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第8回 委員会名

委員長名

開催　日時

開催　場所

●  Ｌ 伊賀 保夫 委員長 ○  Ｌ 葛西 智子 副委員長 ×  Ｌ 須藤 陽子 副委員長

〇  Ｌ 内田 嘉人 副委員長 ○  Ｌ 関 飛雄一  副委員長 ×  Ｌ 林 敦美 担当副幹事

〇  Ｌ 松葉 健 委員 〇  Ｌ 松戸 健周 委員 ×  Ｌ 渡邉 宏 委員

○  Ｌ 今井 龍司 委員 ×  Ｌ 板垣 元 委員 ×  Ｌ 梶原 浩三 委員

●  Ｌ 吉村 剛 委員 ○  Ｌ 村上 万里 委員

●  Ｌ 阿部 かな子 アドバイザー
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　資料確認　　　副委員長　Ｌ関飛雄一

委員長挨拶

議事・議題

次回委員会開催確認

その他

閉会

○：委員会・懇親会出席 ●：委員会出席・懇親会欠席 ▲：委員会欠席・懇親会出席 ×：委員会・懇親会欠席

議題２．今月の委員会活動目標

　【3月目標】

議題３．クラブアンケートの分析

 L　伊賀 保夫

出　席　者

審議経過事項の概要

委員長挨拶  委員長　Ｌ伊賀保夫

議題１．前回の議事録確認

委　員　会　報　告

司会・開会・進行：副委員長　L 関飛雄一

　2017 年 03月 13日　月曜日　16時　00分　～　17時 45分

銀座（東京都中央区銀座７－４－１４－３Ｆ）

次　　　第

議　　　題

　・「●月●日に●アクティビティ実施予定」等の具体的な回答がほしい

クラブアクティビティ活性化プロジェクト委員会

【アンケート】

　・次年度アクティビティについてアンケート調査
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作　成　者

②井の頭公園清掃事業（報告者：伊賀委員長）

　2017年 4月24日　金曜日　16時00分　～　17時30分

　銀座（東京都中央区銀座７－４－１４－３Ｆ）

　L松葉　健

　・Ｌ関：各クラブのアクティビティ概要をまとめた一覧表を作成・配布

①ピースＬＣ　チャリティボウリング大会（報告者：伊賀委員長）

　・参加者約150人

　・パラリンピック選手も招待

　・ＪＣとの合同アクティビティ

　・多くの人に今回の奉仕活動を知ってもらうことができた

　・より活用しやすい一覧表にするための方法について意見交換

議　　　題

審議経過事項の概要

　・6月頃には次年度のスケジュールが確定しているはず。

【アクティビティ一覧表】

　　→ＬＣＩＦに登録するための４要件を満たすアクティビティ

　　→大分類のカテゴリー分けを手分けして実行する

　・どのような情報であれば関心を持ってもらえるのか？

　　→直接奉仕と間接奉仕の分類

　　→より詳細な情報（予算規模・企画書等）を知るための連絡先等

　・継続的に活用してもらえるために何をすべきか？

　  →ＩＴ委員会にお願いしてアーカイブ・バナーを残してもらう

　　→連絡先・ウエブサイトを一覧表に明記

　  →詳細情報（タイトル・概要・予算規模・連絡先等）を確認するためのリンクを作成

　　→上記を踏まえて一覧表フォーマットを作成する（担当：L伊賀、L関）

　　→更新後のフォーマットに情報を入力（各自分担）

　・今後どのような作業をすべきか？

　　　 ⇒1頁目：Ｌ内田　　2頁目：Ｌ関　　3頁目：Ｌ須藤　　4頁目：Ｌ葛西

今後の委員会開催予定

4月24日（月）、5月15日（月）、6月９日（金）

　　→今回配布された一覧表をもとに役割分担（リーダーは下記の通り副委員長が担当する）

議題４．報告

　　　 ⇒各委員のチーム編成については別途お知らせする



2017/3/13
ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区
　クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会

カテゴリー 小分類 アクティビティ名称 説明

青少年健全育成 奨学金 奨学金支援 あしなが育英会への活動資金協賛
奨学金支援 教育振興会へ奨学金の協賛
学生支援機構協賛 学生支援機構へ奨学金の協賛

教育 挨拶運動 学校にて朝の挨拶運動
池寄贈 小学校へ生態系を観察用の池を寄贈、メンテナンス
海外帰国子女支援 海外帰国子女の金銭的支援
国際交流 小学校へ国際交流に関する活動資金を協賛
受験生援助 受験生への資金援助
世界地図寄贈 小学校へ世界地図を寄贈
中学善行賞表彰 地元中学校で努力している生徒の活動を表彰
時計塔寄贈 大学へ時計塔を寄贈
無欠席児童表彰 小学校６年間無欠席であった児童を表彰
ランドセルカバー贈呈地元小学校にランドセルカバーを贈呈

文化 雅楽鑑賞 小学生向けに雅楽鑑賞会を実施
狂言教室 小学校での狂言教室を開催
俳句大会 小学生・中学生の俳句大会を開催
百人一首 百人一首大会の協賛

スポーツ 運動教室 小学生向けの運動教室を開催
川下り協賛 川下りの資金協賛
サッカー大会協賛 地元少年少女サッカー大会の協賛
柔剣道大会 柔道大会・剣道大会の支援・協賛
少年野球協賛 地元少年野球の協賛・記念品贈呈・ボール贈呈
スポーツ少年団協賛 地元体育協会が主催するスポーツ少年団の協賛
ツリークライミング ツリークライミングの協賛、運営支援
バレーボール大会 地元バレーボール連盟の協賛
ボーリング大会 定時制高校に通う学生とボーリング大会開催
マラソン大会協賛 マラソン大会の運営支援、協賛
ラジオ体操支援 ラジオ体操協力金の支援
レスリング大会協賛 レスリング大会の運営支援、協賛
わんぱく相撲大会 青年会議所主催の子供わんぱく相撲大会協賛

児童養護施設 運動会支援 児童養護施設の運動会の支援・協賛
ケーキ作り教室 児童養護施設でのケーキ作り教室支援
孤児学習支援 孤児施設での学習支援・食事会支援
卒業記念品贈呈 特別支援学校へ卒業記念品を贈呈
チャイルドライン支援 チャイルドライン（子供用電話相談）の協賛
入学祝記念品贈呈 児童養護施設の児童へ入学祝記念品を贈呈
乳児院クリスマス会 乳児院の子供にクリスマスプレゼントを寄贈
バザー支援 児童養護施設のバザー支援
遊園地招待 児童を遊園地に招待し里親支援

地域振興 稲刈り 子供達と稲刈りの実体験
芋掘り 子供と芋掘り
河川ウォーキング 子供と河川をウォーキング
川の観察 子供と川で魚や水生生物の観察・保護
剣道大会協賛 少年少女剣道大会の協賛
交通安全ポスター 交通安全ポスター展の協賛
交通少年団支援 交通少年団の協賛
コミュサポ講演 こども家族早期発達支援学会認証研修会の講演
消防少年団支援 消防少年団の協賛
森林パトロール隊 子供が森林をパトロールする会への協賛
たこあげ大会 子供とのたこあげ大会開催
ボーイスカウト資金 ボーイスカウト・ガールスカウトの活動資金支援
ボーイスカウト食材 ボーイスカウトのキャンプ用食材支援
餅つき大会 小学校の餅つき大会運営支援
食文化交流会 大学生・留学生・施設の子供と日本食文化を分かち合う

貧困対策 食材提供 地元養護施設への食材提供・活動費協賛
炊き出し 貧困家庭の児童へ炊き出し
母子家庭支援 母子家庭寮に住む親子をバス観光に招待

　クラブアクティビティ概要アクティビティ一覧
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カテゴリー 小分類 アクティビティ名称 説明

障がい者支援 盲導・介助犬 景品贈呈 日本補助犬協会へ記念品贈呈・講師
卒業式記念品贈呈 アイメイト協会にて盲導犬の卒業式に記念品を贈呈
ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ 盲導犬育成資金を集めるためのチャリティーコンサート
募金活動 アイメイト協会へ盲導犬育成資金を寄付
募金活動 日本介助犬協会への募金活動・寄付
募金活動 日本盲導犬協会への募金活動・寄付

アイバンク ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ アイバンクチャリティーコンサートの運営・協賛
チャリティーマラソン アイバンク啓発チャリティーマラソンの支援金協賛
募金活動 アイバンク協会への募金活動

障がい者支援（募金） 寄付 テレビ朝日福祉文化事業団へ社会福祉活動費を寄付
寄付 ヘレンケラー財団へ寄付
寄付 日本心身障がい児協会の寄付
募金活動 ダウン症協会への募金活動
募金活動 日本ブラインドゴルフ（視覚障がい者）協会への寄付
募金活動 障がい者支援のための街頭募金

障がい者支援（福祉） お菓子販売支援 障がい者施設にてお菓子販売の支援
学校・施設支援 障がい者学校・施設のイベント運営支援・協賛
カレー食事会招待 障がい者をカレー食事会に招待
金魚すくい支援 障がい者施設にて金魚すくいの支援
クリスマス会支援 障がい者施設にてクリスマス会の支援
クルージング 障がい者を東京湾クルージングに招待
ケーキ贈呈 障がい者作業所へクリスマスケーキを贈呈
作業施設支援 障がい者作業施設への支援金協賛
施設見学 障がい者施設を見学
成人式支援 障がい者の成人式支援
誕生日会支援 障がい者施設にて誕生日会の支援
チャリティーコンサート障がい者支援のためのチャリティーコンサート
チャリティーダンス 視覚障がい者を招いてチャリティーダンスパーティー開

催チャリティーバザー 障がい者支援のためのチャリティーバザー
バーベキュー大会 障がい者バーベキュー大会の支援・協賛
服協賛 アトリエロングハウス（障がい者向けの服）への協賛
福祉まつり協賛 障がい者向け福祉まつりへの協賛
舞台発表会支援 障がい者施設の舞台発表会支援
ホイッスル贈呈 聴覚障がい者へホイッスル贈呈
模擬店支援 障がい者施設にて模擬店の支援
餅つき大会 障がい者学校・施設の餅つき大会運営支援
落語披露 盲学校にて落語家によるミニコンサートを開催

障がい者支援 障がい者支援（ｽﾎﾟｰﾂ） 車いすバスケット 車いすバスケット協会の協賛・体験学習
サッカー大会 日本知的障害者スポーツ連盟のサッカー大会支援
水泳大会 障がい者水泳大会の運営支援・協賛
水泳大会 チャリティ資金を集めて水泳をする障がい者へ寄付
フットサル大会 障がい者フットサル大会の支援・協賛
ボーリング大会 障がい者ボーリング大会の協力・協賛
ボッチャ協会協賛 ボッチャ協会への協賛
マラソン大会協賛 視覚障害者健康マラソン大会の協賛
運動会 社会福祉協議会と共に障がい者の運動会運営支援
障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会 東京都障がい者スポーツ大会の協賛

病気支援 がん・病気 あゆみの箱協賛 小児麻痺支援の募金活動・寄付
がんセンター協賛 がんセンター（病院）へ協賛
がん治療 キャンサーネットジャパンへがん医療情報発信活動費支

援がん研究会協賛 公益財団法人がん研究会への研究資金を協賛
キャンプ支援 血友病患者のサマーキャンプ支援
血友病患者支援 血友病患者を励ますクリスマス会の開催
使用済み切手送付 希少難病団体へ使用済み切手を送付
乳がん撲滅支援 日本乳がんピンクリボン協会へ活動費の協賛金寄付
脳機能障害支援 脳機能障害者団体へ支援金を寄付
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カテゴリー 小分類 アクティビティ名称 説明

献血・献腎・検眼活動献血・ドナー・献腎 献血活動 駅前や街頭での献血活動支援
献血活動 企業や官公庁での献血活動支援
献血活動 区市町村の役所や祭りにて献血活動支援
献血活動 献血者への鉢花・タオル等の粗品贈呈
献血活動 大学での献血活動支援

献眼・アイバンク アイバンク運動推進 アイバンク運動推進協議会総会に講師を招き講演
大学病院眼科協賛 大学病院の眼科へ協賛
募金活動 日本アイバンク協会への募金活動・寄付
献眼登録 アイバンクデー啓蒙活動・献眼登録受付

骨髄バンク 登録推進活動 骨髄バンクの登録推進活動
復興支援 東北復興支援 仮設住宅訪問 東北地方被災地の仮設住宅を訪問

カラオケ大会 障がい者とカラオケ大会
少年野球協賛 東北地方の少年野球チームへ寄付
震災孤児支援 震災孤児支援団体への寄付
吹奏楽コンサート 被災地にて高校吹奏楽部によるコンサート開催
宝塚歌劇 チャリティの宝塚歌劇鑑賞
チャリティゴルフ 東北地方復興支援のチャリティゴルフコンペ
チャリティバザー チャリティバザー開催
図書寄贈 東北被災地の学校・施設へ図書を寄贈
花火大会 東北被災地の花火大会協賛
病院送迎車贈呈 病院送迎車・カーナビを贈呈
放射能測定器寄贈 放射能市民測定室へ放射能測定器を寄贈
募金活動 東北地方復興支援としての募金活動
祭り支援 東北地方被災地の祭り協賛・運営・模擬店
駅前時計塔 駅前時計塔設置の協賛

熊本復興支援 チャリティゴルフ 熊本復興支援のチャリティゴルフコンペ
バーベキュー大会 被災地での炊き出し、バーベキュー、焼きそば提供
物資支援 熊本復興支援としての物資支援
募金活動 熊本復興支援としての募金活動

長野復興支援 農業祭支援 長野県北部地震被災地の収穫祭支援
緊急災害支援 物資支援 茨城県洪水被害地域の物資支援・炊き出し

物資支援 広島県土砂災害地域の物資支援・募金・寄付
障がい者施設支援 障がい者施設支援 東北地方の障がい者施設のイベント支援

オリンピック パラリンピック支援 寄付 日本パラリピアンズ協会へ活動費の協賛金寄付
パラリンピック支援 寄付 ホシノドリームプロジェクトへ寄付

チャリティボーリング パラリンピック支援のチャリティボーリング大会
環境保全 清掃活動 池かいぼり 公園の池の水を抜き外来魚を除去および清掃

カーブミラー清掃 道路に設置されているカーブミラーを清掃
河川清掃 河川の清掃奉仕
社寺清掃 社寺の清掃奉仕
地域清掃 少年野球チームと地域清掃
皇居清掃 皇居一周清掃奉仕
墓苑清掃 戦没者墓苑清掃奉仕

美化活動 自然保護看板設置 山へ自然保護の看板を設置
稚魚放流 地元子供と川で稚魚を放流
バス提供 海浜清掃移動用バスを提供
花いっぱい運動 学校、公園、沿道に花や種を寄贈し植える活動
花づくり運動 各駅に設置されているプランターの花を植替え

動物保護 野鳥巣箱 公園に野鳥の巣箱を設置
植樹 植樹・植花 公園に桜・梅・あじさい等を植樹・植花

マングローブ植樹 沖縄にてマングローブの植樹支援
稚魚放流 鮭放流 川へ鮭の稚魚を放流
温暖化防止 打ち水 駅前での打ち水活動

エコキャップ回収 学校でエコキャップを回収しエコキャップ推進協会へ搬
送薬物乱用防止活動 薬物乱用防止 キャラバンカー イベント会場にて薬物乱用防止のキャラバンカー展示

小中学校 小中学校へ薬物乱用防止活動を実施
パネル展 イベントブースにて薬物乱用防止のパネル展実施
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カテゴリー 小分類 アクティビティ名称 説明

地域振興 募金 赤い羽根募金活動 社会福祉協議会との赤い羽根運動共同募金運動
警察向け協力金 地元警察へ活動費を協賛
消防署向け協力金 地元消防署へ活動費を協賛
踊り大会協賛 地元地区の踊り大会へ協賛

団体支援 音楽団体支援 音楽団体への活動資金協賛
合唱団支援 地元合唱団の協賛
寄付 獅子舞保存会への寄付
寄付 鉄砲を保存する鉄砲組百人隊への寄付
寄付 日本映画批評家機構へ協賛
寄付 俳句会同人会への寄付
寄付 公園管理団体への寄付
寄付 東京善意銀行へ寄付
吹奏楽団支援 地元吹奏楽団の協賛
花火大会 地元花火大会の協賛
福祉まつり 社会福祉協議会との福祉まつり協賛
フットサル団体支援 フットサル団体の活動資金支援

老人介護 歌・ダンス 介護老人施設にて歌・ダンス等を披露
誤嚥防止器具贈呈 老人施設にて誤嚥(ごえん)防止器具贈呈
誤嚥防止講座 老人施設にて誤嚥(ごえん)防止講座
花火大会鑑賞補助 老人施設にて花火大会の鑑賞補助
マッサージ 老人施設にてハンドマッサージ・ネイルケアを実施
餅つき大会 老人施設の餅つき大会運営支援
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カテゴリー 小分類 アクティビティ名称 説明

地域振興 地域支援 おはよう会 駅前での挨拶活動
お祭り協賛 地元お祭りの協賛
産業まつり 産業まつりの出店
バス提供 海浜清掃移動用バス提供
防災運動会 防災に関する運動会の実施
防犯パトロール 地域の防犯パトロールを実施
防犯パンフレット 警察署主催の防犯講座用パンフレットを作成
模擬店 区市町村の祭りにて模擬店を出店
わんわんパトロール 犬と共に清掃活動PR、リード作成

健康 健康相談 イベントブースにて健康相談
生活習慣病予防 生活習慣病予防の講演会

スポーツ 東京マラソン応援 東京マラソンのランナーを応援
マラソン大会協賛 マラソン大会の協賛

遺跡保存 遺跡保存費用協賛 貝塚・古墳の保存費用を協賛
平和活動 平和 国際平和ポスター 小中学生より国際平和ポスターコンテストを募集・賞授

与灯篭流し 戦争犠牲者慰霊の灯篭流し支援
戦没者慰霊 戦没者墓苑慰霊式典

海外支援 青少年健全育成 チャリティボーリング 留学生支援のためのチャリティーボーリング
歯ブラシ贈呈 海外の子供達へ歯ブラシを贈呈

教育支援 音楽学校支援 台湾の音楽学校へ支援金協賛・物資支援
看護学生支援 フィリピンの看護学生へ奨学金支援
教室増設 ラオスの学校の教室を増設
スピーチコンテスト 日本に住む留学生のスピーチコンテスト運営
ダルニー奨学金支援 ミャンマーの中学生３名４年間
読書感想文表彰 ラオス学生の教育支援として読書感想文の優秀者を表

彰文具贈呈 海外の子供達に文具を贈呈
ランドセル寄贈 中古ランドセルを海外の児童へ寄贈
留学生支援 留学生を家庭に招き滞在、資金助成
留学生支援バザー 留学生支援のためのチャリティーバザー
留学生支援募金 留学生支援のための街頭募金

海外支援 難民支援 井戸掘削 カンボジアの小学校へ井戸を掘削
カンボジア支援 カンボジア支援のための募金活動
チャリティウォーク チャリティーを募り難民の子供とウォーキング
チャリティコンサート 難民の子供のためのチャリティコンサート開催
ネパール子供医療 ネパールの子供の医療費を寄付
古着・古靴寄贈 フィリピンへ古着・古靴を寄贈
防寒着寄贈 タイの山岳民族へ防寒着を寄贈
水寄贈 ギニア共和国へ水を寄贈

団体支援 アフリカ友の会 NPOアフリカ友の会（難民救済支援）の寄付
復興支援 内戦が続くアフガニスタン（日本アフガニスタン協会）へ

支援金寄付
ユニセフ募金活動 ユニセフ協会へ募金活動・寄付
ワクチン 世界の子どもにワクチンを日本委員会支援金

医療支援 歯科衛生事業 フィリピンにて歯科衛生事業
中古メガネ 中古メガネを集めライオンズ眼鏡再生センターを通じア

フリカ・アジアへ提供
医療機器贈呈 モンゴルの国立母子病院へ医療機器贈呈

食料支援 寄宿舎支援 外国人寄宿舎に食料支援
世界食糧デー 世界食糧デーにクッキー販売支援
農作支援 公益財団法人オイスカを通じて農作支援金を協賛
農作事業奨学金 アジア・アフリカの学生への農作事業奨学金を協賛

災害支援 募金活動 ネパール地震の募金活動・寄付
募金活動 台湾南部地震の募金活動
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