２ ０ １ 8 年
(

国際協会スローガン

「ウィ・サーブ」

１ １ 月 の 行 事)

国際会長

『感謝と奉仕』～人のためになることを～

第２回ガバナー諮問委員会開催の月

地区ガバナーテーマ

（ゾーン・ミーティング）

『躍動』（生き生きと）

LCIF献金会員の月/ｸﾘｽﾏｽ活動計画の月

日
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グドラン・ビョート・イングバドター
地区スローガン

第２回キャビネット会議開催(TV会議)

地区ガバナー

の

行

曽 山 純 廣

事リジョン・ゾーン・クラブの行事

１ 木

(1日)
2Z/鹿ﾘﾊﾞﾃｨLC 献血協力月間/1日～30日
(於:献血ﾙｰﾙ天文館･献血ﾌﾟﾗｻﾞ鴨池ｸﾛｽ)

２ 金

7Z/志布志LC 早朝清掃(於:宝満寺)
(2日)
2Z/鹿南洲LC 第568回南洲神社清掃/7:00～

3Z/川辺LC 交通安全街頭指導(於:川辺町内/7:00～8:00)

7Z/末吉LC 栄楽公園清掃活動(市民祭にむけて)

文化の日

３ 土

1Z/恩納LC 第4回ｻﾝｺﾞ礁再生支援ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ
(於:沖縄ﾛｲﾔﾙｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ/11:48～)
(3日)
1Z/鹿城山LC ﾁｬﾘﾃｨﾊﾞｻﾞｰ
(於:鹿児島市金生町 鹿児島銀行本店前/16:00～17:00)

2Z/鹿維新LC 社会福祉施設「慶生会」ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ協力参加

４ 日

6Z/国分隼人LC 幼児ｻｯｶｰ大会並びに愛の献血運動の実施

3Z/首里ｷｬｯｽﾙLC 琉球王朝祭りﾊﾟﾚｰﾄﾞ
R/献血ｾﾐﾅｰ開催(於:沖縄赤十字病院会議室)

3Z/八重山LC 石垣島祭りﾊﾟﾚｰﾄﾞ参加用 風船膨らまし作業

(4日)

５ 月

1Z/鹿黎明LC 早朝清掃(於:西郷･大久保生誕地/7:00)

1Z/ｺｻﾞLC ｺｻﾞLC杯少年野球大会
3Z/八重山LC 石垣島祭りﾊﾟﾚｰﾄﾞ参加 移動献血PR
■準地区ＦＷＴｾﾐﾅｰ
(於:ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ鹿児島/13:00)
(5日)
６ 火 R/沖縄R.外国人留学生奨学会･奨学金贈呈式
4Z/川内LC 早朝交通誘導(7:30～8:30)
(沖縄大学･琉球大学･沖縄国際大学･名桜大学)
8Z/徳之島LC 献血広報活動(天城町)
(於:樟南第二高校/8:30･Aｺｰﾌﾟ天城店/13:00)

(6日)

７ 水

8Z/徳之島LC 献血広報活動(於:南西糖業伊仙工場8：15･伊仙町役場11:00)

1･2Z/合同第29回ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾁｬﾘﾃｨ親善ｺﾞﾙﾌ大会
(於:鹿児島高牧場CC/8:10）
(7日)

８ 木

8Z/徳之島LC 献血広報活動(於:徳之島徳洲会病院8:30･Aｺｰﾌﾟ徳之島店13:00)

(8日)
8Z/徳之島LC 献血広報活動(南西糖業徳和瀬工場8：15･徳之島町役場11:00)

(9日)

９ 金

4Z/川内よさこいLC 唄って笑ってｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ『第7回ﾁｬﾘﾃｨｶﾗｵｹ大会』
(於:ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ/19:00)祝 古希L.成川幸太郎
8Z/徳之島LC 献血広報活動(於:天城町役場/9:00～11:00･13:00～15:00)

(10日)
1Z/種子島LC わかさ公園内ﾗｲｵﾝｽﾞ広場清掃
4Z/宮之城LC 親善ｺﾞﾙﾌ大会

１０ 土

１１ 日

第3回「躍動」ｸﾗﾌﾞ活性化･向上ｾﾐﾅｰ(鹿児島)
(於:ｼﾞｪｲﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ/13:00～)

4Z/川内第一LC 第22回ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ大会準備(於:ｻﾝｱﾘｰﾅせんだい/17:00～21:00)

4Z/川内第一LC 献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(於:ｻﾝｱﾘｰﾅせんだい/9:00～16:30)

4Z/川内なでしこLC 通所介護ｸｵﾗせんだい施設慰問
3Z/八重山LC 移動献血ﾗｲｵﾝｽﾞﾃﾞｰ(於:ﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞかねひで石垣店)

(11日)
4Z/川内第一LC 旗争奪第22回ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ大会(於:ｻﾝｱﾘｰﾅせんだい/7:00～17:00)

１２ 月

5Z/長島LC ﾗｲｵﾝｽﾞ花壇整備
7Z/末吉LC 献血活動(於:市民祭会場)
(12日)
6Z/きりしまｼﾆｱLC 第193回定例会(於:ﾎﾃﾙ京ｾﾗ)
(13日)
4Z/宮之城LC 清掃奉仕･交通安全立哨

１３ 火

１４ 水

3Z/第2回ｶﾞﾊﾞﾅｰ諮問委員会(於:ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ沖縄ﾊｰﾊﾞｰﾋﾞｭｰ)
冬期YCE派遣ﾕｰｽ候補生 第1回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
(於:STAPLETON英会話教室/16:00～18:00) (15日)
3Z/加世田LC ﾜｲﾝ例会

4Z/東郷さつまLC 鮎カニ例会(於:しょうちゃん2階)

※第57回東洋東南ｱｼﾞｱﾌｫｰﾗﾑ(18日迄/中国･海南)

１５ 木

7Z/志布志LC 早朝清掃(於:山宮神社)
2Z/第2回2ｿﾞｰﾝ諮問委員会
3Z/宮古LC 定期道路清掃(於:高野西里線)

（１１月行事／No.２）
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事リジョン・ゾーン・クラブの行事

冬期YCE派遣ﾕｰｽ候補生 第2回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
(16日)
5Z/阿久根LC 企業廻り献血(於:日栄食品～ｽﾀｰｾﾞﾝ～KSK)
(於:STAPLETON英会話教室/16:00～17:30)
3Z/糸満白銀LC ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会(於:南山ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ)

(17日)
1Z/鹿黎明LC 第27回秋桜杯児童福祉施設ｽﾎﾟｰﾂ大会

■伊佐LC 55周年記念式典
(於:大口ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ)

(於:霧島市上野原縄文の森/開会式10:00～)

5Z/長島LC 長島一周駅伝大会協賛
8Z/瀬戸内LC 早朝清掃活動(於:海の駅周辺/7:00)
1Z/名護LC 第10回名護LC北部小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会開会式
10周年記念祝賀会(於:名護市21世紀の森体育館/9:00)

１８ 日

(18日)
1Z/鹿城山LC 早朝清掃(於:探勝園/7:00～8:00)
5Z/出水LC 臓器移植街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(於:出水市産業祭入り口)

7Z/鹿屋LC かのやﾛｰｽﾞﾋﾙ駅伝大会(於:霧島が丘公園)

１９ 月

8Z/瀬戸内LC ﾗｲｵﾝｽﾞ杯ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会(清水総合運動公園/9:00)

1Z/名護LC 第10回名護LC北部小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会開会式
(於:名護市21世紀の森体育館)
■奄美名瀬LC ﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ
冬期YCE派遣ﾕｰｽ候補生 第3回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
3Z/首里ｷｬｯｽﾙLC 首里城周辺清掃
２０ 火
(於:STAPLETON英会話教室/17:00～18:30) (20日)
冬期YCE来日生ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ･ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
2Z/鹿谷山･南LC 2ｸﾗﾌﾞ合同献血
(於:谷山ｻｻﾞﾝﾎｰﾙ/10:00～12:00,13:00～16:00)
(於:鹿児島ｻﾝﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ/18:30～21:30)
3Z/指宿LC 奄美名瀬LCﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ(ｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞとして出席)
(於:大成ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ/18:30～21:30)
２１ 水 ■ＬＣＩＦｾﾐﾅｰ
5Z/阿久根LC 交通安全指導(於:各地域の交差点)
(於:ｼﾞｪｲﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ/13:00～) 1Z/第2回1Zｶﾞﾊﾞﾅｰ諮問委員会(於:ﾎﾃﾙﾓﾝﾄﾚ沖縄ｽﾊﾟ&ﾘｿﾞｰﾄ/12:00)
(22日)
3Z/加世田･川辺･知覧LC 合同例会(於:川辺町「宴会おかの」/18:30)

２２ 木

3Z/吹上LC 交通安全指導(於:日置市吹上町)
5Z/出水LC 会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ(於:ﾎﾃﾙｷﾝｸﾞ)
勤労感謝の日

6Z/きりしまｼﾆｱLC 定例理事会(於:隼人公民館2階小会議室)

(23日)
２３ 金 ■鹿児島中央LC 55周年記念式典
(於:城山ﾎﾃﾙ鹿児島) 1Z/鹿中央LC

鹿児島聾学校文化祭 訪問･助成金(於:鹿児島聾学校)

2Z/鹿南洲LC 2018健康ｳｫｰｸ(於:錦江湾公園～烏帽子岳清掃登山/9:00)
2Z/鹿さつまLC 第7回鹿児島県中学校新人体重別柔道大会主催(於:鹿児島ｱﾘｰﾅ/9:40)

3Z/喜入LC 喜入わいわい祭り･ﾁｬﾘﾃｨﾊﾞｻﾞｰ(於:喜入新港 多目的広場)

２４ 土

3Z/喜入LC 「赤い羽根共同募金」街頭募金活動(於:喜入新港 多目的広場)

7Z/志布志LC 志布志市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ大会･献血活動(於:志布志市文化会館)

２５ 日

第2回「躍動」ｸﾗﾌﾞ活性化･向上ｾﾐﾅｰ(沖縄)
(24日)
(於:那覇青年会議所 JC会館/13:30～) 2Z/鹿第一LC 早朝清掃(於:西郷隆盛銅像周辺)
8Z/瀬戸内LC 大島郡少年野球大会(於:清水総合運動公園/9:00)25日迄

TV会

２６ 月

■地区長期計画委員会(15:00～16:00)
■第2回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議(16:10～18:00)
■懇親会(18:00～19:30)

於:鹿児島R/城山ﾎﾃﾙ鹿児島

沖縄R/ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ沖縄ﾊｰﾊﾞｰﾋﾞｭｰ

3Z/沖縄LC 沖縄平和祈念堂清掃(於:糸満市)
(25日)
1Z/鹿児島LC 平田公園清掃/7:00
1Z/鹿城山LC ﾁｬﾘﾃｨﾊﾞｻﾞｰ(於:天保山中学校)
1Z/鹿明倫LC ﾗｲｵﾝｽﾞ公園清掃(7:30～8:30)
2Z/鹿南LC 第17回知的障害者児による「友愛駅伝大会」
8Z/徳之島LC ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ(於:大原ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ/13:00)

２７ 火

(26日)
5Z/阿久根LC L.橋崎による献血講話(於:三笠中学校)

２８ 水

冬期YCE来日学生(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ1名)来鹿
(鹿児島中央駅

12：36着)

R/鹿児島R副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ推薦委員会(於:城山ﾎﾃﾙ鹿児島/13:00)
(於:城山ﾎﾃﾙ鹿児島/13:00)

(27日)
4Z/宮之城LC 清掃奉仕･交通安全立哨
4Z/川内よさこいLC 第127回例会
ﾁｬﾘﾃｨｶﾗｵｹ大会収益金贈呈式(ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ/19:00)

２９ 木

(28日)
3Z/知覧LC 交通安全街頭活動(於:知覧地区内主要交差点/7:30～8:30)

(30日)
1･2Z/第2回ｶﾞﾊﾞﾅｰ諮問委員会(於:城山ﾎﾃﾙ鹿児島/16:30)

３０ 金

5Z/長島LC ﾗｲｵﾝｽﾞ杯ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会
8Z/徳之島LC 薬物乱用防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(於:Aｺｰﾌﾟ伊仙店/16:40)

ライオンズクラブ国際協会３３７－Ｄ地区キャビネット事務局
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