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われわれは知性を高め、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 】

■ 第２回キャビネット会議開催

１２月４日(月)

第２回キャビネット会議は、鹿児島リジョンは城山観光ホテルにて、沖縄リジョンはANAクラウンプラザホテル
沖縄ハーバービューにて、ＴＶ会議で行った。
国歌やライオンズクラブの歌のＣＤが準備されておらず、アカペラで歌うハプニングから始まりましたが、前
年度の会計監査報告や、議案として提出された「明治維新１５０周年を記念したＰＲ講演会」や「ドナー関連の
アワード改正」など、多岐にわたる諸事項が協議され終了した。
第３回
予 定

２０１８年２月２３日（金）
（於：宜野湾市／ラグナガーデンホテル）

第４回
予 定

１

２０１８年４月２２日（日）
（於：鹿児島市／鹿児島サンロイヤルホテル）

■ ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト(報告)
「平和の未来」をテーマに子どもたちに平和について考えてもらうと共に芸実に親しむ機会を提供することを
目的とする 2017～2018年度国際平和ポスター・コンテストは 11歳から 13歳の子どもを対象に今回で 30回目を
迎えた。
地区においても締切りまでに、のびのびとした作品４点の応募があり、複合での選考を受けるべく１点(宮古
島市立北中学校１年／山田明季さん)の作品に絞られました。

宮古島市立北中学校(1年)
やま だ

山田

あ

浦添市立浦添中学校(1年)

き

明季
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成田
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(宮古ＬＣ)

みずな さん

(浦添てだこＬＣ)

(平和に関する参加者の言葉)

(平和に関する参加者の言葉)

平和の未来、それは世界中の子ども

争いの無い、みんなが笑顔でいられ

達が毎日学校に行けて、ごはんが食

る世界になってほしいです。

べられて友達と自由に話せて安心し
て眠れる、そんなあたり前の日常が
送れる事だと思います。

浦添市立仲西小学校(6年)
みや ざと

宮里

か

浦添市立浦添中学校(1年)

こ

佳子

が

な

は

我那覇

さん

(浦添てだこＬＣ)

ゆう な

祐菜 さん

(浦添てだこＬＣ)

(平和に関する参加者の言葉)

(平和に関する参加者の言葉)

平和がこれからもたえず続いてほし
いと思い描きました。

毎年度、地区ホームページにコンテストパンフレット・規定・キット注文書掲載。
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■ ライオンズクラブ青少年交換＆国際ユースキャンプ（2006年10月より一体化）
1962年、ライオンズクラブ国際協会の国際理事会は、ライオニズムの第一目的
にそって、青少年交換の実施を決定しました。それは前年実施された、日本の神戸と米国カリフォルニア州、
ネバダ州との夏期青少年交換に端を発しております。このプログラムは青少年に外国の家庭を解放し、お客様
ではなく、家族の一員として生活を体験することによって、その国の生活文化を学び、また自分の国の文化を
紹介する機会を与えています。また、国際ユース・キャンプにおいては、いろいろな国の青少年と数週間、生
活を共にする期間を含んでます。

毎年度、地区ホームページに夏・冬派遣の応募要項（参加申込み含む）掲載。

鹿児島Ｒ．冬期ＹＣＥキャンプ（報告）
１２月１６～１７日にかけて、冬期ＹＣＥ来日生と種子島レオクラブとの１泊２日の交流キャンプが種子島で
行われました。

３

９月～１１月分

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。）
【 ■ 鹿児島Ｒ.１Ｚ/鹿児島中央LC 】 ザ・スウィングブラザーズ慰問演奏会(会員:6名参加)
クラブのジャズバンド同好会が奄美大島の
介護老人保健施設「虹の丘」にて慰問演奏を
行った。当日は入居者、保護者、総勢１５０
名ほどが集まり、演奏に耳を傾けた。
また、名瀬ライオンズクラブにも協力して頂
き、成功に終わった。
（９月２日）

多賀山公園清掃(会員:12名参加)
多賀山公園の清掃活動を行いました。
（９月２１日）

【 ■ 鹿児島Ｒ.２Ｚ/鹿児島南洲LC 】 ＪＲ九州

ウォ－キングイベント協賛(会員:20名参加)
文化 歴史建造物 ゆかりの地を歩くコ－
ス おもてなし参加しました。
（１０月２１日）

【 ■ 鹿児島Ｒ.２Ｚ/鹿児島南LC 】

谷山ふるさと祭・チャリティバザー開催(会員:17名参加)
地域のイベント･谷山ふる
さと祭にチャリティバザーを
開催。台風の中、会員17名･
家族3名の参加で会員持ち寄
りの提供品販売と今回初めて
のトウモロコシ(北海道より
取りよせて)を会員が焼いた
り袋詰めをしたりと頑張って
販売しました。
（１０月２２日）

にわ都市公園清掃(会員:14名参加)
会員１４名の参加のもと船が入港する谷山
港近くのにわ都市公園の清掃を行いました
（6:30～8:00）
（９月３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:19名参加)
ＪＲ谷山駅で開会式後、和田中、東谷山中、
谷山中学校正門にて薬物乱用のチラシを配り、
生徒たちに薬物乱用防止を呼びかけました。
（１０月６日）
谷山北中学校体育館で1年生9:30から、2年
生10:30から薬物乱用･クエスト教室を行いま
した。生徒たちに薬物乱用防止の冊子を配布
し、DVD鑑賞後当クラブ会員で薬剤師のL.川島
葉留美より薬物に対する説明を行いました。
また、鹿児島さつまLC L.本田ゆかりによる生
徒たちへの質問、薬物を進められたときの断
り方等を会員や生徒の寸劇で分かりやすく皆
で考えました。質疑応答の時間にはたくさん
の質問がでたので、有意義な会になったので
はと思っております。
（１０月１４日）

谷山北中薬物乱用･クエスト教室(会員:15名参加)

４

【 ■

鹿児島Ｒ.５Ｚ/串木野LC

】

第27回串木野ライオンズクラブ献血(会員:41名参加)

世界ライオンズ奉仕デー(会員:35名参加)

毎年恒例の献血活動をしました。 会員の方
には駐車場係り・市民への呼びかけなどして
もらいました。
（９月１４日）

いちき串木野高速インター付近の清掃活動
を行いました。
（１０月１２日）

【 ■ 鹿児島Ｒ.５Ｚ/川内LC 】
廃品回収(会員:28名参加)

クラブの事業資金獲得を兼ねたリサイクル
廃品回収(古紙、空き瓶、アルミ缶等を回収)。
（９月１７日）

秋の早朝交通補導(会員:21名参加)

早朝時の登校中の子供達、通勤される方々
へ「おはようございます」の声掛け･安全への
声掛け･見守りを市内の各所で行う。
（９月２２日）
献血運動(会員:15名参加)

世界ライオンズ奉仕デー(会員:18名参加)

『あなたの献血で助かる命がありま
す』をスローガンに会員･地域の皆様に
献血の呼びかけ。献血の方のみに限らず、
受付して頂いた方へもクラブよりパン･
ゴミ袋を配布。 （９月２５日）
世界ライオンズ奉仕デーに合わ
せて街の美化を推進する清掃活動。
（１０月８日）

JAXA『貴島壽男』文化講演会(会員:33名参加)

市民の皆様と宇宙について学び語る文化講演
会。
（１０月１４日）

【 ■

鹿児島Ｒ.５Ｚ/川内よさこいLC

】

愛の献血

献血バスによる推進(会員:3名参加)

献血バスが年2回樋脇町に訪れる。 健康な
体であれば、だれでも人のお役に立つことの
できる献血。足を運んでくださった皆様に心
からありがとう。温かい気持ちに感謝。
（１０月３日）
児童養護施設

慈恵学園にパンと飲み物贈呈(会員:2名参加)

予定していた「慈恵学園ﾚｵｸﾗﾌﾞ合同空き缶
拾い」が台風接近のため中止になったため 児
童養護施設 慈恵学園へパンと飲み物を贈っ
た。
（１０月２９日）

５

【 ■

鹿児島Ｒ.５Ｚ/川内なでしこLC

【 ■ 鹿児島Ｒ.５Ｚ/川内第一LC 】

】

タオル帽子袋詰め(会員:8名参加)

ライオンズ奉仕デー(会員:16名参加)

会員が作成したタオル帽子を持ち寄
り例会檎に袋詰めしました。 タオル
帽子は癌治療で入院中の患者様に使っ
ていただく為に病院へ寄付します。
（９月１９日）

平佐西小学校

薩摩川内市の亀山小学校の子供
たちが通う道路の清掃を行った。
（１０月８日）

ＥＭ活性液作成(会員:5名参加)

平佐西小学校にて、ＥＭ活性液を6年生(約160名)と一緒に
作りました。1時間目から4時間目の理科の授業で、1組から4
組の各クラスで行いました。子供達にＥＭについて知っても
らい、一緒に活性液を作り、育て、学校の花壇や畑に実際に
使ってもらう予定です。子供達は、興味シンシンでとても楽
しそうに取り組んでくれました。
（９月２２日）

エコキャップ贈呈(会員:3名参加)

フリーマーケット開催(会員:11名参加)

会員･会員外の方より集められたエコ
キャップを「誠建設」様へ持って行きまし
た。持ち込まれたエコキャップは、キャッ
プ430個で10円となるため、860個で約20円
(0.5kg)六大感染症のひとつ、ポリオワク
チン代に変わります。今回は、64.42㎏
約26.841個。
（１１月４日）

タオル帽子贈呈(会員:4名参加)

LCIF献金の事業資金獲得の為
に、会員･会員外の方から寄付
していただいた古着･雑貨等を
販売しました。（１１月５日）

会員手作りのタオル帽子を薩摩川内市医師会
病院様へ贈呈しました。 癌患者様に少しでも
お役に立てればと不定期でお渡しいています。
（１１月１０日）

【 ■ 鹿児島Ｒ.７Ｚ/姶良LC 】

「ことばのいずみ」コンクール(会員:15名参加)

道徳向上（ﾓﾗﾘﾃｨｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾒﾝﾄ）発表会(会員:2名参加)

子供たちの道徳性を高めるとともに、自分
の考えをまとめる力、聴衆へ訴える力を付け
ることを目的に、姶良市内の小･中･高校生を
対象に行うスピーチコンテストです。今回は
171名の応募の中から11名が発表し、小･中･高
校生ごとに最優秀賞1名を選び表彰しました。
（於：姶良公民館 １０月２２日）
学校、家庭、地域が青少年の道徳性を育も
うと取り組んでいます。姶良市山田小学校で
行われた実践発表会にLION2名が地域のおじさ
んとして参加しました。 （１１月１０日）

【 ■

鹿児島Ｒ.８Ｚ/志布志LC

】

志布志市交通安全1000人立哨パレード(会員:15名参加)
毎年志布志市内で行
われる、交通安全1000
人立哨パレードに参加
しました。
（９月２７日）

赤い羽根共同募金(会員:4名参加)
志布志市で行われ
た、赤い羽根共同募
金活動に参加しまし
た。（１０月２日）
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９月～１１月分

沖縄Ｒ．アクティビティ（活動）報告
【 ■ 沖縄Ｒ.１Ｚ/石川LC 】

サンゴ成育調査(会員:7名参加)

平成２１年度に移植したサンゴの成育調査
を実施しました。
（９月１２日）

石川川周辺の清掃＆整備(会員:1名参加)

１０月８日のライオンズ奉仕
デー「県内一斉清掃」に備え、事
前に石川川周辺の整備作業を実施
しました。(理事１名で重機を使い
６日間実施)
（１０月１日）

【 ■

ライオンズ奉仕デー県内一斉清掃(会員:8名参加)

ライオンズ奉仕デーの一環として、我々クラブは石川
川の清掃を実施。以前に植樹した桜木の周辺整備を行い
ました。(草刈＆肥料散布)
（１０月８日）

沖縄Ｒ.２Ｚ/沖縄キーストンLC

】

赤ちゃん先生「デイサービス

あしびなー様」(会員:3名参加)

赤ちゃんを先生として、赤ちゃんとママ講
師が高齢者施設へ出向き利用者とのふれあい
を通して、赤ちゃんの社会性や、利用者(高
齢者)への癒しを提供する、団体へのスポン
サー
（９月２６日）

【 ■ 沖縄Ｒ.３Ｚ/宮古LC 】

第２３回中高生絵画コンクール(会員:10名参加)

沖縄県下一斉道路清掃(会員:14名参加)

献血呼びかけ運動(会員:5名参加)

献血場所にて、来場者に献血協力をよび
かける。この日の献血実績は受付７２名、
採血者５１名
（１０月２７日）

ライオンズ奉仕デーに
合わせ、道路清掃を実施
（１０月８日）

毎年、中高生を対象に開催しているコンクール。「美しき宮古島」をテー
マにした【風景画部門】 世界平和への祈りをこめた【平和ポスター部門】に
わかれて開催。市内の美術愛好家が審査を行い、マスコミを招いての表彰式
ならびに展示会を行う。 本年度は、宮古圏域１０校より、１０５点(風景画
８５点、平和ポスター２０点)が寄せられ、審査の結果、２７作品が入賞・入
賞作品に選出され、表彰式には約３０名の生徒ならびに保護者が参加。今年
は多良間島の生徒が入賞し、保護者と共に飛行機にて表彰式に駆け付けた。
（１０月１３日）

７

【 ■

沖縄Ｒ.３Ｚ/首里キャッスルLC

】

世界ライオンズ奉仕デー清掃(会員:5名参加)

１０月８日の世界ライオンズ奉仕デーに、
沖縄リジョン全体で国道５８号線沿いの清掃
活動を行った。
（１０月８日）

琉球王朝祭り首里パレード(会員:28名参加)
琉球王朝祭り首里パレードに参加し、地域
の皆様へライオンズ活動をＰＲしました。
（１１月３日）

首里城周辺清掃(会員:10名参加)
午前７：００～８：００まで首里城周辺清
掃活動を行いました。
（１１月１９日）

【 ■ 沖縄Ｒ.３Ｚ/那覇北LC 】

世界ライオンズ奉仕デー(県内一斉クリーンアップ大会)(会員:7名参加)
世界ライオンズ奉仕デー(県内一斉クリーン
アップ大会)泊～明治橋～泊まで合同清掃をし
ました。
（１０月８日）

琉球王朝祭り 合同パレード(会員:4名参加)
琉球王朝祭りにて合同パレードに参加しLC
活動をPRした。
（１０月３日）

【Ｒ別一覧表(11月末現在)】
( R 別 )

(会員数)
期首

11月末

増減

(金銭奉仕)

(労力奉仕)

(LCIF献金)
MJF

MJF以外

(計)

1,717

1,763

+46

19,376,102

11,174.5

32,140

0

32,140

縄R

591

600

+ 9

5,784,308

4,507.3

12,600

660

13,260

(地区合計)

2,308

$44,740

$660

■鹿児島R
■沖

(名)

2,363

(名)

+55

(名)

25,160,410

(円)

15,681.8

(人時)

$45,400
(5,069,440円)
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