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カテゴリー 実施クラブ名 担当委員会 実施予定日 継続・新規 奉仕対象者 受益者数 予算（円）

大阪みおつくし 視聴覚 ５月 新規
眼鏡を必要と
されている方

20 20,000

奉仕 年間 継続

菜の花支部合同 年間 継続

大阪新梅田シティ 奉仕 未定 新規

大阪梅田 社会福祉 5月7日 継続

大阪北 奉仕委員会 30年8月 継続 視力障害者 10 20,000

大阪淀川 奉仕 １０月 継続 10,000

視聴力 １２月 継続 大阪北視覚支援学校 108,000

視聴力 ５月 継続 大阪北視覚支援学校 70 30,000

大阪新大阪 奉仕委員会 １１月下旬 継続 フィリピン・マニラ市民 150,000

大阪みおつくし 糖尿病教育 未定 新規 ライオンズメンバー 15 50,000

大阪梅田中央 菜の花支部合同 後期 新規 一般 30 50,000

大阪新梅田シティ 奉仕 未定

大阪はなみずき 糖尿病・献血 未定 新規 大阪市立北稜中PTA 50 0

大阪北 奉仕委員会 30年10月 継続 一般住民 3,000 100,000

ＧＳＴ委員会 予定 新規
クラブ会員・家族及び
友人

２０名 約５万円

大阪東淀 継続

大阪新大阪 新規

大阪ラブリー

大阪 ＧＳＴ 未定 新規
こども食堂に来るこど
もたち

不明 100,000

大阪みおつくし 社会奉仕 未定 新規
地域の子供と
その保護者

30 100,000

視力

国際姉妹提携クラブとフィリピンにおいて医療無料奉仕活動を実施。
医療活動には視力検査やめがねの提供など行います。

ゾーン内で糖尿病セミナーの企画を予定。実施の際には前向きに参加する事で検討。

メンバーに糖尿病のスピーチをしていただきます。

　セミナーに参加したいと思います。

眼球登録及び大阪アイバンクへの協力。
不要メガネの提供への協力。

糖尿病予防の啓発。
世界糖尿病デー運動に協力。

子供の貧困及びその対策のひとつである子ども食堂を支援している支部・団体への事業協力を検討。

糖尿病　ヘモグロビンＨｂＡ１ｃ　自己採血による検査を実施し、

糖尿病予防啓蒙活動を実施

大阪府内のこども食堂を運営しているＮＰＯを支援する。当初は支援金を中心に、将来は活動にボランティアでの参加を考える。

アイバンクに関する勉強会及びゲスト検討を例会（アイバンク例会)で実施する

大阪アイバンクに協力金

奉仕活動の内容

大阪府立大阪北視覚支援学校「新入生歓迎ボウリング大会」

メガネリサイクル活動

メガネリサイクル活動

リサイクル眼鏡のアクティビティ検討

糖尿病に関する料理教室

例会にて糖尿病勉強会を実施予定

大阪府立大阪北視覚支援学校「ふれ合い動物園」

糖尿病は今や国民病といわれる疾患ですが、この問題に対するクラブの活動は活発ではなく、会員向け啓発に留まる程度です。まずは正し
い知識の普及、啓発に力を入れていきます。

大阪西淀

２０１８～２０１９年度

３３５－Ｂ地区リジョン別奉仕活動年間計画案（地区委員用）

１Ｒ 委員名 菴田　良

飢餓

糖尿病

大阪梅田中央

大阪東淀

使わなくなった眼鏡を収集し、地域のライオンズ眼鏡リサイクリングセンターへ送る。

2型糖尿病についてのセミナーを行い、糖尿病予防の啓発を行う



大阪中之島 レオ青少年育成 １２月 継続 門真市内の小学生 100 100,000

大阪梅田中央 奉仕 新規
生活困窮者支援団体

及び個人

大阪新梅田シティ 奉仕

大阪はなみずき 幹事 8月24日 新規 生活困窮者支援団体 未調査

大阪西淀 ＧＳＴ委員会 予定 新規 小・中学生（貧困家庭） ７０名 約５万円

大阪淀川 奉仕 １１月 継続 フィリピンの子供達 30,000

大阪新大阪 奉仕委員会 １１月下旬 継続
フィリピン・マニラ在

住の子供
1,000 0

大阪ニューセン
チュリー

レオ 未定 継続 子供 20 10,000

大阪 ＧＳＴ 未定 新規 不明 100,000

奉仕・グローバル・
サービスチーム 2019/3月 継続 大阪天満宮 150,000

奉仕・グローバル・
サービスチーム 2018/11月 継続 南天満公園

大阪みおつくし 環境保全 １２月 継続 北区エリア 200 10,000

菜の花支部合同 毎月１日 継続 一般

菜の花支部合同 新規 一般

大阪新梅田シティ 奉仕 2018/12/13
継続・新

規
中津支援学校

大阪ゆとり 未定

未定

大阪堂島 毎月第二金 継続

大阪天神橋

環境 10月 継続 御幣島小学校 御幣島小学校

6月 継続 御幣島小学校 御幣島小学校 50,000円

大阪北 奉仕委員会 未定 新規 一般住民 3,000 100,000

大阪東淀 継続

大阪新大阪 奉仕委員会 ３月末 新規 奈良県専称寺 未定

大阪ラブリー

国際姉妹提携クラブとフィリピンにおいて医療無料奉仕活動を実施。
活動には炊き出しも行いお粥の提供を行います。

高樹齢木々の保護のため、花見イベントの企画、清掃活動。

フードドライブ（家庭にある保存可能な食材の寄付・賞味期限２カ月以上。常温保存可能）　社会福祉法人大阪市北区社会福祉協議会

１Ｒ他クラブ実施の子ども食堂のサポート検討

梅田地域清掃

大阪マラソン協賛地区清掃

４クラブ合同清掃奉仕を実施

北区 梅田・茶屋町・ＪＲ大阪駅エリア内の清掃活動に参加。

地球温暖化及び海洋汚染防止の啓発。

植樹活動　熊森協会とともに山林にて活動

今期見直し（活動が少し危険な為）

4クラブ合同アクティビィとして行っております。

大阪西

こども食堂の開催支援

クリスマスイベント時に清掃活動

大阪天満宮に梅の木の献木（植樹）

南天満公園清掃　公園内の地域の子守唄の歌碑磨きと落ち葉の清掃

大阪天満

姉妹クラブ・マニラモラベライオンズクラブとフィリピンの貧困地区の子供達へ食糧支援

森林被害の対策のひとつとしてシカ肉をジビエ料理に提供する活動を行っているＮＰＯを指点する。金銭的支援と広報活動への支援を考え
ている。

堂島地区の清掃・迷惑駐輪エフ付け

北区社協主催のフードドライブに参加。家庭にある保存可能な食材(お米、缶詰、レトルト食品、調味料など)を募り、食品を必要としている生
活困窮者支援団体や個人などに寄付をする

大阪市立御幣島小学校校庭芝生の種まき作業

飢餓

環境

大阪市立御幣島小学校校庭芝生の維持基金支援

貧困の子供たちに食事を提供する。

歩道と車道の境に反射板を設置し事故防止に卓立てる。ただし警察署の指導承諾が必要。問い合わせ中。

大阪梅田中央

植樹活動　熊森協会とともに山林にて活動

西淀川区内の「子供食堂」に対して食品・資金援助

大阪はなみずき



大阪 ＧＳＴ 未定 新規 小児ガンのこどもたち 不明 100,000

大阪みおつくし 社会奉仕 未定 新規
小児がんの子供と親

のサポート

大阪新梅田シティ 奉仕 未定 チャイルドケモハウス

３月 継続 100,000

５月 継続 100,000

３月 継続 100,000

５月 継続 100,000

大阪天神橋

大阪はなみずき 小児がん 6月 新規 淀川キリスト教病院 未調査 100,000円

大阪北 奉仕委員会 未定 新規 小児がん患者 10 10,000

大阪西淀 ＧＳＴ委員会 予定 小児がん患者 約２０名 約５万円

大阪ニューセン
チュリー

アクティビティ 9月29日 新規 子供

Ｈ３１年２月 継続 50,000

Ｈ３１年３月 継続 10,000

大阪天満
奉仕・グローバル・

サービスチーム 11/8,4/11 継続 一般 各40 各5000

大阪みおつくし 献血 ８月・2月 継続
会員事業所社員

及び周辺地域の方
各30 各20,000

大阪中之島 献血 10/3,3/6 継続 輸血を待っている人 30,000

大阪梅田中央 奉仕 10月18日 継続 一般・学生 50 50,000

未定 継続

2019/3/11 継続

毎月第３･４水
曜日

継続 各７０名程 1回　\6,480

１８．８．３
１９．２．８

新規 各10名程

毎月第、2木
曜日

継続 一般 480 155,520

１２月、４月
日時未定

継続 一般、学生、教職員 200 28,000

２月日時未定 継続
一般、ﾎﾃﾙ従業員、

メンバー従業員 120 100,000

毎月第３･４水曜日 継続 各７０名程 1回　\6,480

小児がんの子供たちを支援するチャリティ活動を、リジョンまたはゾーン合同で開催できればと思います。

小児ウイッグ用髪の提供・ケモハウスの支援。

大阪工業大学梅田キャンパス

年１回の献血活動

合同アクティビティにてチャイルドケモハウスのチャリティサポート

リレー・フォー・ライフ参加

大阪西梅田献血ルームにおいて、神戸屋パンの菓子パンセットを、先着20名に接遇のメンバーが、献血記念品として配布。

大阪曽根崎ＬＣ合同　於：ECC専門学校

大阪ゆとり

西梅田献血ルーム　年間24回

大阪医専に献血車を配車し学生、先生、職員に献血をお願いする　年間２回

ホテルグランヴィア大阪のご協力でホテル会場に献血機材設置し、大阪駅前で呼び込みと献血広報活動を実施する

大阪梅田

小児がん専門治療施設「チャイルド・ケモ・ハウス」に助成金

小児がん専門治療施設「チャイルド・ケモ・ハウス」主催チャリティウォークへ協賛

大阪西

大阪西梅田献血ルームにおいて、神戸屋パンの菓子パンセットを、先着20名に接遇のメンバーが、献血記念品として配布。

大阪西

大阪天満宮にて午前10時～午後16時半まで献血キャンペーンを開催。

１リジョンで従来より行っているチャイルドケモハウスへの支援を当クラブ単独で行いたい。

ロイヤルホテルの協力のもと、毎年２月にホテル献血を実施している。メンバー全員が献血の呼びかけと当日の案内等の支援を行う。飲物
代、ケーキ代を負担する。

クラブメンバーの協力で、大阪中央卸売市場で献血活動を実施している。ノベルティ代を負担する。

事業所献血（大阪市西区　新興産ビル）

小児がん

ＧＳＴ大阪

献血

奉仕

献血

１Ｒ合同献血の参加

小児がん患者に対して絵本などの読み物を提供

血液提供者の募集

年間を通じて使用済み切手、外貨コイン、ペットボトルキャップなどを収集し、ＪＯＣＳ、大阪市障害者福祉・スポーツ協会を通して海外医療を
支援するアクティビティ。

小児がん専門治療施設「チャイルド・ケモ・ハウス」に助成金

小児がん専門治療施設「チャイルド・ケモ・ハウス」主催チャリティウォークへ協賛

大阪ゆとり

大阪新梅田シティ

淀川キリスト教病院小児ホスピスへおもちゃなど支援



１８．８．３
１９．２．８

新規 各10名程

９月 継続 300,000

１１月 継続 50,000

大阪天神橋 ＧＳＴ 7/19（木） 継続 250,000

糖尿病・献血 毎月第2（水） 継続 献血者 120名 36,000

糖尿病・献血 毎月第２・4（金） 継続 献血者 400名 216,000

糖尿病・献血
9月28日・1月
29日・5月29日

継続 日赤 300名 15,000

糖尿病・献血 未定 新規 日赤 70名 5,000

奉仕委員会 30年10月 継続 100 50,000

31年5月 継続 100 50,000

大阪淀川 奉仕 年2回 継続 献血者 各３０名 各20000

大阪西淀 ＧＳＴ委員会 年４回 継続 献血可能な方 各４０ 各約５万円

大阪淡路 献血・健康 10/23,4/23 継続 各30000

大阪東淀 献血 年５回 継続 一般 338 187,000

奉仕委員会 8月29日 継続 25,000

奉仕委員会 10月23日 継続 25,000

奉仕委員会 2月27日 継続 25,000

奉仕委員会 5月14日 継続 25,000

奉仕委員会 未定

大阪シニア ＧＳＴ 年５回 継続・ 若年層 各50 各10000

大阪ラブリー 奉仕 7/7,2/16,5/18 継続 一般 各６０名 各20000

大阪ニューセン
チュリー

アクティビティ 10月20日 新規 血液を必要とする人 60

大阪 ＧＳＴ Ｈ３１年２月 継続

2019/6月 継続
滝川小学校5・6年生

児童
約80名

ニッセイ新大阪ビルにおいて献血ＰＲ活動

セントラルスクエア西宮原店駐輪場献血ＰＲ活動

ニッセイ新大阪ビルにおいて献血ＰＲ活動

セントラルスクエア西宮原店駐輪場献血ＰＲ活動

ゾーン合同献血奉仕活動実施の際には参加。

街頭献血に協力

〃

阪急上新庄駅前３回、大阪成蹊大学キャンパス１回、井高野小学校１回

街頭にて、献血奉仕への呼びかけの活動

大阪新大阪

大阪北

献血活動に際して、金蘭会高校の学生に献血の啓蒙を行っている。

ＭＣマーケティン
グ・コミュニケー

ション

OAPタワーロビーにて献血と骨髄バンクドナー登録への呼びかけ

北区役所において献血と骨髄バンクドナー登録への呼びかけ

観光大学の文化祭において献血

青少年

天神橋筋2丁目商店街、南森町信号付近で清掃奉仕活動。　（路上でのバス車中に於いての献血、受け付けも路上となります
ので協力者の方々が少しでも気持ちよく献血が出来ますようにとの思いからしております。）
道行く人々にティッシュペーパーを配布しながら、献血を呼び掛ける。
大阪市立堀川小学校ＰＴＡのみなさん、ＦＭ８０２による献血告知放送　（年間２回ほど）などの協力をして頂いている。）
１０/２１（日曜日）は扇町公園での北区民カーニバル会場にブースを　出して多くの人に献血を促す。

大阪経済大学構内で学生を対象とした献血奉仕

大阪曽根崎ＬＣ合同　於：ECC専門学校

大阪西

平和ポスターコンテスト応募の為、大阪市立滝川小学校へ依頼訪問し画材料として3万円贈呈予定。

大阪天満

　阪急上新庄駅南口前での献血奉仕活動

啓蒙・啓発(呼び込み）

献血

大阪堂島 献血

献血奉仕ＰＲ活動　地域住民へ呼びかけ　受付された方へ粗品を進呈

大阪マザーVBLC主催バレーボール大会に協賛

大阪マザーVBLCと合同献血アクティビティ　ホテルで献血活動し、４００ｍｌ献血者にケーキセットプレゼント

西梅田献血ルーム希望献血者にタロット占いをサービスする

西梅田献血ルーム希望献血者にネイルケアをサービスする

大阪はなみずき



2019/3月 継続
ライオンズクラブ国際

協会

2018/11月、
2019/4月

継続
日本ボーイスカウト

連盟
100,000

大阪みおつくし 社会奉仕 １２月 継続 児童・職員 70 300,000

レオ青少年育成 １２月 継続 門真市内の小学生 100 100,000

クリスマス会 12月17日 継続
児童養護施設の青少

年
100,000

平和ポスター 10月4日 継続 大淀小学校 80,000

菜の花支部合同 3月31日 新規 一般 50,000

21018/8/14 継続 社会福祉協議会

2018/12/13 継続 中津支援学校

2019/2/2 継続
福島区社会福祉協議

会

2019/5/5 継続
大阪新梅田シティ来

場者

2019/6/15 継続 中津支援学校

大阪ゆとり 18.　8 10～20 約5名 ¥50,000

大阪梅田 青少年指導 ９月～１２月 継続 一般

大阪西 18.　8 10～20 5 50,000

８月 継続 100 600,000

７月 継続 140 70,000

１２月 継続 200,000

10/31（水） 継続 20 90,000

687 50,000

大阪はなみずき 薬物乱用防止 2月 継続 御幣島小学校6年生 80 10,000

31年3月 継続 就職を控える中・高生 40

30年10月 継続 施設収容者 120

30年7月 継続 小学生 200

31年1月 継続 新成人 500

奉仕委員会

薬物乱用防止教育（児童福祉施設卒園対象者）の実施

児童福祉施設行事への参加、協力

世界平和ポスター事業に参加

施設の子供たちへのリクリエーションとして野球観戦へ招待。

西天満小学校へポスターお礼として生徒に図書カードプレゼント

ポスター制作お礼として西天満小学校へ備品・豊崎東小学校へ児童図書プレゼント

薬物乱用防止セミナー＆環境教育　昨年実施　大阪市立小学校の学童クラブの生徒を対象

淀川区成人式協力

大阪堂島

ダメ・ゼッタイ国連支援募金活動

ＭＣマーケティン
グ・コミュニケー

ション

青少年

大阪梅田中央

大阪新梅田シティ 奉仕

34名大阪天神橋

薬物乱用防止セミナー＆環境教育　昨年実施　大阪市立小学校の学童クラブの生徒を対象

第３１回国際平和ポスター展示会表彰式準備、展示会作品撤収作業

日本ボーイスカウト連盟大阪第98団育成費として
日本ガールスカウト連盟大阪第81団育成費として

大阪天満

世界自閉症啓発デー「まぜこぜ大阪」イベント参加

中津支援学校　中津祭り（運動会）参加

大阪市立堀川小学校PTA、図書委員の皆様をお招きして帝国ホテル大阪大浦料理長の実演講習会を開催。
同時に「ほりかわ文庫」に図書費を寄贈。どのような本が読まれているか数冊持参願う。スピーチもあり。

子どもたちとの野球観戦

中津支援学校のクリスマスイベント開催

あいあいまつり

子どもの日チャリティイベント開催

貧困の子供たちに食事を提供する。

児童養護施設の支援団体への寄付

「児童養護施設支援事業」
毎年年末に児童養護施設「清心寮」にて、餅つき大会と子供たちが喜びそうなアトラクションや皆で楽しめるゲーム等を行い、また
奥様方による手作り料理を提供する等、４６年継続して実施している奉仕活動です。

大阪中之島

大阪北

薬物乱用防止を開催

ＧＳＴ

国際平和ポスター展



奉仕 毎月 継続
奨学生と奨学生の関

係者
12 670,000

特別実行 ３月 継続
大阪府立北野高等学

校吹奏楽部、
地域の皆様

400 950,000

MC・IT ２月 継続
小学生

地域の皆様
150 70,000

ＧＳＴ委員会・Ｍ
Ｃ委員会

9月15日 継続
区民まつり参加者全

員
400 約１５万円

ＭＣ委員会 ８月～１２月 継続 参加者全員 1000 約５万円

大阪淡路 アクティビティ 継続 小学生 70～80人 100,000

大阪東淀 薬物乱用防止 年３回 継続 小学校６年生 258

大阪新大阪 奉仕委員会 未定 新規 ＹＣＥ生 250,000

大阪ラブリー

大阪ニューセン
チュリー

レオ 継続 青少年 30

大阪
マーケティングコミュ

ニケーション 通年 継続 50,000

2019/7月 継続 大阪天満宮 10,000

2019/1月 継続 大阪天満宮 50,000

2018/12月 継続 大阪天満宮 60,000

2019/1月 継続 大阪天満宮 60,000

2019/6月 継続 関西21世紀協会 30,000

2018/7/23-26 継続 大阪天満宮 184

2018/7/25 継続 ＹＣＥ生 30 375,000

ＬＣＩＦ 未定 継続

クリスマス会 12月17日 継続 社会福祉法人花の会 100,000

菜の花支部合同 ２月 新規 一般 30,000

奉仕 3月9日 継続
聴覚障害者＆メン

バー
80 300,000

1リジョン内ＹＣＥ受け入れローテーションにより、2018年冬期以降1番にあたることから、ＹＣＥ生受け入れの準備をしています。

大阪天満宮　星愛七夕祭り　境内用大笹奉納

大阪天満宮天満天神梅祭り協賛金

国際平和ポスター・コンテストに参加、クラブにて作品展も開催

大阪淀川

天神祭船渡御にＹＣＥ生と関係者の優待乗船　30名

大阪天満

青少年

従来より大阪東ライオンズクラブが行って来た適塾支援を当クラブも賛同して行うことになり、メンバー全員が後援会員として支援している。

その他

レオクラブへの継続支援

大阪中之島

大阪梅田中央

奉仕・グローバル・
サービスチーム

聴覚障害者支援（ブリザードフラワー講習会）

大桐小学校、豊里小学校、啓発小学校にて「ダメ、ゼッタイ」勉強会

共働きの家庭の子供たちに食事の提供を主とした子供食堂

障害者施設でのバザーに出展し、売上金を寄附する。

児童養護施設の支援団体への寄付

・７月２３日１）船儀装の為の備品搬出（天満宮倉庫）並びに搬入（船に積込）
　２）陸渡御・船渡御の装束の蔵出し（天満宮倉庫）
・７月２４日　　１）宵宮祭り･天満宮神事（早朝より鉾流し神事参加）
　２）　近畿陸運局検査立会い（船渡御実施前の総点検）
・７月２５日（天神祭り当日）　１）船のお迎え人形の組立て
　２）陸渡御参加（神霊移御祭～陸渡先頭出門～船着場）
　３）船渡御参加
　４）船渡御終了後船内の片づけ、ごみ片づけ、撤去と整備
＊７月２６日　　天神祭終了後の機材並びにお迎え人形解体並びに搬入（天満宮倉庫に）

４名の奨学生に毎月奨学金を給与。３月には、生徒、学校長、担当教諭、保護者の皆さんを招き、奨学生の激励会を開催。

青少年育成事業：レインボーコンサートvol.10開催。大阪府立北野高等学校吹奏楽部、プロのミュージシャンによるコンサート。吹奏楽部へ楽
器購入資金の一部を贈呈。事業収益金は奨学金給与資金に充当。

天満宮えびす祭り協賛金協力

大阪天満宮を中心とした地域の振興活性化アクテビィビティ
・堂島北新地えびす詣で招福行列　福娘、落語家、北新地芸妓などと隊列を組み［商売繁盛］を唱えながら北新地界隈を練り歩く
11：00～22：00、18：00～22：00

関西２１世紀協会［平成天の川伝説2019］の開催協力金
＠30,000を贈呈。7月7日に大川にＬＥＤ球を放流し七夕の夜を彩り、地域活性化に貢献する。

セミナーの参加だけに留まると思います。

西淀川区民まつりにて「薬物乱用防止活動」及び募金活動を実施

西淀川区スポーツ少年団へ助成　　　「大阪西淀ライオンズクラブ会長旗争奪戦」　　　「西淀リーグ戦」

大阪西淀

障害者スポーツ支援チャリティボウリング（堺フェニックスLC&ありがとう支部と検討中）



菜の花支部合同 ４月 新規 30,000

大阪新梅田シティ 奉仕 随時 継続
NPO法人スペシャル
オリンピックス・大阪

大阪ゆとり 19.　3 200～300 約5名
￥200,000～

300,000

大阪梅田 社会福祉 １２月ｏｒ１月 継続 一般 1,500,000

大阪西 19.　3 200～300 約5名
￥200,000～

300,000

１２月 継続 200,000

10月 200,000

大阪天神橋

街案内 9月10月3月4月 新規 観光客など 未定 0

幹事 4月4日 継続 堀川地域高齢者 20 0

会長 随時 継続 世界の子供たち 未調査 0

会長
大阪市立中央授産所

作業者
未調査 0

幹事 9月24日 新規 街猫の殺処分０を目指し、去勢避妊手術をする猫の消毒などのお手伝いを行う さくら猫生息エリア住人 未調査 0

クラブ 6月 継続 夕陽丘基金対象者 未調査 50,000

クラブ 6月 継続 Rena利用者 未調査 100,000

奉仕委員会 30年10月 継続 被災地住民

30年8月 新規 地域住民 300

５月 新規 地域の皆様 200 700,000

９月 継続 地域の皆様 80,000

１２月 新規 熊本地震被災者 10,000

継続・新
規

450,000

ＣＮ38周年記念事業
実行委員会 未定 継続

奉仕委員会 新規 100,000

5/3～5/5 継続 障害者 1500 15000

継続 障害者 150000

大阪ニューセン
チュリー

YCE 年末 新規 留学生 1

ＧＬＳ（Good Living Support）事業を今期も計画。
収益につながる事業を検討。

「チカン盗撮ノックアウト」キャンペーン参加
ポスター制作、関西全域駅構内に張り出し563駅

大阪新大阪

大阪北

東日本大震災被災地　支援活動　今回はお笑いを届ける！！　　　　　岩手県大船渡

ＧＳＴ

臓器移植の会　啓蒙・啓発

障害者支援

大阪シニア

地球兄弟ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと共同でチャリティｲﾍﾞﾝﾄの実施

その他

東日本大震災被災地　支援活動　今回はお笑いを届ける！！　　　　　岩手県大船渡

CN55周年を記念し、地域の皆様に楽しんでいただけるようエンターテイメントショーを企画予定。

淀川区民祭に協賛し、イカ焼を出店

大阪淀川

ヘレンケラー財団所属福祉施設へ備品寄贈

杉本町の身障者施設を視察

大阪堂島

CN50周年時の記念アクティビティに対して、その後の状況を確認、調査し必要なアクティビティを実施する。
フィリピン共和国ボホール島タブアン小学校、大阪市立堀川小学校に対するアクティビティ等。

大阪梅田中央

特別実行

奉仕

他クラブのYCE受入に関しての手伝い

障害者自立支援　菜の花摘み及び漬物制作（京都洛北LCに協賛参加打診検討中）

NPO法人スペシャルオリンピックス・大阪のサポート

１２月に街頭募金活動を行い、熊本地震被災者の復興支援をを行う　（実施月、支援対象は変更の場合が有ります。）

ＬＣＩＦ協力金、東京オリンピック・パラリンピック協力金、東洋東南アジア・フォーラム協力金、地区での事業協力金　など

東北・熊本被災地への支援

地域の行事への協力

大阪はなみずき 大阪障がい者就労支援の一環であるデニムリサイクルトートバッグを作るための不要になったGパンを回収

東日本大震災被災者、石巻周辺の移動困難な方々の送迎ボランティアRenaへの支援

DV被害者のためのシェルター維持費支援

世界の子供にワクチンを！に協力しペットボトルのキャップを回収

大阪駅周辺で道がわからない観光客などへ街案内をし大阪市のイメージ向上を目指す

大阪市北区堀川地域女性会高齢者食事サービス主催の、お花見時の高齢者の同行補助とおやつ配布


