
【別紙】

（A)クラブ表彰（対象期間：2020年2月1日～2021年1月31日）

種類 アワード 選考主管

1 最優秀クラブ賞 ガバナー運営方針達成・クラブ運営・アクティビティ・において総合的に最優秀クラブ 最優秀賞

2 優秀クラブ賞 優秀賞

3 １００％クラブ会長賞 相当数

4 会員増強賞 ・純増3名以上（物故会員を含めて）・女性会員増強賞・家族会員増強賞

5
ＣＱＩ（クラブ活性化計画）実行
賞

6
スペシャルティ・クラブ支部結成
賞

7 子供食堂支援特別賞

8 FWT賞

9 マスコミ報道優秀賞 アクティビティをマスコミに取り上げられた回数、内容の優れたクラブ

10 IT推進賞

11 ライオンズ情報特別賞

12 青少年健全育成優秀賞

13 平和ポスター賞

14 MJF賞

15 LCIF賞

1) 災害対策部門賞

2) 救援対策部門賞

17 ライオンズクエスト奨励賞

18 環境保全賞
アクティビティレポート審査によ

る

20 社会福祉賞

21 糖尿病防止推進賞

22 ＹＣＥプログラム優秀賞

アワード 選考主管

1.

2.

ヘアドネーション・外貨支援（小児ガン対策）

青少年健全
育成・薬物乱
用防止・平

和・大会委員
会

LCIF・ライオ
ンズクエスト・
アラート委員

会

ホームページやフェイスブック等の活用、または目に見える形の物を寄贈しライオンズ
クラブ　　　を地域社会に大きくアピールしたクラブ

GMT/ＦＷＴ・
委員会

クラブ活性の為に行動計画を立案し、実践したクラブ

GLT（指導力
育成）・会則・
IT・MCライオ
ンズ情報委

員会

薬物乱用防止活動に積極的に取り組みしたクラブ
青少年に夢と希望を与える機会を提供したクラブ
青少年に奉仕を促す機会を提供したクラブ
（個人および団体に対して）

クラブ年間延べ３名以上または３口以上

平和ポスターコンテストによる

LCIFキャンペーン100に貢献が著しいクラブ

・クラブでITを活用してコストの低減を行ったクラブ
・テレビ会議システムなどの活用が著しいクラブ
・Mylci、MylionなどのITを活用して、クラブの活性化を実現したクラブ
・もしくはそれぞれに取り組んでいるクラブ

新クラブ・クラブ支部結成をしたクラブ

子供貧困対策の子供食堂に尽力のあったクラブ

16 アラート賞

障害者スポーツ支援・社会福祉施設への功労

授与基準

糖尿病・献
血・献眼・献
腎・環境保

全・保健福祉
委員会

ＹＣＥ・・国際
関係委員会

・クラブ主催のワークショップを開催した
・クラブ主催のセミナーを開催した
・ライオンズクエストの普及活動に貢献した
・ワークショップに教員を３名以上支援した
・ライオンズクエストへの寄付をした

ドナーバンク支援自動販売機の設置

キャビネット
選考会

（B)個人表彰（対象期間：2020年2月1日～2021年1月31日）

種類

国際関係賞

マンスリーレポート等による

アクティビティでの審査による
糖尿病教育、啓発活動

交換生の受け入れ・派遣を実践したクラブ

(A) 地元の留学生に対する援助

(B) 海外クラブとの姉妹クラブの締結

ライオニズム高揚に特に貢献のあった会員

相当数

環境保全に対し著しい功労があった
花壇の整備、植樹

ノンライオンの方でライオンズクラブの奉仕活動に特別の功績のあった方

献眼・献腎・献骨髄をされた方（その都度、地区ガバナーより感謝状を贈る。）

19

23

保健福祉賞

特別功労ライオン賞

献眼・献腎・臓器提供意思表示カードの貢献した

献血協力部門

（C)一般表彰

新入会員スポンサー賞 ５人以上のスポンサーの会員

大会出席・フォーラム出席賞 各種大会等への積極的な出席でライオニズムの高揚を実践した会員

骨髄バンク・骨髄提供部門

地区ガバナーズ・アワードの種類(2020～2021年度) 

授与基準

ガバナー運営方針達成・クラブ運営・アクティビティ・において総合的に優秀クラブ

キ
ャ
ビ
ネ

ッ

ト
選
考
会任期中に目立った業績を残したクラブ会長を表彰する。地区ガバナーによってのみ授

与される。
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2020 年 12 月 11 日 

 

ライオンズクラブ国際協会 336-C 地区 

クラブ会長 各位 

 

ライオンズクラブ国際協会 336-C 地区 

地区ガバナー   池原 堅 

キャビネット幹事 水野 勝則 

地区 GLT（指導力育成）・会則・IT・MC・ライオンズ情報委員会 

委員長 弓場 丞 

2020-2021年度「地区誌」発送のご案内 

拝啓 初冬の候、各位におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素より委員会活動に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、2020-2021 年度「地区誌」が出来ましたので、運送便で送付させていただき

ます。 

今期は、第 1 回キャビネット会議で委員長から報告させていただきましたとおり、 

前期・後期の 2 回発刊させていただく予定です。また部数についても、報告のとおり

です。 

後期も、各クラブの紹介はキャビネットホームページ「元気なクラブの活動紹介」 

から掲載させていただく予定ですので、投稿のご協力をよろしくお願いいたします。 

敬具 

配送予定日：2020 年 12 月 18 日（金） 

配布部数 ：クラブ 5 部＋10 月末会員数の 15％ 

 

 

※なお、地区誌の内容については、336-C 地区ホームページにも掲載の予定です。 

以上 
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組織名 役職 名前 敬称

ライオンズクラブ国際協会 2020-2021年度 国際理事 渡部 雅文 様

ライオンズクラブ国際協会 2020-2021年度 国際理事 川島 正行 様

ライオンズクラブ国際協会

336複合地区ガバナー協議会事務局
御中

ライオンズクラブ国際協会

OSEAL調整事務局
事務局長 佐子 マーズ 様

一般社団法人　日本ライオンズ 御中

ライオンズクラブ国際協会

336-A地区キャビネット事務局
地区ガバナー 酒井 公一 様

ライオンズクラブ国際協会

336-B地区キャビネット事務局
地区ガバナー 金礪　毅 様

ライオンズクラブ国際協会

336-D地区キャビネット事務局
地区ガバナー 澤　辰水 様

ライオンズクラブ国際協会

330-A地区キャビネット事務局
地区ガバナー 進藤 義夫 様

ライオンズクラブ国際協会

332-B地区キャビネット事務局
地区ガバナー 菊池 徳男 様

ライオンズクラブ国際協会

332-C地区キャビネット事務局
地区ガバナー 永富 淳次 様

ライオンズクラブ国際協会

332-D地区キャビネット事務局
地区ガバナー 真田 倭夫 様

ライオンズクラブ国際協会

333-A地区キャビネット事務局
地区ガバナー 佐藤 義尚 様

ライオンズクラブ国際協会

333-C地区キャビネット事務局
地区ガバナー 岩沼　忠伺 様

ライオンズクラブ国際協会

334-A地区キャビネット事務局
地区ガバナー 藤川　大川 様

ライオンズクラブ国際協会

335-C地区キャビネット事務局
地区ガバナー 松岡　勲 様

ライオンズクラブ国際協会

335-A地区キャビネット事務局
地区ガバナー 下副田 弘文 様

ライオンズクラブ国際協会

337-C地区キャビネット事務局
地区ガバナー 高野 正勝 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区特別顧問（元国際理事） 藤井 基博 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問会議長 高橋　淳 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区
地区名誉顧問

336元協議会議長
迫越 正彦 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区

地区名誉顧問

第58回OSEALフォーラム委員長

336元協議会議長

寺越 愼一 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区
地区名誉顧問

336元協議会議長
安田 克樹 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問（元地区ガバナー） 藤原 寿雄 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問（元地区ガバナー） 福永 栄一 様

地区誌　郵送先リスト（キャビネット郵送分）
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組織名 役職 名前 敬称

地区誌　郵送先リスト（キャビネット郵送分）

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問（元地区ガバナー） 濱田 富雄 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問（元地区ガバナー） 林　春樹 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問（元地区ガバナー） 池田 康彦 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問（元地区ガバナー） 今井 誠則 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問（元地区ガバナー） 片岡 文彰 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問（元地区ガバナー） 加用 雅愛 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問（元地区ガバナー） 橘髙　馨 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問（元地区ガバナー） 松尾 敏弘 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問（元地区ガバナー） 長﨑　孝太郎 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問（元地区ガバナー） 三上 純一郎 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問（元地区ガバナー） 髙田 健司 様

ライオンズクラブ国際協会336-C地区 地区名誉顧問（元地区ガバナー） 玉浦　巖 様

広島県知事 湯﨑 英彦 様

広島市長 松井　一實 様

福山市長 枝広 直幹 様

三原市市長 岡田 吉弘 様

尾道市市長 平谷 祐宏 様

府中市長 小野 申人 様

竹原市長 今禜 敏彦 様

東広島市長 高垣 広徳 様

広島県健康福祉局 御中

国土交通省

中国地方整備局福山河川国道事務所
御中

福山商工会議所 総務部 御中

特定非営利活動法人

青少年育成支援フォーラム
御中

日本赤十字社中国ブロック血液センター 総務部 御中

献血ルーム「ばら」

広島県赤十字血液センター福山出張所
御中

公益財団法人ひろしまドナーバンク 御中

公益財団法人

麻薬・覚せい剤乱用防止センター
御中

広島県教育委員会 教育長 平川　理恵 様

世羅町教育委員会 御中

呉市教育委員会 御中

呉市長 新原　芳明 御中

福山市教育委員会 御中

尾道市教育委員会 御中

社会福祉法人 福山市社会福祉協議会 会長 橋本　哲之 御中

社会福祉法人 広島市社会福祉協議会 御中

一般社団法人広島県障害者スポーツ協会 会長 山根　恒弘 様

公立大学法人尾道市立大学 理事長・学長 藤沢　毅 様

福山平成大学長 学長 坪井　始 様

福山市立大学 御中
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