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検索

仲間と意義ある奉仕活動を積み重ねる当クラブ。地域になくてはならない社会奉仕団体と認識されています。

奉仕ができる。そして仲間ができる。

We Serve
小千谷ライオンズクラブの主な奉仕活動報告

“ 原点回帰・友愛と社会奉仕で未来を拓く” をモットーにライオンズクラブの原点である社会奉仕事業に重点をおいて活動してまいりました。
今後の地域を背負って立つ青少年健全育成の観点で、薬物乱用防止教室を開催し小千谷・川口地域の小・中学校合わせて１０校
５００人余りの児童・生徒から授業を受けて頂きました。これはクラブ会員から大きな協力を頂き指導資格取得や教室の設営・運営に携わっ
ていただいた結果であり大変感謝しております。
この取り組みは継続することが大切です。少子化が加速するなか、地域社会が健全で明るい未来になるよう微力ですが貢献していき
たいと思っております。
本年小千谷ライオンズクラブは結成５０年の節目を迎えます。次の１０年、２０年を見据えて地域社会と一体となった活動を展開し、必要
とされるクラブでありたいと願っております。
小千谷ライオンズクラブ
第４９代会長

瀬沼 新作

毎月２回の定例例会、春はお花見例会、冬は忘年家族パーティ、各界からのゲストを招いた講演会やメンバーによる講演や勉強会、他クラブとの合同例会もあります。
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青少年育成

a c t i v i t y

保健・環境

スポーツを通じて青少年の健全育成

当クラブでは、スポーツを通じ精神面や技術面や体力面の向上を基本とし、自己責任 、克己心やフェア
プレーの精神を培うとともに、青少年のコミュニケーション能力を育成し、豊かな心と他人に対する思いや
りの心が育まれる事を願って、野球大会、バレーボール大会を運営しています。

青少年・学童野球大会

青少年委員会

ライオンズクラブは、夢に向かって全力でプレーする子
どもたちを応援しています。野球を通じて、子どもたち
の夢や希望、そして健全な「こころ」と「からだ」の育
成を願っています。

８月７日㈰に小千谷ライオンズクラブ主催の第２７回小千谷
ライオンズクラブ杯争奪少年・学童軟式野球大会が開催さ
れました。
（白山運動公園）

◉中学の部 優勝 小千谷中学校 準優勝 片貝・千田中学校連合チーム
◉学童の部 優勝 ＤＭクラブ
準優勝 和泉クラブ

親善バレーボール大会

環境保全委員会

奉仕活動

奉仕活動

a c t i v i t y

若年層の薬物乱用未然防止、自然環境の保全

当クラブでは、若い世代に対して、薬物乱用の危険性を周知徹底するとともに、薬物乱用による弊害を
正しく認識することや自分の大切さに気付き、薬物乱用の誘いを断れる強い心を養うことを目的に据え、
薬物乱用防止教室を実施しています。

薬物乱用防止教室

薬物乱用防委員会

ライオンズクラブは、バレーボール大会を通じて生徒の
親睦と交流を図り、子供たちの体力の向上と逞しい意欲
の育成に努めています。

８月７日㈰に小千谷ライオンズクラブ主催の第２１回小千谷
ライオンズクラブ杯中学校女子バレーボール大会が開催さ
れました。（小千谷総合体育館）
◉優 勝 片貝・千田・小千谷混成チーム
◉準優勝 千田中学校

２０１６年
２０１６年
２０１６年
２０１６年
２０１６年
２０１６年
２０１７年
２０１７年
２０１７年
２０１７年

７ 月２２日㈮
１１月１６日㈬
１１月２２日㈫
１１月２４日㈭
１１月３０日㈬
１２月 ５日㈪
１月１９日㈭
１月２４日㈫
２月２３日㈭
２月２７日㈪

小千谷中学校（対象：３学年 １５６名）
千田小学校（対象：６年生 ２２名）
和泉小学校（対象：６年生 １８名）
長岡市川口中学校（対象：３学年 34 名）
南小学校（対象：６年生 １７名）
南中学校（対象：３学年 １８名）
東小千谷中学校（対象：３学年 ６８名）
小千谷小学校（対象：６年生 １５２名）
総合支援学校（対象：高等部３年生 ６名）
吉谷小学校（対象：５・６年生 １９名）

白山運動公園の清掃・ライオンズの森整備

ライオンズの森委員会

山紫水明、自然豊かな小千谷市の自然環境を将来にわたり保全して行かねばなりません。
ライオンズクラブは、森や林を育て、公園を清掃し、緑を守る奉仕活動を地道に行っております。
シルバー人材センターとの合同作業は、毎年恒例の奉仕活動になりました。
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有限会社 ユーザーサービスシステム内山
代表取締役 内山健太郎

小林不動産 株式会社
代表取締役 小林 宏至

有限会社 栄鉄工
代表取締役 小宮

有限会社 割烹竹屋
専務取締役 大竹 直哉

魚沼建材 有限会社
代表取締役 大渕 庸一

ユニオンフーズ 株式会社
代表取締役 大宮 武一

有限会社 小千谷清掃社
取締役会長 佐藤 立美

三仏生繊維 株式会社
代表取締役 佐藤
亨

明治安田生命保険相互会社小千谷営業所
所
長 佐藤 智之

株式会社 トラスト
代表取締役 品田誠一郎

ＫＤデザイン室
代表・デザイナー 金子

ラーメンつり吉
社
長 喜多村利幸

杵淵公認会計士事務所
所
長 杵淵 一夫

株式会社 新保工務店
代表取締役 新保 浩富

社会保険労務士法人せきね事務所
代 表 社 員 関根 芳美

株式会社 さくら印刷
代表取締役 瀬沼 新作

高野板金 株式会社
取 締 役 高野富士子

川岸屋旅館
久保田 陽一

小杉興産INC、
有限会社 米蔵
代表取締役 小杉 義則

株式会社 高橋電気
会
長 高橋 賢一

株式会社 高五組
代表取締役 高橋

株式会社 和光造園緑地建設
取締役会長 田中 一男

株式会社 和光造園緑地建設
代表取締役 田中 志幸

株式会社 安部技研
代表取締役 安部

大川印刷 株式会社
代表取締役 大川 晃一
谷口医院
院
長

大矢

敏裕

株式会社 木村工業所
取 締 役 木村 一彦

有限会社 近藤商店
代表取締役社長 近藤

セブンイレブン小千谷東㈾山松酒店
代表社員 池
敏

有限会社 米萬商店
代表取締役 相﨑 秀人

株式会社 木村食品
代 表 者 木村

功

敏明
学

修

忠利

貴司

株式会社 案親巧房
代表取締役 佐藤

諭
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保健福祉

a c t i v i t y

その他

献血推進・アイバンク登録の推進・
骨髄バンクドナー登録運動・健康促進

ライオンズクラブは自治体と連携し、アイバンク・献血推進、骨髄バンクドナー登録運動を進めています。
角膜移植により目の不自由な人たちに光を取り戻したい。また、地域社会の人たちが、健全で安心して
暮らせるよう奉仕に務めます。

献血推進・募金活動

その他

奉仕活動

a c t i v i t y

ゲートボール大会

社会福祉・環境保全委員会

６月第一例会（会場：吉谷トレーニングセンター）６月４日㈰、３３回目の今年は、１５チームが参加しました。
お昼はライオンズクラブ名物「とん汁」で昼食、参加者全員に「くちなしの鉢植え」を差し上げました。

保健薬害アイバンク委員会

８月２４日㈰、保健薬害アイバンク委員会担当のもと小千谷まつり本町会場で薬害防止・
薬物乱用防止募金活動が行われました。

募金先・募金額
◉募金先：
薬物乱用「ダメ。ゼッタイ。
」国連支援募金

41,495 円

◉募金金額：

アイバンク募金活動

青少年・環境保全・PR/IT情報委員会

国際協会３３３-A 地区 第６３回 年次大会
４月２２日㈯ 燕三条地場産業振興センター
● 大会テーマ：獅子奮迅
● 記念講演：
「目標達成へのプロセス」佐々木則夫氏

２月２６日㈯ ２月第二例会 おぢや風船一揆参加
信濃川河川公園を会場として募金活動と豚汁、甘酒をサービスしました。

ガバナーズアワード

募金先・募金額
◉募金先：公益財団法人 日本アイバンク協会
薬物乱用「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金
◉募金金額：
円

90,50０

（日本アイバンク協会と
「ダメ・ゼッタイ。
」へ４５２
, ５０円ずつ寄付）

ライオンズの支援運動 ［自然災害救援ボランティア］
ライオンズクラブは、災害からの一日も早い復興を願い、地域社会の皆さんと共に災害復興支援活動を継続しています。被災地に食糧、水、衣類、
医療品などの緊急支援物資を提供しています。自然災害が起きたときには、ライオンズは真っ先に救援に駆けつけて災害救援ボランティアを行います。
ハイチが大地震に襲われたとき。アメリカをハリケーン・カトリーナが襲ったときも、日本で地震とそれに続く津波が大災害を引き起こしたときも、ライオン
ズは緊急支援と長期的な災害救援を提供しました。多くの地元のライオンズが自然災害で被災した地域で救援活動ボランティアを行っており、LCIFは
ライオンズの救援活動に毎年５０００万ドル以上を交付金として支給しています。世界中のライオンズからの惜しみない献金が、こうした国際的な災害救
援活動を可能にしています。

・会員維持優秀クラブ賞 Ａ賞（会員純増５％未満もしくは同数）
・ 国際関係優秀クラブ賞（国際大会・OSEAL５名以上参加）
・ＬＣＩＦアワード優秀クラブ賞 Ａ賞（ＭＪＦ２口以上達成）
・ＬＣＩＦアワード優秀クラブ賞 Ｂ賞（全会員による＄２０献金達成）
・情報テクノロジー活動優秀賞 Ｂ賞（Ｗｅｂ情報１２回以上発信）
を受賞いたしました。会員全員の日頃の努力と協力への結果です。
これらを励みにこれからも地道に活動を続けていきます。

有限会社 南雲建築工業
代表取締役 南雲栄三郎

ナイトスポット ミスティー
代
表 西原 礼子

有限会社 テプラス野沢
代表取締役 野澤
孝

株式会社 ユーワ
代表取締役 山﨑

孝夫

合資会社 京屋商店
代 表 社 員 山﨑 達也

有限会社 山田鉄筋工業
代表取締役 山田 達也

有限会社 山田自動車工業
山田
浩

ミドリ薬品 株式会社
代表取締役 野村 輝雄

社会福祉法人「ほのぼの小千谷福祉会」
事 務 長 長谷川有理

キャット ハンド
代
表 平澤

有限会社 アクトホーム
代表取締役 広井 年郎

有限会社 山 長
取 締 役 山田

豊

中央タクシー 株式会社
代表取締役 横田
隆

株式会社 ヨシザワ
代表取締役会長 吉澤

有限会社 ワイ・ケイ・シー（もみじ倶楽部）
代表取締役 吉田 桂子

有限会社 星金養鯉場
代表取締役 星野 勝之

有限会社 ネック
代表取締役 星野

有限会社 片貝煙火工業
専務取締役 本田 和憲

株式会社 本田建築
取 締 役 本田

有限会社 吉田商店
吉田 久則

有限会社 若井管工設備
代表取締役社長 若井 和彦

和田建工
代表取締役

有限会社 マツイ
代表取締役 松井

ヒムエレクトロ 株式会社
代表取締役 丸山 春治

株式会社 魚沼電子
代表取締役 宮川 久夫

村山建築
代
表

渡吉建設
代
表

渡辺税理士事務所
所
長 渡辺

株式会社 日本観光
代表取締役 渡辺 司之

株式会社 中澤建工
代表取締役 中澤
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２０１６−２０１７年度
ガバナーズアワード賞受賞

忍

靖博

幸平

和孝

村山

剛
正三

渡邊

克吉

浩行

和田

義弘

孝雄

株式会社 わたや
代表取締役 和田

正樹

株式会社 渡部工業
取 締 役 渡部 貞男
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We Serve

われわれは奉仕する。

「社会の役に立ちたいが、何から始めればいいんだろう？」と
お考えの方にとって、ライオンズクラブへの参加は最良の選択肢となります。
ライオンズクラブの一員となることで、社会に貢献しながら、
自分の人生をより豊かに変えることができます。

ライオンズの森（白山運動公園内）

小千谷ライオンズクラブ概要
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小千谷ライオンズクラブ事務局
〒947-8691 新潟県小千谷市本町２丁目１番５号

TEL（0258）83-2445

FAX（0258）83-2445

E-mail ojiyalc@nifty.com

小千谷ライオンズクラブＨＰ
ライオンズクラブ国際協会 333-A地区ＨＰ
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