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１. 社会奉仕とは

地域に住む人々の生活環境を向上させるために
思いやりや援助を行う奉仕活動のことで、
ロータリーの奉仕は個人もクラブも客観的な行動
に表さなければならない。
「集団的な奉仕活動」と「継続性」が求められる。



2.社会奉仕活動の実施

• 地元内のそれぞれの地域の状況を調査、分析し、地域社会
のニーズを確認する。

• 地域社会のニーズを見出すために、個人的・職業上の立場
を生かして、この調査、分析を捕捉し、ロータリアンとして援助
できるかどうか個々のクラブ会員に奨め、理事会で承認。

• 他の地域団体と方針などが一致していたら、合同で会合を開
き、意見交換をする、連携して活動する。

• ロータリー財団地区補助金を有効に活用する。
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3.社会奉仕活動を通したクラブ活性化

（1）会員基盤向上

地区やグループおよびクラブでの社会奉仕活動を集団

ですることによって会員間の親睦を深める。

（2）ロータリーの認知度向上

社会奉仕活動をメディアなどで広報することによって、

ロータリーの認知度を向上させ会員増強の一助とする。
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4.地区の社会奉仕活動

2021-2022年度～

2700地区テーマ

21-22『取り組もう 基盤強化と超我の奉仕』
22-23『ロータリー、継続と変化』
［重点目標］

１．2700地区の会員増強
２．地区が一体となった奉仕活動の計画・実施



・全てのクラブに、今年度1回、実践的かつ行動志向の「ロータリー
奉仕デー」のイベントを計画・開催して欲しい

・地域の家族や協力団体とともに有意義な奉仕に取り組む機会、
地域社会の人々に広く知ってもらおう

21-22年度シェカール・メータＲＩ会長からの
「ロータリー奉仕デー」についてのお願い事項



ロータリー ７つの重点分野

①平和の促進 ②疾病との戦い

③きれいな水の提供 ④母子の健康

⑤教育支援 ⑥地域経済の発展

⑦環境の保全





SDGｓとは

2015年9月の国連サミットで採択された
もので、持続可能な開発目標。

国連加盟193か国が2016年から2030年
の15年間で達成するために掲げた目標
です。

17の大きな目標と、それらを達成するた
めの具体的な169のターゲットで構成され
ています。
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17

1.貧困をなくそう 2.飢餓をゼロに 3.人々に保健と福祉を

4.質の高い教育をみんなに 5.ジェンダー平等を実現しよう

6.安全な水とトイレを世界中に 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに

8.働きがいも経済成長も 9.産業と技術革新の基礎をつくろう

10.人や国の不平等をなくそう 11.住み続けられるまちづくりを

12.つくる責任つかう責任 13.気候変動に具体的な対策を

14.海の豊かさを守ろう 15.陸の豊かさも守ろう

16.平和と公正をすべての人に 17.パートナーシップで目標を達成しよう

の
目
標

S
D
G
ｓ



ロータリー ７つの重点分野

①平和の促進 ②疾病との戦い

（平和と公正） （健康と福祉）

③きれいな水の提供 ④母子の健康

（安全な水） （健康と福祉）

⑤教育支援 ⑥地域経済の発展

（教育） （経済成長）

⑦環境の保全

（気候変動・海陸の豊かさ）



・宗像国際環境会議の分科会にて開催
（10月24日に実施）

・地区社会奉仕委員会と職業奉仕委員会が合同で、
ＳＤＧｓの講演、奉仕活動事例発表、フィールドワーク
など

・各クラブから社会奉仕委員会と職業奉仕委員会に参加し
ていただき実施（福岡会場で）

地区の活動（2020-2021年度）



2700地区奉仕プロジェクトセミナー プログラム～「宗像国際環境会議」分科会～

時間 福岡会場(福岡ファッションビル） 宗像会場（宗像大社勅使館）

9:30 受付 受付

10:00 開会 地区社会奉仕委員会熊手委員⾧ ⇐オンライン

古賀ガバナー挨拶 ⇐オンライン

オンライン⇒ 宗像クラブ大住会⾧挨拶

10:15 オンライン⇒ 基調講演黒田玲子氏(東大名誉教授)

11:05 社会奉仕事例 「ネパールごみ処理施設建設支援事業」
講師：深澤良信氏（福岡東南RC）

⇐オンライン

11:35 職業奉仕事例 「 柳川の生い立ち 水と人とまちの関わり」
講師：立花民雄氏（立花農園、御花役員）

⇐オンライン

12:00 職業奉仕事例 「SDGsとロータリー活動」
講師：山口大祐氏（久留米北RC）

⇐オンライン

14:30 フィールドワーク ①竹漁礁製作（場所：ロイヤルホテル宗像）

15:00 フィールドワーク ②海岸漂着ゴミ清掃（場所：さつき松原海岸）



・宗像国際環境会議の分科会にて開催
（10月9日に実施）

・地区社会奉仕委員会と職業奉仕委員会が合同で、講演
会とワークショップを企画（各グループのロータリー奉仕
デー活動の紹介など）

・各クラブから社会奉仕委員会と職業奉仕委員会に参加し
ていただき実施（福岡会場で）

地区の活動（2021-2022年度）



ロータリー奉仕デーセミナー(宗像国際環境会議分科会) 2021/10/09

～Think-global、Act-local（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ規模で考えて、地域に合わせて行動しよう）～

時間 地区ｾﾐﾅｰ会場（福岡SRPセンタービル）福岡市早良区百道浜 宗像会場（ロイヤルホテル宗像）

9:00会場設営確認

9:30受付 受付（宗像ＲＣ）

10:00開会～イントロ 司会 社会奉仕委員会 ⇐オンライン

貫ガバナー挨拶 ⇐オンライン

10:05九州電力ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ戦略部門 部
⾧ 松本一道氏 基調講演

「2050年ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙに向けた九電ｸﾞﾙｰﾌﾟ
の取り組みについて」 ⇐オンライン

10:252700地区の取組み
安増惇夫2700地区研修ﾘｰﾀﾞｰ

「Think-global.Act-local」は2700地区の合
言葉 ⇐オンライン

10:40 オンライン⇒

宗像国際環境会議の取組み
①ブルーカーボンとは
九州大学 清野聡子准教授
②Act Local 活動事例

社)くらげれんごう代表理事 山崎 唯 氏



ロータリー奉仕デー

11:10 地区社会奉仕委員会 「ロータリー奉仕デー」
「宗像国際環境会議フィールドワーク」 ⇐オンライン

11:15第1グループ 事業発表 行橋
RC 「豊前海海岸一斉清掃プロジェクト」 ⇐オンライン

11:23第2グループ 事業発表 小倉
東RC 「北九州クリーン＆アップアクション」 ⇐オンライン

11:31第3グループ 事業発表 直方
中央RC 「川から海へ、今わたしたちにできること」⇐オンライン

11:39第4グループ 事業発表 福岡
南RC 「第１回ゴールボール体験競技会」 ⇐オンライン

11:47第5グループ 事業発表 福岡
城西RC 「児童虐待撲滅のための広報並びに啓発」 ⇐オンライン

11:55第6グループ 事業発表 久留
米RC 「有馬氏久留米入城400年記念事業の後援」 ⇐オンライン

12:03第6グループ 事業発表 鳥栖
RC 「フードバンク支援事業」 ⇐オンライン

12:11第7グループ 事業発表 八女
RC 「源流の森を護る奉仕活動」 ⇐オンライン

12:19第7グループ 事業発表 柳川
RC 「柳川掘割清掃」 ⇐オンライン

12:27社会奉仕委員⾧ 総括、環境（ブルーカーボン、グリーンカー
ボン）取組み ⇐オンライン

12:30閉会

13時～ フィールドワーク（海岸清掃）



第1グループ：第2回豊前海海岸一斉清掃プロジェクト
プラスチックを含む海洋ゴミ撲滅へ

第2グループ：第2回北九州クリーン＆アップアクション
第3グループ：海岸一斉清掃
第4グループ：第2回ゴールボール体験競技会
第5グループ：福岡・長崎の自然と子どもたちを守り・

育てるプロジェクト
第6グループ：筑後川河川一斉清掃及びノーポイ運動
第7グループ：花いっぱい運動

地区の活動（2022-2023年度）
各グループでロータリー奉仕デーを企画



5．活動事例

社会奉仕活動
（１）人間の尊重 ①社会的弱者への支援、②保健、衛
生、③子育て支援、④社会治安の向上、⑤才能ある
人の発掘、支援
（２）地域の発展 ①産業育成のお手伝い、②案内板、
マップ作製、ガイドの養成等、③街並整備
（３）環境の保全 ①山、野の植樹・森林の育成、②河
川の清掃、③街路の清掃、④クリーンエネルギー
（４）協同の奉仕 ①街頭キャンペーン、②国際交流
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ご清聴ありがとうございました


