後の活動委託。調査結果の引き継ぎと今後の活動委託。調査結果の引き継ぎと今後の活動委託。調査結果の引き継ぎと今後の活動委託。できれば自治体とのできれば自治体とのできれば自治体とのできれば自治体との

連携までお願いする（連携までお願いする（連携までお願いする（連携までお願いする（四日市市四日市市四日市市四日市市日永の追分の水、日永の追分の水、日永の追分の水、日永の追分の水、名張市名張市名張市名張市じゃじゃじゃじゃんんんんじゃじゃじゃじゃ

の水、の水、の水、の水、志摩市恵利原志摩市恵利原志摩市恵利原志摩市恵利原天岩戸の水、天岩戸の水、天岩戸の水、天岩戸の水、大紀町大紀町大紀町大紀町（頭の宮四方神社の水）（頭の宮四方神社の水）（頭の宮四方神社の水）（頭の宮四方神社の水）

④ 環境関連アンケートの継続実施（植樹・乗用車種調査）環境関連アンケートの継続実施（植樹・乗用車種調査）環境関連アンケートの継続実施（植樹・乗用車種調査）環境関連アンケートの継続実施（植樹・乗用車種調査）

⑤ 卓話は卓話は卓話は卓話は10クラブ／年程度に拡大。ただし今三重県のみ。クラブ／年程度に拡大。ただし今三重県のみ。クラブ／年程度に拡大。ただし今三重県のみ。クラブ／年程度に拡大。ただし今三重県のみ。

岐阜県の委員を増やして岐阜での卓話実施体制を検討中。岐阜県の委員を増やして岐阜での卓話実施体制を検討中。岐阜県の委員を増やして岐阜での卓話実施体制を検討中。岐阜県の委員を増やして岐阜での卓話実施体制を検討中。
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災害時に利用できる災害時に利用できる災害時に利用できる災害時に利用できる？？？？

名水の概略位置名水の概略位置名水の概略位置名水の概略位置

日永の追分日永の追分日永の追分日永の追分

射山神社射山神社射山神社射山神社

高麗広金明水高麗広金明水高麗広金明水高麗広金明水

八重谷の湧水八重谷の湧水八重谷の湧水八重谷の湧水

恵利原の水穴恵利原の水穴恵利原の水穴恵利原の水穴

川上の清水川上の清水川上の清水川上の清水

水大師の湧き水水大師の湧き水水大師の湧き水水大師の湧き水

赤目赤目赤目赤目48滝滝滝滝
じゃんじゃのじゃんじゃのじゃんじゃのじゃんじゃの水水水水

関係資料１ 8

頭の宮四方神社頭の宮四方神社頭の宮四方神社頭の宮四方神社

有望有望有望有望

山上の湧山上の湧山上の湧山上の湧

水水水水



2019201920192019年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（1/41/41/41/4））））
1 高山西高山西高山西高山西 教育教育教育教育 高山市内の児童たちが自然災害を模擬体験で学びｺﾐｭﾆｹｰ高山市内の児童たちが自然災害を模擬体験で学びｺﾐｭﾆｹｰ高山市内の児童たちが自然災害を模擬体験で学びｺﾐｭﾆｹｰ高山市内の児童たちが自然災害を模擬体験で学びｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝ能力、自立心、主体性、協調性、責任感を養う。ｼｮﾝ能力、自立心、主体性、協調性、責任感を養う。ｼｮﾝ能力、自立心、主体性、協調性、責任感を養う。ｼｮﾝ能力、自立心、主体性、協調性、責任感を養う。

日本日本日本日本 10580

2 高山高山高山高山

中央中央中央中央

地域社会地域社会地域社会地域社会

の発展の発展の発展の発展

「からくり箱」を造ることにより文化遺産の技法を体験「からくり箱」を造ることにより文化遺産の技法を体験「からくり箱」を造ることにより文化遺産の技法を体験「からくり箱」を造ることにより文化遺産の技法を体験

し文化遺産を後世に伝える匠の育成を図るし文化遺産を後世に伝える匠の育成を図るし文化遺産を後世に伝える匠の育成を図るし文化遺産を後世に伝える匠の育成を図る

日本日本日本日本 4213

3 津北津北津北津北 地域社会地域社会地域社会地域社会

の発展の発展の発展の発展

小児がんと闘う子供たちとその家族のために笑顔と夢を小児がんと闘う子供たちとその家族のために笑顔と夢を小児がんと闘う子供たちとその家族のために笑顔と夢を小児がんと闘う子供たちとその家族のために笑顔と夢を

届けるｺﾝｻｰﾄを開催する届けるｺﾝｻｰﾄを開催する届けるｺﾝｻｰﾄを開催する届けるｺﾝｻｰﾄを開催する

日本日本日本日本 4734

4 不破不破不破不破 教育教育教育教育 指導者に接する機会の少ない郡内の中学ﾌﾞﾗﾊﾞﾝ技能向上指導者に接する機会の少ない郡内の中学ﾌﾞﾗﾊﾞﾝ技能向上指導者に接する機会の少ない郡内の中学ﾌﾞﾗﾊﾞﾝ技能向上指導者に接する機会の少ない郡内の中学ﾌﾞﾗﾊﾞﾝ技能向上

を図り学区を越えた交流と世界を超えた交流を図る事業を図り学区を越えた交流と世界を超えた交流を図る事業を図り学区を越えた交流と世界を超えた交流を図る事業を図り学区を越えた交流と世界を超えた交流を図る事業

日本日本日本日本 5000

5 岐阜岐阜岐阜岐阜

エトスエトスエトスエトス

地域社会地域社会地域社会地域社会

の発展の発展の発展の発展

地域の安心地域の安心地域の安心地域の安心/安全に貢献し住民の防犯意識の向上を図るた安全に貢献し住民の防犯意識の向上を図るた安全に貢献し住民の防犯意識の向上を図るた安全に貢献し住民の防犯意識の向上を図るた

めに防犯カメラの設置と啓蒙活動を行うめに防犯カメラの設置と啓蒙活動を行うめに防犯カメラの設置と啓蒙活動を行うめに防犯カメラの設置と啓蒙活動を行う

日本日本日本日本 3630

6 桑名西桑名西桑名西桑名西 地域社会地域社会地域社会地域社会

の発展の発展の発展の発展

世界ユネスコ無形文化財に登録された桑名宗社（春日神世界ユネスコ無形文化財に登録された桑名宗社（春日神世界ユネスコ無形文化財に登録された桑名宗社（春日神世界ユネスコ無形文化財に登録された桑名宗社（春日神

社）に桑名石取祭に関する案内板を設置して周知を図り社）に桑名石取祭に関する案内板を設置して周知を図り社）に桑名石取祭に関する案内板を設置して周知を図り社）に桑名石取祭に関する案内板を設置して周知を図り

地域振興を期す。地域振興を期す。地域振興を期す。地域振興を期す。

日本日本日本日本 3750

7 上野東上野東上野東上野東 地域社会地域社会地域社会地域社会

の発展の発展の発展の発展

伊賀忍者を生かした街づくりをめざし、手裏剣大会を開伊賀忍者を生かした街づくりをめざし、手裏剣大会を開伊賀忍者を生かした街づくりをめざし、手裏剣大会を開伊賀忍者を生かした街づくりをめざし、手裏剣大会を開

催し地域活性化を図る催し地域活性化を図る催し地域活性化を図る催し地域活性化を図る

ﾀｲﾄﾙﾀｲﾄﾙﾀｲﾄﾙﾀｲﾄﾙNO.が赤い字は地区が赤い字は地区が赤い字は地区が赤い字は地区HPhttps:/www.rid2630.jp/ににににUP完完完完

日本日本日本日本 10201
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2019201920192019年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（2/42/42/42/4））））
8 羽島羽島羽島羽島 地域社会の発展地域社会の発展地域社会の発展地域社会の発展 地域の障害者支援施設の利用者の病院などへの送迎地域の障害者支援施設の利用者の病院などへの送迎地域の障害者支援施設の利用者の病院などへの送迎地域の障害者支援施設の利用者の病院などへの送迎

車両を購入し、精神薄弱者・障害者の命を命を安全車両を購入し、精神薄弱者・障害者の命を命を安全車両を購入し、精神薄弱者・障害者の命を命を安全車両を購入し、精神薄弱者・障害者の命を命を安全

委守る。委守る。委守る。委守る。

日本日本日本日本 12000

9 桑名桑名桑名桑名

北北北北

地域社会の発展地域社会の発展地域社会の発展地域社会の発展 地域の子供たちから「桑名の宝物」として作品募集地域の子供たちから「桑名の宝物」として作品募集地域の子供たちから「桑名の宝物」として作品募集地域の子供たちから「桑名の宝物」として作品募集

し発表する。町の良さを再認識し将来の街づくりにし発表する。町の良さを再認識し将来の街づくりにし発表する。町の良さを再認識し将来の街づくりにし発表する。町の良さを再認識し将来の街づくりに

貢献。貢献。貢献。貢献。

日本日本日本日本 2040

⑩ 中津中津中津中津

川川川川

地域社会の発展地域社会の発展地域社会の発展地域社会の発展 健やかな成長を願う「子供の夢」支援事業。ﾄｯﾌﾟｱｽ健やかな成長を願う「子供の夢」支援事業。ﾄｯﾌﾟｱｽ健やかな成長を願う「子供の夢」支援事業。ﾄｯﾌﾟｱｽ健やかな成長を願う「子供の夢」支援事業。ﾄｯﾌﾟｱｽ

ﾘｰﾄと関わることで未来を担う子供たちの夢を膨らﾘｰﾄと関わることで未来を担う子供たちの夢を膨らﾘｰﾄと関わることで未来を担う子供たちの夢を膨らﾘｰﾄと関わることで未来を担う子供たちの夢を膨ら

ませ実現に近づける。ませ実現に近づける。ませ実現に近づける。ませ実現に近づける。

日本日本日本日本 5000

11 鈴鹿鈴鹿鈴鹿鈴鹿

ｼﾃｨｼﾃｨｼﾃｨｼﾃｨ

地域社会の地域社会の地域社会の地域社会の

発展発展発展発展

児童養護施設に遊具を設置し子供たちの健全な教育児童養護施設に遊具を設置し子供たちの健全な教育児童養護施設に遊具を設置し子供たちの健全な教育児童養護施設に遊具を設置し子供たちの健全な教育

に寄与し、擁護施設に対する偏見を無くし支援の輪に寄与し、擁護施設に対する偏見を無くし支援の輪に寄与し、擁護施設に対する偏見を無くし支援の輪に寄与し、擁護施設に対する偏見を無くし支援の輪

を広げる契機とする。を広げる契機とする。を広げる契機とする。を広げる契機とする。

日本日本日本日本 12000

12 鳥羽鳥羽鳥羽鳥羽 地域社会の発展地域社会の発展地域社会の発展地域社会の発展 障害者と健常者が参加するボッチャ競技会を開催し障害者と健常者が参加するボッチャ競技会を開催し障害者と健常者が参加するボッチャ競技会を開催し障害者と健常者が参加するボッチャ競技会を開催し

障害者たちへの理解や支援を深める。障害者たちへの理解や支援を深める。障害者たちへの理解や支援を深める。障害者たちへの理解や支援を深める。

日本日本日本日本 1909

13 可児可児可児可児 地域社会の発展地域社会の発展地域社会の発展地域社会の発展 街のシンボル「鳩吹山」の遊歩道を整備することに街のシンボル「鳩吹山」の遊歩道を整備することに街のシンボル「鳩吹山」の遊歩道を整備することに街のシンボル「鳩吹山」の遊歩道を整備することに

より子供達を含む住民に安全に登山してもらい地域より子供達を含む住民に安全に登山してもらい地域より子供達を含む住民に安全に登山してもらい地域より子供達を含む住民に安全に登山してもらい地域

への愛着心を育む。への愛着心を育む。への愛着心を育む。への愛着心を育む。

日本日本日本日本 6090

⑭ 松阪松阪松阪松阪

山桜山桜山桜山桜

教育教育教育教育 ﾐｬﾝﾏにおける移動図書館の支援ﾐｬﾝﾏにおける移動図書館の支援ﾐｬﾝﾏにおける移動図書館の支援ﾐｬﾝﾏにおける移動図書館の支援

○印は事例発表候補ﾃｰﾏ印は事例発表候補ﾃｰﾏ印は事例発表候補ﾃｰﾏ印は事例発表候補ﾃｰﾏ

ﾐｬﾝﾏﾐｬﾝﾏﾐｬﾝﾏﾐｬﾝﾏ 3523
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2019201920192019年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（3/43/43/43/4））））
15 名張名張名張名張 地域社会発展地域社会発展地域社会発展地域社会発展 名張市内にﾎﾞｯﾁｬの普及を図り障害者との「ﾎﾞｯﾁｬ交会流」実施。名張市内にﾎﾞｯﾁｬの普及を図り障害者との「ﾎﾞｯﾁｬ交会流」実施。名張市内にﾎﾞｯﾁｬの普及を図り障害者との「ﾎﾞｯﾁｬ交会流」実施。名張市内にﾎﾞｯﾁｬの普及を図り障害者との「ﾎﾞｯﾁｬ交会流」実施。

「「「「

日本日本日本日本 5000

16 関中関中関中関中

央央央央

地域社会の発地域社会の発地域社会の発地域社会の発

展展展展

将来を担う子供たちに里山整備を通じ、自然環境の維持や自給将来を担う子供たちに里山整備を通じ、自然環境の維持や自給将来を担う子供たちに里山整備を通じ、自然環境の維持や自給将来を担う子供たちに里山整備を通じ、自然環境の維持や自給

自足の大切さを学んでもらう。自足の大切さを学んでもらう。自足の大切さを学んでもらう。自足の大切さを学んでもらう。

日本日本日本日本 3862

17 多治多治多治多治

見見見見

西西西西

地域社会の発地域社会の発地域社会の発地域社会の発

展展展展

発達障害児、保護者を対象とした講演会を開催することにより発達障害児、保護者を対象とした講演会を開催することにより発達障害児、保護者を対象とした講演会を開催することにより発達障害児、保護者を対象とした講演会を開催することにより

正しい知識とケアを進め発達障害児への世間的認知も高める。正しい知識とケアを進め発達障害児への世間的認知も高める。正しい知識とケアを進め発達障害児への世間的認知も高める。正しい知識とケアを進め発達障害児への世間的認知も高める。

日本日本日本日本 2614

18 志摩志摩志摩志摩 地域社会の地域社会の地域社会の地域社会の

発展発展発展発展

音楽を通じて街を元気づけるイベントを開催し、こどもたちや音楽を通じて街を元気づけるイベントを開催し、こどもたちや音楽を通じて街を元気づけるイベントを開催し、こどもたちや音楽を通じて街を元気づけるイベントを開催し、こどもたちや

市民が文化、芸術に触れることにより地域活性化を図りたい。市民が文化、芸術に触れることにより地域活性化を図りたい。市民が文化、芸術に触れることにより地域活性化を図りたい。市民が文化、芸術に触れることにより地域活性化を図りたい。

日本日本日本日本 5000

19 尾鷲尾鷲尾鷲尾鷲 地域社会の発地域社会の発地域社会の発地域社会の発

展展展展

特別支援学校に通うこども達に対し、ｻｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾙで訓練するこ特別支援学校に通うこども達に対し、ｻｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾙで訓練するこ特別支援学校に通うこども達に対し、ｻｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾙで訓練するこ特別支援学校に通うこども達に対し、ｻｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾙで訓練するこ

とににより、将来安全に生活するためのﾊﾞﾗﾝｽ感覚育成を期待。とににより、将来安全に生活するためのﾊﾞﾗﾝｽ感覚育成を期待。とににより、将来安全に生活するためのﾊﾞﾗﾝｽ感覚育成を期待。とににより、将来安全に生活するためのﾊﾞﾗﾝｽ感覚育成を期待。

日本日本日本日本 1039

20 伊勢伊勢伊勢伊勢

度会度会度会度会

地域社会の発地域社会の発地域社会の発地域社会の発

展展展展

地域の青少年が世界最古の合奏音楽「雅楽」に触れ、伝統文化地域の青少年が世界最古の合奏音楽「雅楽」に触れ、伝統文化地域の青少年が世界最古の合奏音楽「雅楽」に触れ、伝統文化地域の青少年が世界最古の合奏音楽「雅楽」に触れ、伝統文化

を学ぶ。を学ぶ。を学ぶ。を学ぶ。

日本日本日本日本 1103

21 各務各務各務各務

原原原原

地域社会の地域社会の地域社会の地域社会の

発展発展発展発展

青少年の健全育成を目的としたスポーツ競技に触れる機会を青少年の健全育成を目的としたスポーツ競技に触れる機会を青少年の健全育成を目的としたスポーツ競技に触れる機会を青少年の健全育成を目的としたスポーツ競技に触れる機会を

作る。作る。作る。作る。

日本日本日本日本 4042

22 多治多治多治多治

見見見見

地域社会の地域社会の地域社会の地域社会の

発展発展発展発展

青少年の将来への不安を軽減し可能性を切り拓く力を養う。青少年の将来への不安を軽減し可能性を切り拓く力を養う。青少年の将来への不安を軽減し可能性を切り拓く力を養う。青少年の将来への不安を軽減し可能性を切り拓く力を養う。

また障害者への理解を深め社会の在り方を考える。また障害者への理解を深め社会の在り方を考える。また障害者への理解を深め社会の在り方を考える。また障害者への理解を深め社会の在り方を考える。

日本日本日本日本 11700
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2019201920192019年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（年実施の地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（4/44/44/44/4））））

23 桑名西桑名西桑名西桑名西 教育教育教育教育

奨学金奨学金奨学金奨学金

清水清水清水清水 優美優美優美優美 国立音学大学国立音学大学国立音学大学国立音学大学

イタリアイタリアイタリアイタリア 私立ミラノ音楽院私立ミラノ音楽院私立ミラノ音楽院私立ミラノ音楽院 声楽専攻声楽専攻声楽専攻声楽専攻

伊伊伊伊 19200

24 四日市四日市四日市四日市 教育教育教育教育

奨学金奨学金奨学金奨学金

斎木斎木斎木斎木 鈴奈鈴奈鈴奈鈴奈 桐朋学園大学桐朋学園大学桐朋学園大学桐朋学園大学

フランスフランスフランスフランス エコール・ノルアル音楽院エコール・ノルアル音楽院エコール・ノルアル音楽院エコール・ノルアル音楽院 ピアノ専攻ピアノ専攻ピアノ専攻ピアノ専攻

仏仏仏仏 19200

25 各務原各務原各務原各務原 教育教育教育教育

奨学金奨学金奨学金奨学金

児玉児玉児玉児玉 真子真子真子真子 愛知県立芸術大学愛知県立芸術大学愛知県立芸術大学愛知県立芸術大学

ドイツドイツドイツドイツ ドレスデン音楽学校ドレスデン音楽学校ドレスデン音楽学校ドレスデン音楽学校 ピアノ専攻ピアノ専攻ピアノ専攻ピアノ専攻

独独独独 19200

総合計総合計総合計総合計
176630

USD

12

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが終了したら地区の該当年度のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが終了したら地区の該当年度のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが終了したら地区の該当年度のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが終了したら地区の該当年度の

HPにＵＰすることが要求されますにＵＰすることが要求されますにＵＰすることが要求されますにＵＰすることが要求されます

このこのこのこのHPの内容をの内容をの内容をの内容をDVDで各で各で各で各RCに補助金申請に補助金申請に補助金申請に補助金申請

書・完了報告書とともに委員会より書・完了報告書とともに委員会より書・完了報告書とともに委員会より書・完了報告書とともに委員会より

配布。配布。配布。配布。
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https:www.rid2630.jp/ にアクセスするとにアクセスするとにアクセスするとにアクセスすると

この画面が出るので右下の奉仕プロジェクトをクリックでこの画面が出るので右下の奉仕プロジェクトをクリックでこの画面が出るので右下の奉仕プロジェクトをクリックでこの画面が出るので右下の奉仕プロジェクトをクリックで

次ページに飛ぶ次ページに飛ぶ次ページに飛ぶ次ページに飛ぶ
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クリックするとそれクリックするとそれクリックするとそれクリックするとそれ

ぞれのぞれのぞれのぞれの詳細説明が出る詳細説明が出る詳細説明が出る詳細説明が出る

鳥羽のテー鳥羽のテー鳥羽のテー鳥羽のテー

ママママ



鳥羽城址の景観整備のための植樹事業鳥羽城址の景観整備のための植樹事業鳥羽城址の景観整備のための植樹事業鳥羽城址の景観整備のための植樹事業

15



趣旨説明趣旨説明趣旨説明趣旨説明

16



当日の模様当日の模様当日の模様当日の模様

17



現在ｱﾝｹｰﾄ結果待ち現在ｱﾝｹｰﾄ結果待ち現在ｱﾝｹｰﾄ結果待ち現在ｱﾝｹｰﾄ結果待ち

18

[分類名分類名分類名分類名]

[パーセパーセパーセパーセ

ンテーンテーンテーンテー

ジジジジ]

ｶﾞｿﾘﾝｶﾞｿﾘﾝｶﾞｿﾘﾝｶﾞｿﾘﾝ 2-

3ｋｋｋｋcc

27%

ｶﾞｿﾘﾝｶﾞｿﾘﾝｶﾞｿﾘﾝｶﾞｿﾘﾝ

2kccまままま

でででで

20%

[分類名分類名分類名分類名]

17％％％％

[分類分類分類分類

名名名名][パーパーパーパー

センセンセンセン

テージテージテージテージ]

[分類名分類名分類名分類名]

[パーセパーセパーセパーセ

ンテーンテーンテーンテー

ジジジジ]

電気電気電気電気

1%

[分類分類分類分類

名名名名][パーパーパーパー

センセンセンセン

テージテージテージテージ]

2018.3調査結果調査結果調査結果調査結果2994台台台台

ロータリアン乗用車アンケート2019.3（対2018.3）
P-HYBRID車は車は車は車は3％％％％→1%に減ったが不明。勘違いか？に減ったが不明。勘違いか？に減ったが不明。勘違いか？に減ったが不明。勘違いか？

HYBRID系が系が系が系が30％でほとんど変化なし。ガソリン車やや排気量さがる傾向。％でほとんど変化なし。ガソリン車やや排気量さがる傾向。％でほとんど変化なし。ガソリン車やや排気量さがる傾向。％でほとんど変化なし。ガソリン車やや排気量さがる傾向。

2020年度は今まさに調査アンケート中年度は今まさに調査アンケート中年度は今まさに調査アンケート中年度は今まさに調査アンケート中



Ｈｙｂｒｉｄ車購入時の注意点Ｈｙｂｒｉｄ車購入時の注意点Ｈｙｂｒｉｄ車購入時の注意点Ｈｙｂｒｉｄ車購入時の注意点

プリウスシリーズなどでプリウスシリーズなどでプリウスシリーズなどでプリウスシリーズなどで5万円万円万円万円のオプションでのオプションでのオプションでのオプションで1500ＷのＷのＷのＷの

ＡＣＡＣＡＣＡＣ100ＶＶＶＶコンセントをつける。コンセントをつける。コンセントをつける。コンセントをつける。

（ガソリン満タン時、約（ガソリン満タン時、約（ガソリン満タン時、約（ガソリン満タン時、約4-5日日日日1500W使える）使える）使える）使える）

---災害時に車が無事ならすごい電源災害時に車が無事ならすごい電源災害時に車が無事ならすごい電源災害時に車が無事ならすごい電源

（車のガソリンがある限り）となり冷蔵庫・炊飯器・ＩＨ・（車のガソリンがある限り）となり冷蔵庫・炊飯器・ＩＨ・（車のガソリンがある限り）となり冷蔵庫・炊飯器・ＩＨ・（車のガソリンがある限り）となり冷蔵庫・炊飯器・ＩＨ・

携帯電話充電など車のコンセントから引っ張ってくれば携帯電話充電など車のコンセントから引っ張ってくれば携帯電話充電など車のコンセントから引っ張ってくれば携帯電話充電など車のコンセントから引っ張ってくれば

本当に力になる。本当に力になる。本当に力になる。本当に力になる。

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾌﾟﾗｸﾞｲﾝHYBRIDという車種なら標準でコンセントがという車種なら標準でコンセントがという車種なら標準でコンセントがという車種なら標準でコンセントが

ついている。車のトランクなどのついている。車のトランクなどのついている。車のトランクなどのついている。車のトランクなどの扉を開けなくても扉を開けなくても扉を開けなくても扉を開けなくても

電気がとれる。発電能力は上のプリウスとほぼ一緒。電気がとれる。発電能力は上のプリウスとほぼ一緒。電気がとれる。発電能力は上のプリウスとほぼ一緒。電気がとれる。発電能力は上のプリウスとほぼ一緒。
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最近の電気自動車の性能

NISSANリーフはリーフはリーフはリーフはLiイオン電池を大きくしたイオン電池を大きくしたイオン電池を大きくしたイオン電池を大きくした

40kWhの電池からの電池からの電池からの電池から62kWhの電池になったの電池になったの電池になったの電池になった

カタログではカタログではカタログではカタログでは570km走れるが走れるが走れるが走れるが

実質はほぼ実質はほぼ実質はほぼ実質はほぼ6掛けで掛けで掛けで掛けで350km位か位か位か位か

∴∴∴∴名古屋往復が充電せず可能名古屋往復が充電せず可能名古屋往復が充電せず可能名古屋往復が充電せず可能

非常時の電源とすると非常時の電源とすると非常時の電源とすると非常時の電源とすると

満充電からなら満充電からなら満充電からなら満充電からなら1.5kWでほぼでほぼでほぼでほぼ2日日日日のののの

家庭電気家庭電気家庭電気家庭電気AC100Vを動かせるを動かせるを動かせるを動かせる
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ガス発電機の例

ＡＣ100Ｖ850Ｗ 1時間連続

ＭＧＣ９００ＧＢＭＧＣ９００ＧＢＭＧＣ９００ＧＢＭＧＣ９００ＧＢ-----非常の役には立つ。欠点は下。非常の役には立つ。欠点は下。非常の役には立つ。欠点は下。非常の役には立つ。欠点は下。

・約15万円で20kg位で重い。

・室内では排ガスが出るので運転はできない。やかましい。
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植樹のＤＮＡを根付かせてゆきたい植樹のＤＮＡを根付かせてゆきたい植樹のＤＮＡを根付かせてゆきたい植樹のＤＮＡを根付かせてゆきたい

植樹アンケート植樹アンケート植樹アンケート植樹アンケート
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2018年以前の１０年間年以前の１０年間年以前の１０年間年以前の１０年間

の植樹活動についての植樹活動についての植樹活動についての植樹活動について

2018－－－－2019年度植樹年度植樹年度植樹年度植樹

活動について活動について活動について活動について

基本的には尾鷲基本的には尾鷲基本的には尾鷲基本的には尾鷲RC・鈴鹿ベイ・鈴鹿ベイ・鈴鹿ベイ・鈴鹿ベイ

RC・上野・上野・上野・上野RC・長良川沿いの・長良川沿いの・長良川沿いの・長良川沿いの

クラブなどに多くを依存してクラブなどに多くを依存してクラブなどに多くを依存してクラブなどに多くを依存して

いるいるいるいる。

平均平均平均平均800本／年本／年本／年本／年

今年も鈴鹿ベイが例年のご今年も鈴鹿ベイが例年のご今年も鈴鹿ベイが例年のご今年も鈴鹿ベイが例年のご

とくダントツである。高山とくダントツである。高山とくダントツである。高山とくダントツである。高山

中央、尾鷲、鳥羽も植樹意中央、尾鷲、鳥羽も植樹意中央、尾鷲、鳥羽も植樹意中央、尾鷲、鳥羽も植樹意

識高い。識高い。識高い。識高い。

合計618本植樹された

2019-2020は現在ｱﾝｹｰﾄ結果待ちは現在ｱﾝｹｰﾄ結果待ちは現在ｱﾝｹｰﾄ結果待ちは現在ｱﾝｹｰﾄ結果待ち



鈴鹿ベイ鈴鹿ベイ鈴鹿ベイ鈴鹿ベイRCRCRCRCの「羽衣並木復活大作戦」の「羽衣並木復活大作戦」の「羽衣並木復活大作戦」の「羽衣並木復活大作戦」

鼓ヶ浦海岸にて鼓ヶ浦海岸にて鼓ヶ浦海岸にて鼓ヶ浦海岸にてsincesincesincesince１９９４～１９９４～１９９４～１９９４～

松食い虫被害を補填。白子小、鼓ヶ浦小・中の卒年記念松食い虫被害を補填。白子小、鼓ヶ浦小・中の卒年記念松食い虫被害を補填。白子小、鼓ヶ浦小・中の卒年記念松食い虫被害を補填。白子小、鼓ヶ浦小・中の卒年記念

事業の名のもと事業の名のもと事業の名のもと事業の名のもと２４年間で２４年間で２４年間で２４年間で ３５０００本３５０００本３５０００本３５０００本の黒松苗を植の黒松苗を植の黒松苗を植の黒松苗を植

樹樹樹樹----環境保全活動の重要さと自然の厳しさを学びつつ往環境保全活動の重要さと自然の厳しさを学びつつ往環境保全活動の重要さと自然の厳しさを学びつつ往環境保全活動の重要さと自然の厳しさを学びつつ往

年の松林復活（母体：市と観光協会と鈴鹿ベイが生徒人年の松林復活（母体：市と観光協会と鈴鹿ベイが生徒人年の松林復活（母体：市と観光協会と鈴鹿ベイが生徒人年の松林復活（母体：市と観光協会と鈴鹿ベイが生徒人

力支援にて実施中力支援にて実施中力支援にて実施中力支援にて実施中
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2019-2020卓話実績と予定卓話実績と予定卓話実績と予定卓話実績と予定

2019年年年年
• 10月月月月02日日日日 大垣大垣大垣大垣 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

• 10月月月月25日日日日 桑名中央桑名中央桑名中央桑名中央 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

2020年年年年
• 03月月月月05日日日日 松阪山桜松阪山桜松阪山桜松阪山桜 みなができる身近な環境改善みなができる身近な環境改善みなができる身近な環境改善みなができる身近な環境改善

へのｱﾄﾞﾊﾞｲｽへのｱﾄﾞﾊﾞｲｽへのｱﾄﾞﾊﾞｲｽへのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

• 03月月月月10日日日日 伊勢伊勢伊勢伊勢 5年間の社会奉仕活動を振り返って年間の社会奉仕活動を振り返って年間の社会奉仕活動を振り返って年間の社会奉仕活動を振り返って

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策休会で卓話中止予定新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策休会で卓話中止予定新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策休会で卓話中止予定新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策休会で卓話中止予定

• 03月月月月19日日日日 伊勢南伊勢南伊勢南伊勢南 今年度補助金今年度補助金今年度補助金今年度補助金PRJの紹介の紹介の紹介の紹介 同じく中止同じく中止同じく中止同じく中止

• 04月月月月02日日日日 四日市四日市四日市四日市 母子の健康月間に因んで母子の健康月間に因んで母子の健康月間に因んで母子の健康月間に因んで

25


