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【 =ライオンズの誓い= われわれは知性を高
高め，友愛と相互理解の精神を養い，平和と自由を 守り，社会奉仕に精進する 】

平和、万歳！

ライオンズ
ズ国際平和ポスター・コンテスト(報告)

2016-2017

「平和、万歳」をテーマに子ども
もたちに平和について考えてもらうと共に芸術に親しむ機会を提
供することを目的とする 2016〜2
2017 年度国際平和ポスター・コンテスト
トは 11 歳から 13 歳の子
どもを対象に今回で 29 回目を迎え
えた。
地区においても締切りまでにのび
びのびとした作品 4 点の応募があり、複合
合での選考を受けるべく
1 点（宮古島市⽴上野中学校 1 年／
／⽯垣来空さん）に絞られた作品が、この度複合を通過し国際レ
ベルの最終選考のため国際本部へと
と送られた。（約世界 100 ヵ国 40 万人が
が参加する。）
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世界中の人が
が平和な世の中
で生きたいと
と願っているの
に、今だに世
世界には戦争や
紛争がある。平和への願い
をこめながら
ら絵を描きまし
た。

「愛」健康に⽣きて⼤切な
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私は、戦争が⼆度と起こら
ないでほしいと強く願いま
す。みんないつでも笑顔で
平和な心を忘れないでほし
いという気持ちで描きまし
た。

沖縄には今も
も米軍基地があ
り、平和とい
いえないだろう
と思う方々も
もいると思いま
す。平和な世
世界を創るのは
一人一人だと
と思います。

毎年度、地区ホームページ
ジにコンテストパンフレット・規定・キット注⽂書掲載。
1

⿅児島Ｒ．アクティビティ（活動）報告
（ライオンズクラブは、地域社会への⾝近な奉仕活動と国際的奉仕活動を⾏っています。）
知的障害者・児による友愛駅伝大会開催（会員：18 名参加）

【■⿅児島Ｒ.２Ｚ／⿅児島南ＬＣ】

知的障害者のみなさんが自ら走るというスポーツを実践し
他人とのふれあいを増し、1 本のタスキを皆でつないでいく喜
びを知ってもらう友愛駅伝大会を開催 230 名の参加があっ
た。

(１１月２３日)

【■⿅児島Ｒ.３Ｚ／⿅児島⾕⼭ＬＣ】
→シンナー乱用防止キャンペーン（会員：18 名参加）
シンナー乱用防止キャンペーンに参加致しました。JR 谷
山駅で開会式後、和田中、谷山中、東谷山中学校入
口にてパンフレットを配布致しました。
(10 月 12 日)

↑谷山ふるさと祭チャリティバザー（会員：２８名参加）
今年はあいにくの雨でしたが、鹿児島信用金庫谷山支
店駐車場で谷山ふるさと祭チャリティバザーを行いました。
団子、焼きそば、フライドポテト等を販売致しました。
(10 月 23 日)

↑平川小学校薬物乱用防止
教室実施（会員：14 名参加）
↑献血（会員：２４名参加）
谷山市民会館にて３ＬＣ(鹿児島南ＬＣ・鹿児島東ＬＣ・
鹿児島谷山ＬＣ)合同で献血を実施致しました。
(１１月９日)

14：10 から体育館で平川小学
校の 5～6 年生の児童に薬物乱
用防止教室を実施致しました。ま
た、お昼休みには子供たちが見
学できるようにシンナー乱用防止
キャラバンカーも設置致しました。
(11 月 25 日)
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【■⿅児島Ｒ.５Ｚ／串⽊野ＬＣ】 植樹及び除草作業（会員：30 名参加）

(世界ライオンズ奉仕デー)
いちき串木野市総合体育館玄関前付近
に植樹及び除草作業を実施した。
(10 月 13 日)

【■⿅児島Ｒ.５Ｚ／川内第一ＬＣ】

↑献血キャンペーン＆川内第一ライオンズクラブ旗
争奪第２０回ドッジボール大会（会員：２６名参加）

５９名の方が受付こられたが、３５名採血しました。青少年
育成事業として、「夢・感動・友情」をスローガンに子供たち
の情操教育の一役を担うことを目的に市内の小学校に案内
をし、１１校から３７チームに参加していただき、熱戦を繰り広
げた。(１１月２３日)

←凧揚げ大会
（会員：７名参加）
凧 揚げ 大会 の 舞
台組み立てを９時か
ら１３時まで行った。
(１１月２日)

【■⿅児島Ｒ.６Ｚ／伊佐ＬＣ】 清掃作業（会員：10 名参加）

環境保全キャンペーンの一環として毎年、世界ライオンズ奉仕デーに併せ行っている。 （１０月１１日）
(10 月 25 日の例会に伊佐市出身の俳優、榎木孝明氏を迎え、第１号である「伊佐ふるさと大使」にも就任していることなどか
ら鹿児島弁を交えながら随所に笑いを取るなど和やかな例会となった。)
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【■⿅児島Ｒ.５Ｚ／川内よさこいＬＣ】 樋脇町内空き⽸拾い

チャリティカラオケ大会
←樋脇町内空き⽸拾い
（会員：１０名参加）
深まりいく秋のすがすがし
い朝もやの中、慈恵学園レ
オクラブと合同で樋脇町内
道路の空き缶拾いを行っ
た。道の駅「遊湯館」に集合
し、会長のあいさつのあと３
班に分かれ清掃を行った。
空き缶は昨年より少なくな
っていたが、タバコのポイ捨
て、ペットボトルの空などが多
くみられた。ゴミゼロの日が来
るまで、私たちの活動は継
続事業として行っていく。
(１０月３０日)

↑BIG３と語る 11.24 唄って・笑って・アクティビティ「第 4 回チャリティカラオケ大会」（会員：４０名参加）

地区ガバナーL.喜禎光弘をはじめ、２６名のビジターの皆様をお迎えをして「第 4 回チャリティカラオケ大会」を開催した。当クラブ独
自のアクティビティに出席された方々は皆、唄い、笑い終始和やかな雰囲気であった。このチャリティカラオケ大会の収益金は全
額、次回例会（１２月６日）にて薩摩川内社会福祉協議会会長様へ謹贈の予定である。(１１月２４日)

【■⿅児島Ｒ.5Ｚ／川内なでしこＬＣ】

↑タオル帽子寄付（会員：３名参加）

世界ライオンズデー。会員で作成した癌患者様の為のタオル帽子を定期的に病
院に寄付しています。毎回患者様に使いやすいと喜びの声を聴いています。今回
もっと広く一般の方にも知ってもらうために紹介しました。あわせて作成方法を図面
化し、必要な方へお配りしました。
(１０月８日)

↑⿅児島純⼼⼥⼦⼤学フリーマーケット（会員：１３名参加）

純心大学学園祭において、会員から提供してもら
った古着等を事業資金獲得の為にフリーマーケット
を開催しております。毎年楽しみに来て下さるお客様
もおり大好評を得ています。残った商品は、大阪府
の豊能障害者労働センターに発送し寄付していま
す。
(１０月２９日)

←介護⽼⼈福祉施設

翠泉苑

慰問（会員：６名参加）

介護老人福祉施設、翠泉苑を訪問しました。童謡を歌ったり、フラダンスを
踊ったり、フラダンスを踊って入所者の方と触れ合いました。アレンジフラワー
（3,240 円）をプレゼントとしてお渡ししました。入所者の方には大変喜んでいただ
き、短い時間でしたが、楽しく過ごせました。
(１１月２０日)
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沖縄Ｒ．アクティビティ（活動）報告

【■沖縄Ｒ.１Ｚ／石川ＬＣ】

←沖縄リジョン⼀⻫クリーンアップ⼤会(会員 11 名参加)

石川 LC はビーチ清掃を実施しました。会員を始め、ご家族、会員の
会社職員及び地元の高校生 2 名のボランティアにより沢山のゴミを回
収しました。
（10 月 8 日)

↓第 21 回石川 LC 杯少年野球⼤会
(会員２名参加)
小学生を対象とした野球大
会を開催するにあたり、参加チ
ームの抽選会を実施しました。
(大会事務局へ１０万円寄贈)
(１１月２７日)

↑献血推進運動(会員１０名参加)
献血推進活動を行い、受付数６１
名に対し、献血数４７名、骨髄バンク
登録１７名の協力を得ました。今回も
先着５０名へ宝くじをプレゼントしました
が好評でした！
(１０月１６日)

【Ｒ別一覧表(11 月末現在)】
Ｒ別

（会員数）

（労⼒奉仕）

（LCIF 献⾦）

期首

11 月末

(⿅児島Ｒ)

1,754

1,804

+50

27,633,506

12,056.1

31,000

8,269

39,269

(沖 縄 Ｒ )

597

606

+9

7,347,248

5,227.0

11,000

1,320

12,320

17,283.1(人時) ＄42,000 ＄9,589

＄51,589
(5,299,180 円)

(地 区 計 )

2,351(名) 2,410(名)

増減

（⾦銭奉仕）

+59(名) 34,980,754(円)
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MJF

MJF 以外

（計）

