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分区 クラブ名 社会奉仕活動内容

・社会福祉法人「前橋あそか会」との交流会を1998年より毎年継続。
入所者とソフトボール・カラオケ・散歩・室内競技等の交流。
前橋商業高校インターアクトの会員も参加。

・「前橋あそか会」の「あそかまつり」協賛。

・「あすなろ際」知的障害者の芸術祭において奨励賞を贈呈。知的障害に
対する理解を深めるためにクラブ会員が発表会を見に行っている。

・共愛バザーに参加し、収益を学園へ贈呈している。
・風呂川淵(岩神町)の清掃奉仕。
・学校フェスタに協賛・支援。

・その他協賛（ホリデーイン前橋/発明考案展/前橋市育成会書画展/愛の絵葉書領
布協力）

・フランシスコの町の子どもたちとの交流会（犬とのふれあい、クリスマス
プレゼント、美化清掃、ソフトボール大会など）実施。

・榛名女子学園の子どもたちに奉仕活動。
・まえばし学校フェスタ

・クラブ内のニーズ調査の上、社会奉仕のプロジェクトを立ち上げ、ローターアクト・イン
ターアクトクラブと共に、東日本大震災で被災した「いわき平中央RC」(友好クラブ)の
支援を行う。

・「第６１回社会を明るくする運動」パレードに参加。関係機関・団体との連携により、地
域に根ざした活動を積極的に展開し、防犯予防推進の機運が定着・発展していくよう
活動する。

・薬物乱用防止　例会担当を実施。
・「原発事故と健康について」例会担当を実施。
・児童養護施設「地行園」の子どもたちの誕生会を毎月行っている。

・同園は大規模改装中のため、改装記念備品を寄贈予定。

・環境GSの一環における地域環境美化推進プログラムとして、会員企業による地域
清掃活動の実施。
・クラブの清掃活動として、桐生市主催の渡良瀬川クリーン運動への参加。

・「みどりと花と笑顔の街　桐生市」をつくるための「桐生市みどりと花の会」へ参加・
協力。

・桐生市社会を明るくする運動への参加
・桐生市ゴミ減量化推進協力会議への協力
・地域NPO・ボランティア団体との情報交換
防犯活動

・「振り込め詐欺防止」のためにパンフレットを作成し、街頭での配布や職場での配布
依頼を行う。

・市役所の公用車に「振り込め詐欺防止」の宣伝広告を掲載。
・桐生市保健所の薬物乱用防止キャンペーンに協力。
・群馬大学工学部留学生との交歓会に出席する。
募金活動

・歳末に樹徳高校生と街頭募金活動に参加する。毎年１００万円以上を社会福祉協
議会に寄付する支援を行っている。

高校生の奉仕活動の支援
・樹徳高校の独居老人宅訪問清掃活動に参加し、高校生の奉仕活動を支援する。
・樹徳高校市内清掃活動に会員任意参加で協力している。
その他
・桐生市「自然観察の森」に貴重な資料の本を寄付している。
・桐生プロバスクラブへ特別会員を派遣して交流を密にしている。
・桐生市とみどり市の社会を明るくする運動参加
・老人ホームや心身障害者施設の慰問活動
・福祉施設のチャリティコンサートやチャリティーゴルフの協賛と支援
・桐生市発明考案展覧会の協賛
・大間々地区芸術文化祭の協賛
・清掃奉仕
・大間々警察署管内善行児童生徒表彰の協賛
・群馬昆虫の森へ苗木寄付
・養護老人ホーム高津戸荘の観桜会共催

第
２
分
区
A

桐生RC

桐生南RC

第
１
分
区

前橋西RC

前橋東RC

前橋北RC

前橋南RC

前橋中央RC

桐生西RC
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分区 クラブ名 社会奉仕活動内容

《青少年育成関連》
・桐生ミニバスケットボール連盟　大会開催への助成金（本年で１４回目）
・桐生サッカー協会少年サッカー連盟　大会開催への助成金(本年で１４回目)
《桐育乳児園(事情のある０～３歳までの子供を預かる施設)》
・クリスマスプレゼント贈呈(創立～２００４年)
・お掛け用タオル贈呈（２００５年～）
《赤城の家》
・クリスマスパーティーへの招待（職員及び、作業員の招待）
《農業体験》
・市内、樹徳幼稚園、大雄保育園園児と保護者、さつまいも堀り体験（５月末苗植　１１
月上旬収穫）

・桐生赤城RC杯　桐生地区少年サッカー新人大会への後援・助成
・桐生市マーチングフェスティバルへの後援・助成
・桐生市バンドフェスティバルへの後援・助成
・桐生市運動公園　早朝清掃
・桐生赤城RC奨学金制度

※この制度は学力優秀で勉学の意思を持ちながら、経済的な理由で就学困難に
なった生徒に奨学金を支給するもので、就学を奨励することで、有為な人材を育成
し、社会に寄付・貢献せしめることを目的として制定。
金額：月額１０，０００円　年度内人数：５名
２０１１－２０１２年度は１名多く、６名に支給しております。

地域社会のニーズを調査し、奉仕活動プロジェクトの「目標と目的を設定」「活動計画
の立案」「予算の作成」「法的責任と保護」を遵守し、各奉仕プロジェクト委員会合同
による計画と立案を行い、新しいニーズの支援活動に取り組んでゆく。

・社会を明るくする運動への参加
・広瀬川クリーン作戦への参加
・小中学生ラグビー大会への支援
・震災復興へと繋がり、貢献できる事業の展開
・天啓園催しへの支援
・市民緑化フェア～みどりの大地いせさき～への参加
・伊勢崎市社会福祉大会への参加

群馬境RC

・旧境町の中学３校（約７００名）を対象に日本航空宇宙研究機構（JAXSA）より講師を
招き航空宇宙科学の講演会を開催予定。これをきっかけとし、ロボットコンテストなよう
なものを組織し、運営・商品の提供を行い、子供たちの科学技術発展に役立つべく計
画を進行中。

・２００５年４月に、クラブ３０周年を記念し、いせさき市民の森公園に河津さくら１３０本植
樹。その後毎年さくらのメンテナンスを始め、ベンチの寄贈、さくらの増植樹を継続。

・２００４年５月より、伊勢崎中央RC杯兼伊勢崎佐波卓球大会を毎年開催アシストして
いる。（参加人数約５００名）

伊勢崎南RC ・各企業に節電の呼びかけ
・市内、小学校に図書寄贈

・福祉施設のクリスマス会に参加・プレゼント贈呈

・福祉車輌の贈呈を福祉施設「清涼園」に行なう。（H23.9.7　５０周年事業）
・高崎商科大学附属高校生徒（４名）へ奨学金を送る
・ユネスコへの寄付
・群馬交響楽団への賛助
・例年、小学校における奉仕活動教育の一環とし、高崎北小学校浩５・６年生を交え、
高崎市文化会館庭、ロータリー記念樹の周囲の清掃活動を行っている。

・例年、高崎浜川体育館で行なわれる、車椅子バスケットボール大会に協賛・応援に
参加している。

・群馬交響楽団への賛助を行なっている。群響を身近なオーケストラとして親しんでも
らえるよう、音楽鑑賞例会を実施している。

・毎月１回、青少年の健全育成と非行防止のため、高崎駅周辺の防犯パトロールを実
施。
・早朝清掃活動、防犯パトロール、ミニサッカー大会の支援を続けている。

・現在社会奉仕特別委員会を設置し、新たなプロジェクトを加え、クラブの活性化を図
るべく計画中。

《高崎市倉渕町高芝地区植林事業》

・クラブの継続事業とし、高崎市の水源涵養林保護運動「緑のダム」応援隊として、烏
川上流の水源涵養林において、落葉広葉樹を植樹。烏川の水を「緑のダム」で守り、
豊な自然と美味しい水を未来の子供たちへ残すために活動している。
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A

桐生中央RC

桐生赤城RC

伊勢崎RC

伊勢崎中央RC

伊勢崎東RC
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２
分
区
B

高崎南RC

高崎北RC
修正予定

高崎東RC

高崎シンフォニーRC

高崎セントラルRC
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分区 クラブ名 社会奉仕活動内容

《方針》

「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」のRIテーマを、奉仕活動を通じて啓
蒙してゆきたい。また、地域の各種団体や行政と連携を図り、環境美化・保全の取り組
みを推進したい。

《事業計画》
・金山清掃への参加（９月４日）
・ロータリーの森とその周辺清掃（１２月・５月実施）
・環境美化への啓蒙活動の実践
・金山清掃（太田市の市民的行事）への参加。

・当クラブがスポンサーのプロバスクラブとの共同作業で、新田荘歴史資料会館の清
掃ボランティア（年２回）下草刈り、落葉清掃

・市内各所の記念樹（河津桜）の下草刈り
・渡良瀬川クリーン作戦運動に参加

・第４分区A　５RCとクラブでの共同作業として太田市社会福祉協会へのタオル寄
付。

・金山清掃市民運動（毎年９月第１日曜日）協賛金１０，０００円移動例会として全会員
に参加を呼びかけ、現地にて例会を実施。

・太田市スポーツ振興後援　会費として３５，０００円寄付。各種スポーツ団体を支援
する。

・太田市ゲートボール大会後援　５０，０００寄付。開会式に会長が出席し挨拶。

・歳末助け合い運動「市長杯市議会長杯社協会長杯争奪チャリティーゴルフ大会」
協賛金１０，０００円　クラブ会員の参加希望者が参加し、参加者相互の交流と親睦を
図る。

《今年度の方針》
今年度RIテーマ「こころの中をみつめよう　博愛を広げるために」に則って各地域社
会奉仕活動に参加し、ロータリー精神、魅力を地域に広める。

《事業計画》
・各種団体との連携をとる
・館林市立養護学校への参加
・緑化活動への協力
・緑の羽根募金活動への協賛
・７月１０日　利根川河川敷清掃　参加

・８月２７日（土）～２８日（日）大泉ロータリー・フカヤ杯サッカー大会
新世代奉仕委員会と共に近隣中学校１６校によるサッカー大会を実施。

・４月２１日（土）大泉町いずみ緑道清掃を予定（大泉町ボーイ・ガールスカウト参加）
地域社会と力を合わせ文化・スポーツ・教育・福祉の向上に貢献する
・邑楽町主催「おうら祭り」に団体参加（町民パレード・かき氷チャリティー販売）
・「邑の映画祭」を協賛支援
・早朝清掃例会（農村広場　草取り）
・「多々良沼クリーンハイク」清掃活動参加
・歳末助け合い運動に参加（邑楽町社会福祉協議会へ寄付）
・ボーイスカウト・ガールスカウト活動への協力
・館邑会「陽光園」へ寄付
・少年サッカーFC邑楽・わんぱく相撲大会への協力
・西邑楽青少年薬物乱用防止大会への協賛
・邑楽町グランドゴルフ大会への協力
・市立図書館当クラブコーナー充実のための補助
・小・中学校の図書購入日の助成
・市立養護学校の行事参加
・市ユネスコ協会への協力と参加
・市民ウォークラリー大会協賛及び参加
・被災者支援のための活動を考える
・館林まつりに参加し館林国際交流協会のよさこいソーランを支援
・市内在住の外国人の支援及びロータリー広報活動
・市内の清掃活動「沼と語る」会を実施

・年２回野鳥の森清掃活動実施
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館林ミレニアムRC

第
４
分
区
B

館林RC

大泉RC

館林西RC

館林東RC

太田RC

太田西RC

太田南RC
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分区 クラブ名 社会奉仕活動内容

・春は小学生新入生に机の引き出しプレゼント及び交通安全指導
・夏は草津ロータリー杯吾妻低学年少年野球大会支援。
・秋は青少年健全育成支援チャリティーゴルフ大会。
・冬は幼稚園・保育園へサンタに扮してクリスマスプレゼントを贈る。

・春・秋の全国交通安全週間には目に見える社会奉仕活動として交通指導に積極的
に協力・参加

・沼田中央ロータリー旗中学生大会（１２年）
・邦楽体験教室（市内小学校）
・ボーイスカウトへの援助
・柔剣道への援助
・育英奨学生への継続（高校生対象）
・米山奨学生の受け入れ
・環境美化活動
・東日本大震災への義援金活動
・「安全・安心まちづくり活動」支援
・千年の森清掃活動

・渋川みどりRCサッカー杯

・とみおか夏まつり協賛金（花火大会）
　オリジナル七夕装飾
・富岡製糸場内敷地の除草作業
・屋外温度計設置事業
・市民夏期大学講座後援
・関孝和先生顕彰全日本珠算競技大会後援
・桜山まつり俳句大会後援

・チョコボラ（ちょっとボランティア）ゴルフコンペの開催
参加者からの寄付金等を各種団体へ寄付

・ミュージカル劇団アラムニーによるミュージカルの開催
安中にミュージカルを根付かせたく無料のミュージカル講演を主催して今年で５年目

・地元少年野球チームへの助成
・地元少年サッカーチームへの助成
・日本語教室への助成
・少年野球後援（年２回）
・少女ソフト後援（年１回）
・安政遠足（侍マラソン）前夜祭協賛および当日「大江戸フェスタ」模擬店出店
・おもひで祭（８月）模擬店出店
・安中市民ウォークラリー後援

碓氷安中RC

第
６
分
区

渋川みどりRC

第
５
分
区

富岡RC

藤岡RC

安中RC

藤岡北RC

草津RC

沼田中央RC


