
 

KMSA Y3 Final Winners Doc 22-23.JA 

「思いやりは大切なこと」奉仕アワード 

会則地域 1 

 

ソーンアップル・ライオンズクラブ | 米国 | 「ライオンズ訪問読み聞かせプログラム」 

事業の概要：11 複合地区のライオンズは、ローウェル地域の学校区を支援し、小学校 2 年生と

3 年生のために、受賞歴のある書籍を購入。その後、ライオンズは教室訪問を企画し、生徒た

ちに本の読み聞かせをしました。読み聞かせのあと本は学校に寄贈され、学校の蔵書冊数が増

えました。 

グローバル重点分野：青少年支援 

奉仕受益者数（人）：684 

ボランティア時間総数（時間）：60 

ボランティア数（人）：16 

 

ラセンター・ライオンズクラブ | 米国 | 「素敵なベビー服」 

事業の概要：19 複合地区のライオンズは、化学療法を受けている乳幼児のために、医療に適し

たワンジー（ボディスーツ型のベビー服）を製作し、全国の病院に配布しました。1 歳未満の

子供の多くは、治療を受けるときに適した服を持っておらず、ライオンズのワンジー作りはこ

の問題への取り組みに役立っています。 

グローバル重点分野：小児がん 

奉仕受益者数（人）：132 

ボランティア時間総数（時間）：312 

ボランティア数（人）：25  

  

ニッスワ・ライオンズクラブ | 米国 | 「糖尿病との闘いを支援するため、ビンゴゲーム

で資金調達」 

事業の概要：糖尿病青少年キャンプのための奨学金を提供するとともに糖尿病について地域社

会の啓発をするために、地域で資金調達活動を行いました。 

グローバル重点分野：糖尿病 

奉仕受益者数（人）：500 

ボランティア時間総数（時間）：920 

ボランティア数（人）：62 
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会則地域 1（続き） 

 

アップカントリー88 ライオンズクラブ | 米国 | 「学校と協力してコミュニティガーデ

ンを」 

事業の概要：地域の学校と連携し、コミュニティガーデンを作って管理を提供。また、学校で

生徒への環境保全教育も行いました。 

グローバル重点分野：環境/食料支援 

奉仕受益者数（人）：853 

ボランティア時間総数（時間）：146 

ボランティア数（人）：26 
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「思いやりは大切なこと」奉仕アワード 

会則地域 2 

  

ガーニッシュ・ライオンズクラブ | カナダ | 「モーガン・パーディ元地区ガバナー編み

物プロジェクト」 

事業の概要：編み物グループを作ることにより、ボランティアが衣類を編んで、地域のホーム

レスに寄贈できるようにしました。 

グローバル重点分野：人道支援 

奉仕受益者数（人）：2200 

ボランティア時間総数（時間）：760 

ボランティア数（人）：50 
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「思いやりは大切なこと」奉仕アワード 

会則地域 3 

 

ケベド・ライオンズクラブ | エクアドル | 「グアヤカネス公園」 

事業の概要：地元自治体と連携して幹線道路に１万本以上の植樹を行い、この地域の美化と観

光振興に貢献しました。 

グローバル重点分野：環境保全 

奉仕受益者数（人）：400 

ボランティア時間総数（時間）：106 

ボランティア数（人）：23 

 

トルヒーヨ・カリフォルニア・オメガ・レオクラブ | ペルー | 「炊き出し」 

事業の概要：地域に大鍋を設置し、食べ物に事欠く人々にペルーの郷土料理を無償提供するか

たわら、その食べ物から得られる栄養について説明しました。 

グローバル重点分野：食料支援 

奉仕受益者数（人）：296 

ボランティア時間総数（時間）：46 

ボランティア数（人）：13 

 

アラカジュ・ベルタ・ルッツ・ライオンズクラブ | ブラジル | 「飼い主のいない動物が

増えないようにするために」 

事業の概要：再生可能な資材を回収して資金を調達。その資金は、地域で増えすぎた野良猫の

避妊・去勢のために使われました。 

グローバル重点分野：環境保全 

奉仕受益者数（人）：1700 

ボランティア時間総数（時間）：60 

ボランティア数（人）：60 
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会則地域 3（続き） 

 

サン・レオポルド・パドレ・レウス・ライオンズクラブ| ブラジル | 「スティーグレー

ダー集落 社会化と職業能力開発」 

事業の概要：家族に基本的な食べ物と住居を提供しながら、安定した収入をもたらす仕事をす

るための就学の機会を提供するワークショップ・プログラムを作り出しました。 

グローバル重点分野：人道支援 

奉仕受益者数（人）：800 

ボランティア時間総数（時間）：1250 

ボランティア数（人）：33 

 

ロスアンゼルス・シエテ・リオス・ライオンズクラブ | チリ | 「Con Mejor Visión 

Aprendo La Lección （良い視力で勉強を）」 

事業の概要：コロナ禍の最中、オンライン視力検査プログラムを開発。また、バーチャル学習

に参加する必要のあった生徒たちのためにインターネットリソースを提供しました。 

グローバル重点分野：視力保護 

奉仕受益者数（人）：5028 

ボランティア時間総数（時間）：220 

ボランティア数（人）：15 

  

ベラザテギ・ライオンズクラブと キルメス・ライオンズクラブ（合同事業） | アルゼ

ンチン | 「O5 地区-アルゼンチンの視力保護プログラム」 

事業の概要：農村地域や先住民族が暮らす地域に視力関連サービスを無償で提供しました。 

グローバル重点分野：視力保護 

奉仕受益者数（人）：476000 

ボランティア時間総数（時間）：105504 

ボランティア数（人）：23344 
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「思いやりは大切なこと」奉仕アワード 

会則地域 4 

 

ワルシャワ・ホスト・ライオンズクラブ| ポーランド | 「ワルシャワのライオンズによ

るウクライナ難民支援事業（規模の大きい事業の第１および第 2 段階）」 

事業の概要：ウクライナ難民に、ポーランドで生活するための適切な身分証明書類、住居、食

料品など、生きるために欠かせない基本的なものを提供。主に母子や高齢者への支援を行いま

した。 

グローバル重点分野：災害援助 

奉仕受益者数（人）：3000 

ボランティア時間総数（時間）：400+ 

ボランティア数（人）：28 

 

クルジュナポカ・トランシルヴァニア・ライオンズクラブ | ルーマニア | 「ウクライナ

のために支援を」 

事業の概要：2 万 8 千ドル相当の食料と支援物資をウクライナに直接届けるだけでなく、ルー

マニア国内のウクライナ難民のために 3 万 3 千ドル相当のシェルターと支援物資も提供しまし

た。 

グローバル重点分野：食料支援/人道支援 

奉仕受益者数（人）：300 

ボランティア時間総数（時間）：48 

ボランティア数（人）：3 

 

ロシュフォール・ファメンヌ・ライオンズクラブ | ベルギー | 「洪水被災者への援助活

動」 

事業の概要：洪水で被災した家族に基本的な生活必需品を提供するとともに、そうした家族が

心のケアを得られるよう支援しました。 

グローバル重点分野：災害援助 

奉仕受益者数（人）：1500 

ボランティア時間総数（時間）：4000 

ボランティア数（人）：22 
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会則地域 4（続き） 

 

アゴラ・オメガ・レオクラブ | トルコ | 「ライオンズのようにブラッシングを」 

事業の概要：地元の歯科医との協力で、低所得の家庭の中学生に歯科衛生用品を提供し、歯科

保健指導を行いました。 

グローバル重点分野：青少年支援 

奉仕受益者数（人）：350 

ボランティア時間総数（時間）：5 

ボランティア数（人）：8 

 

スコピエ聖パンテレイモン・ライオンズクラブ | 北マケドニア | 「ライオンズクラブ国

際協会 混合ゴールボール・フレンドシップトーナメント」 

事業の概要：複数国の目の不自由な青少年を対象としたゴールボールイベントを開催し、目が

不自由でも規模の大きなスポーツ競技に参加できるようにしただけでなく、視力保護のための

募金活動も行いました。 

グローバル重点分野：視力保護 

奉仕受益者数（人）：70 

ボランティア時間総数（時間）：1044 

ボランティア数（人）：25 

 

フェアロップ・ロバート・クラック・アルファ・レオクラブ | イングランド | 「高齢者

支援」 

事業の概要：新型コロナウィルス感染症が大流行している間、免疫力の低い高齢者を支援する

ため、代わりに犬の散歩をしたり、処方薬を取りに行ったり、食料品の買い出しをしたりしま

した。 

グローバル重点分野：食料支援/環境保全 

奉仕受益者数（人）：13 

ボランティア時間総数（時間）：2600 

ボランティア数（人）：15 
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会則地域 4（続き） 

 

イズミル・アライベイ・ライオンズクラブ | トルコ | 「意識啓発プロジェクト」 

事業の概要：地元の大学と協力して、環境、障害、飢餓など、国内のいくつかの社会問題につ

いて青少年の意識を高めることを目的としたキャンプを行いました。 

グローバル重点分野：青少年支援 

奉仕受益者数（人）：2650 

ボランティア時間総数（時間）：1200 

ボランティア数（人）：620 

 

イーサルミ・ライオンズクラブ | フィンランド | “Turvalliseti koulutielle（登下校を安

全にするために）” 

事業の概要：自転車で通学する生徒たちに、安全保護具を提供し、交通安全教育を行いまし

た。 

グローバル重点分野：青少年支援 

奉仕受益者数（人）：100 

ボランティア時間総数（時間）：18 

ボランティア数（人）：6 
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「思いやりは大切なこと」奉仕アワード 

会則地域 5 

 

青森ねぶたライオンズクラブ | 日本 | 「青森県立浪岡養護学校 『掃除とりんごの収

穫』アクティビティ」 

事業の概要：地元の養護学校からボランティアを募り、同校の給食に出すジュースにするりん

ごを収穫しました。 

グローバル重点分野：青少年支援/環境保全 

奉仕受益者数（人）：45 

ボランティア時間総数（時間）：10 

ボランティア数（人）：16 

 

クアラルンプール・ホスト・ライオンズクラブ | マレーシア | 「１日１回食事を」 

事業の概要：食べ物を満足に得られない生徒にヘルシーで栄養のある食べ物を提供するととも

に、彼らの学習状況を観察し、この取り組みが生徒の成績向上に役立っていることを確認しま

した。 

グローバル重点分野：食料支援/青少年支援/人道支援 

奉仕受益者数（人）：128 

ボランティア時間総数（時間）：680 

ボランティア数（人）：30 

 

大垣サツキ・オメガ・レオクラブ | 日本 | 「古本・DVD・CD・ゲームの回収、募金、

23 本のサツキの寄付、大垣城西広場の除草」 

事業の概要：古本等を回収してリサイクルショップに売却し、その収益を地域の医療機関へ寄

付。花の植栽と除草を行い地域の緑化を推進しました。 

グローバル重点分野：環境保全 

奉仕受益者数（人）：100 

ボランティア時間総数（時間）：16 

ボランティア数（人）：36 
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会則地域 5（続き） 

 

ハートヤイ・ライオンズクラブ | タイ/マレーシア | 「合同レガシープロジェクト 2022

～2023 年度 学校のトイレ増設と屋根設置」 

事業の概要：200 人を超える園児がいるのにトイレが１つしかなかった地域の幼稚園のため

に、トイレを増設しました。 

グローバル重点分野：青少年支援 

奉仕受益者数（人）：300 

ボランティア時間総数（時間）：600 

ボランティア数（人）：120 

 

セブ・ライオンズクラブ | フィリピン | 「パシル小学校 3 号棟の屋根修復事業」 

事業の概要：台風オデットにより破壊された地元小学校の屋根を修復。資金獲得活動と修復事

業の両方を手掛けました。 

グローバル重点分野：災害援助/人道支援 

奉仕受益者数（人）：1000 

ボランティア時間総数（時間）：50 

ボランティア数（人）：9 
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「思いやりは大切なこと」奉仕アワード 

会則地域 6 

 

ダッカ・センチュリー97-99 ライオンズクラブ | バングラデシュ | 「社会から取り残さ

れた地域に飲用水へのアクセスを」 

事業の概要：サウスベドカシ・ユニオンにある社会から取り残された地域のために、14 の貯水

池を提供し、2,000 人以上の人々が飲み水を利用できるようにしました。 

グローバル重点分野：環境保全 

奉仕受益者数（人）：2865 

ボランティア時間総数（時間）：576 

ボランティア数（人）：12 

 

バンガロール BTM ナイチンゲール・ライオンズクラブ | インド | 「無料の糖尿病キャ

ンプ - 移動診療車」 

事業の概要：人々の自宅で糖尿病の診断や治療を無償で行う移動式糖尿病クリニックを開始。

設備の整ったこの車両のおかげで、ホームレスや高齢者など、十分な医療が届かない地域社会

の人々が糖尿病の治療だけでなく、他の健康上の問題についても医師の診察を受けられるよう

になりました。 

グローバル重点分野：糖尿病 

奉仕受益者数（人）：2882 

ボランティア時間総数（時間）：2880 

ボランティア数（人）：720 
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「思いやりは大切なこと」奉仕アワード 

会則地域 7 

 

ジャカルタ・タマンアングレック・ライオンズクラブ | インドネシア | 「ASIP (Air Susu 

Ibu Perah) 乳児のための取り組み」 

事業の概要：母乳育児をしている母親から母乳をもらい、高い栄養を必要とする赤ちゃんにミ

ルクを与える児童養護施設と、母乳が出ない、あるいは出る量が少ない母親に配りました。 

グローバル重点分野：食料支援/人道支援 

奉仕受益者数（人）：2000 

ボランティア時間総数（時間）：1000 

ボランティア数（人）：200 

 

クロムウェル・ライオンズクラブ | ニュージーランド | 「トンガの人々にコンテナいっ

ぱいの支援を」 

事業の概要：長さ 6 メートルのコンテナを食料と生活必需品でいっぱいにする支援を行い、火

山噴火と津波のために本土からの物資入手が制限されたトンガ島へ輸送しました。 

グローバル重点分野：食料支援/環境保全/災害援助/人道支援 

奉仕受益者数（人）：140 

ボランティア時間総数（時間）：300 

ボランティア数（人）：46 
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「思いやりは大切なこと」奉仕アワード 

会則地域 8 

 

ラゴス・ナイツ・オブ・ザ・ブラインド・サイバー・ライオンズクラブ | ナイジェリ

ア | 「イラジェの青少年を対象とした文化およびコミュニティ支援活動」 

事業の概要：スポーツや講演を通じて、薬物や集団非行・暴力に代わる前向きな選択肢に焦点

を当てた青少年イベントを企画・実施しました。 

グローバル重点分野：青少年支援/人道支援 

奉仕受益者数（人）：150 

ボランティア時間総数（時間）：35 

ボランティア数（人）：7 

 

アレクサンドリア・スポーティング・ライオンズクラブ | エジプト | 「薬局寄贈」 

事業の概要：小児がんの子どもたちを無償で治療するクリニックを設立し、化学療法を受ける

子どもたちが安心して過ごせる場所をもたらしました。 

グローバル重点分野：小児がん 

奉仕受益者数（人）：150 

ボランティア時間総数（時間）：150 

ボランティア数（人）：15 

 


