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地区補助金活用報告



3年前に寄付した年次寄附金が地区に戻

り、4分の1（25％）を地元や海外の地域

社会のニーズに取り組む比較的規模の小

さい、短期的な活動に活用する制度です。

地区補助金とは



財団活動資金(シェアシステム)の仕組み

年次基金への寄付

3年後
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① 1クラブ1プロジエクトの申請とする。
② ３年前の年次寄附金の1/4（25%）を上限額

とする。
③ 19人以下の小規模クラブで年次寄附金の1/4 

が10万円を下回る場合は補助金を10万円と
する。

④ 最高額は40万円とする。

2018-19年度の地区補助金の配分方法は



40クラブから申請があり、すべての

申請を承認いたしました。

2018-2019年度の申請状況



各クラブのプログラムの利用報告



深川ロータリークラブ

深川市プレーパークプロジェクト

プレイパーク（冒険遊び場）に子供達が自由
発想で遊べる遊具・場を提供する。
乳幼児からの遊びは人格の形成に大きな影響
を与え特に異年齢の群れでの自由遊びは、自
主性・創造性・協調性・思いやり・友達作
り・ルールの尊重などの発達に不可欠です。







留萌ロータリークラブ

留萌お仕事体験「君よ光れ！」プロジェクト

留萌市在住の10歳～15歳の青少年を対象とした
「職業見学体験教室」を開催する。

クラブのロータリーアンが積極的に参加すること
による実践奉仕を根幹に、地域の将来を担う子供
たちの職業に対する知識の向上を図り将来の選択
肢を増やす。

















砂川ロータリークラブ

ペンケ歌志内川さくらつづみ植樹プロジェクト

120万本の植樹の継続として砂川市内を流れるペ
ンケ歌志内川に桜を植樹する。

堤防を強化し、桜並木の名称にして市民の憩いの
場としたい。







滝川ロータリークラブ

そらぷちキッズキャンプ野外活動推進プロジェクト

そらぷちキッズキャンプの主要施設は完成したもの
の、いまだ整っていない付帯設備が多い。

本年度は子どもたちが外で遊んだ後や畑での農作物
の収穫体験後の手洗い、農作物の洗浄用として使用
する野外手洗い設備を設置する。







岩見沢ロータリークラブ

ロータリーがやらずに誰がやる！

平成30年9月の震災と大規模停電を経験し、子供達

の安心安全な教育環境を保全するため、緊急災害時

の備えに対してロータリーができることを考え岩見

沢市内の中学校に災害用の発電機を寄贈する。





栗沢・岩見沢東ロータリークラブ

芝刈り機の寄贈 プロジェクト

平成26年4月に誕生した栗沢認定こども園に芝刈

り機を寄贈し、芝生化された園庭を子どもたちが

のびのび駆け回ることによって育まれる豊かな心

の醸成を図る。





当別ロータリークラブ

つるしびなで商店街活性化プロジェクト

当別町で毎年開催されている商店街イベント「北
のひな飾り」へ「つるしびな」を寄付する。

当別町に道の駅ができて集客の目玉ができたが本
町市街地の商店街の中まで買い物客を誘導するこ
とが望まれている。





札幌はまなすロータリークラブ

第５回はまなすカップ少年野球大会

ナイター少年野球大会の開催。勝敗よりもたのし
くのびのびとしたプレーを目指し、ナイター試合
の雰囲気を子どもたちに体験させて日中での試合
との違いを体験させる。

保護者もナイターならば仕事と重ならずに試合観
戦、応援に来やすい。











札幌北ロータリークラブ

教育・啓蒙・社会環境支援プロジェクト

「ダウン症の方達・こども達」に総合支援を目的
とした教育・啓蒙・社会環境支援プロジェクトを
実施する。

2019年3月21日ダウン症の日に札幌市地下空間で
一般の方達に向けた啓蒙活動に、クラブも参加し、
ソーシャルスキル教育を支援する。









札幌モーニングロータリークラブ

カミネツコン植樹プロジェクト

小学校、保育園に苗木を寄贈し、植樹する。

富丘小学校150個、新川保育園30個ロータリアン
は資材調達、バイオブロック作製の指導や下草刈
りなどを行う。









札幌西ロータリークラブ
ピンクリボンｉｎＳＡＰＰＯＲＯプロジェクト

「まなぶ・つながる」をテーマに『ピンクリボン

フェス2018」を開催する。乳がん検診と治療の最

新知識を学び、楽しく交流しながら北海道で活躍

する関係団体とのネットワークを広げるとともに

地域のピンクリボン活動の活性化を図る。













札幌西北ロータリークラブ

大通公園植樹プロジェクト

クラブは札幌山の手高校インターアクトクラブと
札幌市の憩いの場である大通公園にロータリーの
プレートを付けた樽型プランターを寄贈している。

今年も寄贈し市民また観光客に安らぎを与え季節
感を感じ楽しんでもらう。









札幌手稲ロータリークラブ

カーリング体験ツアー

不幸にも心に傷を負ってしまった母子に、心のケ
アの一助となるようにどうぎんカーリングスタジ
アムで「カーリング体験ツアー」を実施する。

スポーツのすばらしさ、チームワークの大切さ、
人を信じる尊さを学んで欲しい。









札幌東ロータリークラブ

「ろう者と健常者との交流フットサル教室」

札幌市のろう者団体が、本プロジェクトを通じ現

状を伝え、ろう者の生活向上のきっかけとする。

北海道ろう者サッカー協会選手の技術向上を図る。









札幌清田ロータリークラブ

図書寄贈 プロジェクト

札幌真栄小学校と札幌市立清田中学校が必要とし

ている図書を寄贈し、子供たちの本離れを防ぐ。



札幌市立真栄小学校 札幌市立清田中学校



札幌市立清田中学校





札幌幌南ロータリークラブ

子育てサロンへの冷蔵庫等の寄贈

NPO法人「ねっこぼっこのいえ」は2007年からひ
とり親や働いている家庭の親子が利用できる多世
代型子育てサロンとしてスタートして14名のス
タッフで運営している。

冷蔵庫が壊れたままで使用しているので1台寄贈す
る。









札幌真駒内ロータリークラブ

道立真駒内公園内 桜並木の保守・整備

真駒内公園内ヘの桜をはじめとした植樹。

また、市民の憩いの場である公園をより心地良い
ものにするため、今までに植樹をしてきた樹々の
点検と保護・維持を行う。







札幌南ロータリークラブ

ひとり親家庭クリスマス会

例年開催して好評を博しているイベントであり、

恒例行事となっている。

リピータも多くトーキル会員がサンタクロースに
扮してプレゼントを渡すので、皆楽しみにしてい
る。







新札幌ロータリークラブ

「美しの森」障害者施設支援事業

社会福祉法人北海道リハビリが運営する障害者支
援施設・障害福祉サービス事業所「美しの森」に、
利用者がともに語らい、友好を深めるふれあいの
場にテレビ1台を寄贈する。





小樽ロータリークラブ

小樽千年の森植樹プロジェクト

地球温暖化から環境を守り美しい地域を子供たち
の世代に残すために、小樽市天神奥沢水源地付近
の「小樽千年の森」に植樹をする。











小樽銭函ロータリークラブ

第35回小樽銭函ロータリークラブ少年野球大会

青少年の体力向上に寄与し、大会を通じ親子のふ
れあい家族団らんの機会を提供することで、青少
年の心身ともに健全なる育成を目的のほか、地域
住民にロータリーをPRする。







千歳ロータリークラブ

いずみさわ児童館遊具贈呈事業

千歳市が運営する「子育て支援センタ」が10か所
ある。昨年大型遊具を一般形施設3か所に寄贈した。
他の7か所についても施設や市から寄贈の強い要望
を受けたので継続寄贈する。









千歳セントラルロータリークラブ

ロータリーふれあい農園 プロジェクト

クラブは3年前まで「復興の森農園」としてメン
バーで畑を耕し栽培し、収穫した作物を被災地や
市内の支援施設などに寄贈してきた。

「ロータリーふれあい農園」として復活し、収穫
した作物を「千歳市子ども会育成連合会」に寄贈
する。













恵庭ロータリークラブ

桜の森創造プロジェクト

恵庭市ルルマップ自然公園ふれらんど内「恵庭RC
桜の森」で生育中の桜の木134本へ下草刈りの時
のロープによる障害から防護の処理をする。







北広島ロータリークラブ

餅つき プロジェクト

児童福祉施設ラブアリスの子供たち約20名を集め
もちつきを実施する。

弱者に対する愛情を注ぐことによって子供たちに
希望を与え、ご家庭のお手伝いをし継続活動によ
り地域に貢献しロータリアンとしての役割を果た
す。





三石ロータリークラブ

歩行器寄贈プロジェクト

新ひだか町三石特別養護老人ホーム蓬莱荘と三石
国保病院に歩行器を寄贈する。







静内ロータリークラブ

進学希望者に対する修学助成プロジェクト

新ひだか町から有用な人材を育成する機会を作り、
将来への目標と意欲ある若者に就学の機会を与え
るため修学助成を行う。

対象は大学進学希望者で真に修学助成を必要とす
る学生に、学習塾の教材費・模擬受験料等の支援
をする。











室蘭ロータリークラブ

電信浜児童遊泳場へ屋形テント寄贈

室蘭市は三方を海に囲まれているが今年から海水
浴場は電信浜児童遊泳場が唯一となった。

室蘭全域から児童、保護者が集まるが屋形テント
が不足しているので一張り寄贈する







室蘭北ロータリークラブ

蘭東少年野球同好会優勝旗寄贈

昭和61年に蘭東少年野球同好会に優勝旗および優
勝カップを寄贈した。

大会は室蘭北ロータリークラブ杯として運営され
ている。30年経過したので新しい優勝旗を更新す
る。











函館ロータリークラブ

野鳥の森(バードサンクチュアリー)整備事業プロ
ジェクト

クラブが協力して造成した函館山山麓の函館八幡
宮の裏手にある「函館ロータリークラブ野鳥の
森」周辺を整備し、環境保全を考える市民の憩い
の場を提供する。











函館亀田ロータリークラブ

幼稚園児・ドックセラピーによる老人ホーム訪問

特別養護老人ホームで地域の幼稚園児が遊戯・合
唱を披露し、その喜ぶ姿を見てお年寄りを敬う気
持ちを育みまたお年寄りに日常生活に潤いと活気
を持っていただく。







森ロータリークラブ

ロータリー活動告知看板リニューアル

クラプが以前、国道5号線沿いに設置したロータ
リー活動告知看板が経年劣化したので広告看板設
置周辺の清掃及び交通安全・飲酒運転撲滅また
ロータリー活動広報を実施する。

人道的奉仕活動の推進、広聴活動の推進。









長万部ロータリークラブ

災害避難場所に大型絵本寄贈プロジェクト

災害避難場所の和泉保育園に大型絵本、大型紙芝
居を寄贈する。

園児また学童保育で集まる小学生、保護者や地域
の方が集まる場所で絵本、紙芝居を読み聞かせ地
域の人々との触れ合い青少年の育成に貢献したい。







函館セントラルロータリークラブ

函館市梁川交通公園の植樹と花壇の設置

幼児、小学生等親子で訪れて交通安全の基礎知識
を学べる函館市梁川交通公園にツツジの植樹と花
壇を配置し、季節に咲く花で訪れた人たちの憩い
の場の環境を整える。









江差ロータリークラブ

町民の森「ロータリーの森」エリア 実のなる木
の植樹事業

町民の森の中にあるロータリーの森に過去に植樹
した豊後梅･丹波栗の植え替えや追肥、枝払いを行
い多数の町民の方が訪れ自由に収穫出来、又遠足
などで幼稚園児や小学生が栗の実を拾い、喜んで
もらえればと思い補助金を活用する。









函館五稜郭ロータリークラブ

障害児施設へのホームシアターセット寄贈

社会福祉法人侑愛会のおしま学園にホームシア
ター一式を寄贈して、障害のある児童の教育を支
援し、父兄をはじめとする地域住民にロータリー
活動への理解を深めてもらう。







函館東ロータリークラブ

タイ・バンコック車椅子寄贈事業

クラブは2012-13年度から現地法人WAFCATの協
力を得て事業を継続している。今回は前回の検証
を含め、少しでも多くの車いすを寄贈する。

WAFCATは障害者自らが車椅子を生産しているタ
イ国の工場タイウィールと連携して、ボランティ
ア事業を展開している。







苫小牧ロータリークラブ

植樹事業

小学校にサクラなどの樹木を植えることによって
学校美化に貢献しこどもたちの情操を育み緑豊か
な街づくりに貢献する。

サクラ、ツツジ、ライラックなど100本。









苫小牧東ロータリークラブ

グアム「クリスマスドロップ作戦」

西太平洋ミクロネシア諸島の恵まれない子供たち
に学用品・おもちゃ・食料品・衣服などをクリス
マスプレゼントとして寄贈する。

本プロジェクトは友好クラブのグァムサンライズ
RCと瀧ヶ崎中央 RCが中心となり実施している。








