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◇国際会長テーマ

　We serve
 われわれは奉仕する

◇国際会長メッセージ

　Service From the Heart
　　　　　　 　　　心からの奉仕



◇会員を増やし奉仕に引き込む
　私たちの協会の成長は、私たちがいつでも奉仕する準備ができていることを意味し
ます。成長するためには、単に新しい会員をクラブに入れるだけではなく、現在いる
会員も積極的に関与させ続ける必要があります。会員を増やすには、一人失うたびに、
さらに二人を誘い入れなければなりません。そしてそれ以上に、すべての会員を活動
に引き込み、一人ひとりがそれぞれ思い入れのある奉仕を実行できるようにしなけれ
ばなりません。

◇私たちの国際財団を支援する
　今年度は、ライオンズ史上最も野心的な資金獲得キャンペーンであるキャンペーン
100 の最後の年です。LCIF の惜しみない支援が、世界中で私たちが行う奉仕に力を与
え、希望をもたらしています。ですから私たちの奉仕への思いを行動に移して、3億
ドルを集めるという私たちの目標を達成できるよう、ライオンズのグローバルな財団
を支援しようではありませんか。

◇思いやりに満ちた奉仕
　世界中の地域社会が再び平常を見出そうとしている中で、ライオンズには模範となっ
てリードする新たな素晴らしい機会があります。多くの人々が今なお大変な思いをし
ているときに、私たちは世界が日常を取り戻せるよう手助けをすることができます。
私たちは、状況がいつなんどき変わるか分からないことを認識した上で、過去 1年間
の革新的な奉仕活動をそのまま続け、活動をさらに広げて現状のニーズに対応する必
要があります。

功を目指す。 2021 ～ 2022 年度のグローバル優先項目成



◇コミュニケーション
　透明性がありいつでも自由にコミュニケーションをとれることは、優れた奉仕に不
可欠であり、それゆえにライオンズクラブにとって常に重要なものとなっています。
私たちは、互いとのつながり、私たちの奉仕の受益者とのつながり、そして私たちを
支援してくれる組織とのつながりをこれからも重視しなければなりません。私たちは
世界中に仲間がいる力強いグローバルなコミュニティを持つライオンズであるからこ
そ、その仲間から学んだり支援をしたりすることができるのです。今こそ、私たちの
奉仕のネットワークを頼りにするときです。

あなたの100ドルが
チカラとなる

100ドルが様々なインパクトを生みます。
モデルクラブはさらに多くのことを

可能にします。

食糧問題
毎日食べることに
困っている14人に
食事を提供

小児がん

小児がん患者8人分の
医療器具を提供 糖 尿 病

糖尿病のリスクが
ある18人に糖尿病
検診を実施

青少年支援
1クラスの子どもたちに
ライオンズクエストのカリ
キュラムを１年間提供

人道支援
100人の子どもに
はしか予防接種
を提供

災害援助

自然災害被災者
4人を即時に支援

環境保全

14人に清潔な
水を提供

視力保護

2件の白内障
手術を提供
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2021―2022 年度　地区ガバナーズ・スローガン

「全てを乗りこえ 美しい和の心で 共に奉仕」

2021―2022 年度　地区アクティビティ・スローガン

「奉仕 それは優しさのなかから　　　　
　　　　　仲間との出逢い かたりあい」

2021―2022 年度　地区年次大会テーマ

「　　兆　　和　　」
　ふ・れ・あ・い　

ガバナーズ・スローガン　大会テーマ
　今期の私のガバナーズ・スローガンとテーマは四つの文字「温」「兆」「共」「和」の

意味から掲げました。「兆」の文字の意味は全てを乗りこえた先に美しい世界があると

云う意味もあるそうでございます。このコロナ禍で普通が普通でなくなり、普通で無

いものが普通になった今の社会、多くの困難を抱えるこの状況を踏まえ、「全てを乗り

こえ　美しい和の心で共に奉仕」としました。そして「共」はふれあいに通じます。

ふれあいがあれば皆、和やかで幸せになります。ライオンズの多くの仲間同志、そし

て地域の人たちのふれあいを大切にしていきたい…　そんな思いからのスローガンと

テーマであります。
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　2019 年後半より始まった COVID-19 によるパンデミックは世界に…そして日本に悲

惨で過酷な状況をもたらし、現在も尚厳しい状況が続いているのが現状です。

　私たちライオンズを取り巻く環境も大変厳しく、2020―2021 年度は私たち 333-A 地

区も殆どの活動が中止・縮小・延期を余儀なくされました。そしてこれからもまだま

だ先の見えにくい状況が続くと予測されるところであります。

　しかしながら私たちライオンズは、この厳しく大変困難な状況の中から多くの経験

と多くの教訓を得ることができました。この経験と教訓を新たなる出発の経験として

捉え行動していくこと、そして次なる世代に伝えていくことが何よりの使命と考えて

おります。

　対面での奉仕が難しくなった今、新たな奉仕が求められております。コロナパンデ

ミックにより、世界と日本の困窮した人々と子供たちは、ライオンズが手を差し伸べ

てくれることを待っています。私たちライオンズは地域のニーズに応える奉仕も、そ

して世界にも目を向けた奉仕もこれまで以上に必要とされております。

　これらのニーズに応えるためには、やはり我々の多くの仲間・会員の力と英知が必

要です。近年歯止めのかからぬ会員減少に加え、コロナ禍による更なる減少も予測さ

れるところではありますが、皆様からは多くの仲間をライオンズに迎える準備と行

動をお願いしなくてはなりません。皆様のご理解とご支援をお願い申し上げ、元気な

333-A になりますようご協力を重ねてお願い申し上げます。

2021―2022 年　私の思い

Ｌ 中 田  泰 範
（新潟東ライオンズクラブ）
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地区運営方針と重点目標
　 会員増強と退会防止（会員維持）
　　★会員増強目標
　　　2021―2022 年度、当地区は会員増強を達成する。
　　　前年度の会員数を維持、あるいは上回る。
　　　　入会者　　150 名 以上
　　　　退会者　　130 名 以内

　　　�　2021―2022 年度もコロナ感染症問題で厳しさは変わらないが各クラブ 2名以
上の純増となりますようクラブ員全員最大の努力をお願い致します。

　　　☆担当　　地区GMTコーディネーター
　　　　　　　　地区FWTコーディネーター
　　　　　　　　会則委員会

　 新クラブの創設（スペシャリティクラブ・支部他）
　　★創設目標
　　　新クラブ・スペシャリティクラブ …… 1 クラブ
　　　支部 …… 3 クラブを目標

　　　�　コロナ禍で大変厳しい環境ではありますが、こんな時であるからこそ価値があ
ると思います。会員の拡張は奉仕の拡張に繋がります。

　　　☆担当　　地区GMTコーディネーター
　　　　　　　　地区FWTコーディネーター
　　　　　　　　GATチーム

　 LCIF への協力
　　★ LCIF 寄付目標
　　　MJF 1,000 ドル寄付 　 100 口　→　100,000 ドル
　　　100 ドル寄付　　　 　1,300 口　→　130,000 ドル
　　　　　　　　　　　　　   合計目標　　   230,000 ドル

　　　　日本はコロナ禍の中、大変苦しく厳しい社会になっていおります。
　　　�　しかし、世界中では日本をはるかに越え困窮している人々、そして子供達が

います。我々は地域のニーズに応える奉仕から世界にも目を向けた奉仕を意識
しましょう。

　　　☆担当　　地区 LCIF コーディネーター
　　　　　　　　地区GSTコーディネーター
　　　　　　　　地区 LCIF キャンペーンコーディネーター
　　　　　　　　国際関係・LCIF 委員会
　　　　　　　　GATチーム

1

２

３
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　 アクティビティ（奉仕）の強化
　　★強化目標
　　　IT を活用した奉仕活動
　　　ゾーン単位等、共同アクティビティの創造
　　　地区全体からの新しい奉仕活動の情報活動
　　　メディアへの積極的なライオンズクラブと奉仕活動の広報

　　　�　2019 ～ 2020 年度より発症したコロナ感染症による、いわゆる 3密問題で、我々
の奉仕活動も大きく影響を受けました。対面での奉仕が難しい中、新たな形で
知恵を出し合い、新たな奉仕の姿を創造しなければなりません。

　　　☆担当　　地区GSTコーディネーター
　　　　　　　　地区FWTコーディネーター
　　　　　　　　ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
　　　　　　　　YCE委員会
　　　　　　　　PR情報・IT委員会
　　　　　　　　レオ育成委員会
　　　　　　　　献眼献血・糖尿病予防委員会
　　　　　　　　環境保全委員会

　 災害支援対策の確立
　　　�　2020 ～ 2021 年度　新潟県・新潟市等と災害ボランティア支援の協定を締結

しました。
　　　　333-A 地区、全域での締結を目指し、災害時の行動規律を完成させる。

　　　☆担当　　地区GSTコーディネーター
　　　　　　　　災害支援・アラート委員会

　 地区内の交流と会員の士気の高揚
　　　�　333-A 地区新潟県は南北に長い地域です。言語、気風、文化それぞれ微妙に

違います。
　　　　交流によって相互理解と友情が芽生え、延いては地区の発展に継がると思います。
　　　�　また、コロナ禍ということで三密による会員同士の交流、活動も減りライオ

ンズに在籍する意欲の低下も見られます。退会防止の観点からも 333-A 地区、
会員の士気の高揚を模索していきたいと思います。

　　　☆担当　　地区GLT コーディネーター
　　　　　　　　地区GMTコーディネーター
　　　　　　　　地区FWTコーディネーター

4

5

6



2021⊖2022　Lions Clubs International District 333⊖A

― 6 ―

GLT（指導力育成）委員会

GLTコーディネーター　L 堀　　　学
（中条ライオンズクラブ）

コーディネーター活動計画  

１．委員会の目的
多くのメンバーと共に楽しい人と人との結び愛
333-A 地区会員の士気の高揚

２．活動方針
われわれは奉仕する。
それに立ち向かうためのルールや指導力の確認と情操

３．行動目標
ゾーンチェアパーソン研修
クラブ会長研修
新入会員オリエンテーション研修
公認ガイディングライオン研修

必携の確認と変更点の確認の周知理解

４．検討課題
コロナ禍を鑑み、研修会、講習会の臨機応変な開催及び参加方法の模索と実施

　　検討事項
GATチームとの連携

　　評価基準
昨年度に準ずる

研修会、講習会の積極参加によ
り、次世代リーダーの発掘と気
付きの共有

ガイドラインの確認



コーディネーター活動計画
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　GMT（会員増強・維持）委員会

GMTコーディネーター　Ｌ 井 上 誠 一
（分水ライオンズクラブ）

１．GMT 委員会の目的
　将来のライオンズクラブのあり方を見据え意識の向上を高める為にも会員の増
強と会員の維持が必要不可欠であり、中田泰範ガバナーの新たなる出発に向け、
GMT委員会と致しましても会員の入会はもとより、会員の退会防止が会員の維
持に繋がるように魅力ある活動が出来るように努めて参ります。

２．活動方針
新会員獲得の為の努力
⑴　既存会員の意識調査並びに新会員の入会動機調査など。
⑵　新クラブエクステンション並びに支部クラブ発足の立案・計画・実施。
⑶　会員維持の為の方策の検討等。

３．行動目標
　コロナ禍ではありますが、クラブ強化の為の情報や資料等をタイムリーに各ク
ラブへ提供し、クラブ資質の向上を図ると共に、会員維持（退会防止）に務める。
FWT委員会と協力し、会員増強並びに新クラブ発足へ向けて活動を強化したい。
　昨今、大勢の会員での集会が出来ない為、オンラインでの研修会の開催も含め、
333-A 地区全てのメンバーに対し、会員増強・会員維持を呼び掛けたいと思います。

４．検討課題
　中田泰範ガバナーの目標に少しでも近づけるように、新クラブの創設・新支部
の創設を含め 150 名の新入会員を目指したいと思いますが、2021–2022 年度も厳
しい状態が改善しないと難しい。

　　検討事項
　GATチーム内での情報の共有を図り、魅力あるライオンズクラブ本来の活動
が実施出来るよう協議・連携し対応したい。

　　評価基準
＊評価基準につきましては昨年度実施と同等としたい。
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１．GST 委員会の目的
　グローバル奉仕チーム（GST）は、クラブが情報や資料を特定し、奉仕事業を
より良いものにしさらにインパクトを高めるノウハウを活用できるよう支援しま
す。
　GSTは、ライオンズクラブ国際協会とライオンズクラブ国際財団の奉仕プログ
ラム、情報資料、交付金／補助金について精通し、世界中のライオンズとレオ会
員が最大限のインパクトをもたらす奉仕活動を行えるよう力を与えることが目的
とされています。

２．活動方針
　ライオンズが地域社会において優先度の高いニーズに応えることができるよう
にリジョン、ゾーン、クラブに能力強化の資源を提供し、影響力ある奉仕を増加
させることを通じて会員の満足度を高めます。

３．行動目標
　奉仕の必要とされる 5つの分野に取り組んでまいります。これらのグローバル
重点分野は人類にとって深刻な課題となっており、私たちが対応すべき行動目標
です。
　₁．糖尿病　₂．視力保護　₃．食料支援　₄．環境保全　₅．小児がん

４．検討課題
　　検討事項
　　評価基準

⑴　�地区 GLTグループおよび地区GMT・FWTグループおよび地区グローバル・
アクション・チーム（GAT）との協力連携の取り組みの進め方。

⑵　�地区 LCIF コーディネーターおよびゾーン・チェアパーソンとの協力連携に
より地区、リジョン、ゾーン単位の奉仕活動の実践方法。

⑶　�各クラブに対し、LCIアプリを通じて、奉仕事業、資金獲得活動を報告してい
ただき、地区全体におけるLCIアプリの利用の高め方。

GST（奉仕）委員会

地区GSTコーディネーター　Ｌ 早 川 重 男
（新潟東ライオンズクラブ）



コーディネーター活動計画
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１．FWT 委員会の目的
（ア）女性会員拡大。
（イ）女性リーダー育成。
（ウ）クラブ支部設立と支部会員増強。

２．活動方針
　FWTが取り組みの課題としている「子供の学習＆貧困支援」。
　「小児がん」「糖尿病」の支援活動を中心に、女性会員と家族会員の増強と育成
を図る。

３．行動目標
（ア）₃支部結成目標
（イ）ヘアドネーションの PR活動と推進。
（ウ）タンスに眠る外貨の活用「小児がんへのドネーション。　
（エ）フードドライブ
（オ）古本募金

４．検討課題と評価基準・その他
（ア）��フードバンクとの連携、例会時各クラブ単位でフードドライブを支援する。
（イ）各R、各クラブでの具体的な支援活動をどうするか。
（ウ）レオクラブとの連携（子供食堂）。
（エ）会員増強とFWTの活動を理解頂く為の草の根セミナーを開催。
（オ）女性会員、家族会員にどのように働きかけを行うか。
（カ）��クラブ支部結成の推進、クラブ支部会員の増強、クラブエクステンション

を目標としたクラブ支部を結成への支援。

FWT（家族・女性）委員会
FWTコーディネーター　Ｌ 丸 山 澄 江

（白根ライオンズクラブ）

FWT副コーディネーター　Ｌ 深 井 美 香
（新発田ライオンズクラブ）
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１．委員会の目的
①　�地域社会の生活、文化、福祉及び公徳心の向上に努め、友情、親善、相互理

解によって会員間の融和をはかる。
②　各地区の運営を円滑にする。

２．活動方針
　一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を設ける。

３．行動目標
　奉仕の心を持つ人々が気持ちよく奉仕活動ができるように励まし、道徳的水準
をさらに高める。

４．検討課題
女性会員の増強

　　検討事項

　　評価基準

委員会活動計画  

会則委員会

委員長　Ｌ 小 川 憲 雄
（新潟八千代ライオンズクラブ）



委員会活動計画 
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１．委員会の目的
⑴　ライオンズクエストプログラムを広く浸透させる。
⑵　ライオンズクラブによる薬物乱用防止教室をより多くの学校で行う。

２．活動方針
⑴　�ライオンズメンバーからライオンズクエストの意義や必要性を理解してもら
い、そのことを地域の学校等への浸透を図る。

⑵　�一部のクラブで実施している学校への薬物乱用防止教室を他のクラブにも取
り組んでもらう。

３．行動目標
⑴　�これまで行ってきたライオンズクエスト実績を検証し、より多くの地域での
活動につなげる。

⑵　�各クラブが各地域の学校で薬物乱用防止教室を開催できるように助言する。

４．検討課題
　ライオンズクエストと薬物乱用防止活動の認知度が低い。

　　検討事項
　クラブメンバーはもとより教育関係者に一層の理解を深めてもらう。また、積
極的に行政へアプローチし青少年健全育成事業に寄与する。

　　評価基準
　コロナ禍でのセミナー・ワークショップの開催。また、各地域でライオンズク
エストワークショップや薬物乱用防止教室を取り組む努力。

ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会

委員長　Ｌ 坂 上 隆 行
（新潟北ライオンズクラブ）
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１．委員会の目的
世界の人々の間に相互理解の精神をつちかい発展させる

２．活動方針
国際理解と親善を推進し、世界平和を目指して努力する
思想、習慣、文化的観点の共有を促す

３．行動目標
青少年にリーダーとしての能力を身につけさせる
母国の異なる青少年に有意義な触れ合いの機会を与える
青少年に他者の考え方を尊重するよう促す
身体と精神の両面で健全な学習体験を促す幅広い活動を提供する

４．検討課題
サマーキャンプの実施－
コロナ対策
各クラブとの連携
レオクラブとの連携
受け入れ家庭の理解

　　検討事項と評価基準
サマーキャンプの運営
コロナ対策
受け入れ家庭の理解

YCE 委員会

委員長　Ｌ 児 玉 道 夫
（新潟西ライオンズクラブ）
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１．委員会の目的
・��将来のライオンズを担い、未来のライオンズメンバーと成り得るレオの育成と
クラブの創設
・��333A 地区の現在活動レオクラブ、休会活動中のクラブの現状調査と再活動可
能性検討
・��時代と地域の特性、若者の置かれた環境に配慮した新しいレオクラブの創設
　�　以上、コロナ禍のもと、地域の特性と時代に即した 333A ならではのレオク
ラブを創設したいと思います。

２．活動方針
①　現存するレオクラブの現状把握と活動支援（休会中も含む）
②　333A地区のレオクラブ立ち上げ可能性の調査・検討・追及
③　時代・人・地域に合った新規レオクラブの立ち上げ

３．行動目標
①　レオクラブの原点に帰っての方針・目的・活動再確認
②　各クラブに対してのレオクラブと当委員会の活動を報告・連絡
③　333A地区内の新レオクラブ立ち上げの可能性を検討・追及

４．検討課題
①　333A地区レオクラブ現状と今後の課題把握
②　レオクラブの存在意義と方針・目的・再確認
③　コロナ禍と現代の若者気質を鑑みたレオクラブの在り方検討

５．検討事項と評価基準
①　�各クラブへの協力と活動への理解への理解（休会中のクラブ等の情報収集）
②　�YCE, クエスト・薬物防止セミナー等、実際若者が興味を持ち、実践できる活
動とリンクすべく、各委員会とのネットワーク構築と情報交換

③　ガバナーチーム、Gst グループとの連携と助言を仰ぐ

レオ育成委員会

委員長　Ｌ 大 田 朋 子
（新潟東ライオンズクラブ）
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１．委員会の目的
　当委員会の目的は二つあり、一つは国際大会及び東洋東南アジアフォーラム
（OSEAL）への参加を奨励すること。もう一つは LCIF の目的、役割、活動の周
知に努め、LCIFへの寄付奨励を啓蒙し、推進すること。そしてLCIFプログラム（視
力回復、青少年育成、災害救済、人道的奉仕）の支援に貢献できるように活動す
ることを目標としています。

２．活動方針
・LCIF への献金の周知と啓蒙活動。
・各委員会と連携し各種交付金の活用を推進。
・Ｌ国際大会や東洋東南アジアフォーラム（OSEAL）への参加を奨励。

３．行動目標
・全クラブ会員による 100 ドル献金の推進。
・MJF1,000 ドル献金（各クラブ 2名以上）の推進。

４．検討課題
・��333A 地区はここ数年は LCIF 献金の目標である 300,000 ドルを達成していませ
ん。
・��今年度の目標額は全国的に 7.3 割に下げられ、333A 地区は 220,000 ドルですが
今のままでは達成する可能性が低いです。LCIF の予算達成は 333A 地区のラ
イオンズクラブの一員としての責務であることを皆さんの意識の中で自覚させ
ることが重要と思います。

　　検討事項
・��今まで全会員 20 ドル献金をしていただいたが 100 ドル献金に変更していただ
くお願い。
・��その集め方は年 1回各クラブで 1万円づつ集めるか、もしくは月会費を 1000
円上げてもらいクラブでまとめて納めていただく。
・��周年行事のあるクラブは 3役にMJF1,000ドル献金をしていただくお願い。

　　評価基準
・��333A 地区は会員数が約 2700 名なので 100 ドルを皆さんでしていただければ目
標達成。
・��MJF はクラブで 2名以上達成したところを表彰するのは例年通りであるが周年
行事の所はアワードが増えて有終の美を飾れる。

国際関係・LCIF 委員会

委員長　Ｌ 林　 隆 行
（佐渡ライオンズクラブ）
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１．委員会の目的
「思いやりは、大切なこと。」
思いやりの心で献眼献血・糖尿病予防への理解を深める

２．活動方針
思いやりの心で献眼登録の大切さを認識して頂けるよう活動する
自分自身を思いやる心で糖尿病に理解を深め、一人一人が予防や改善に前向きに
動き出せるように活動する

３．行動目標
献眼フォーラムの実施
会社、事業所への献血協力依頼の実施
ライオンズ・レジストリー 5年計画の実施

４．検討課題
セミナー等を開催し、正しい知識と対処法の理解を深める

　　検討事項
若年層への献血推進の活動
アイバンク、登録機関に連絡出来る様な仕組作り
糖尿病減少につながる活動

　　評価基準
アイバンク登録の把握

献眼献血推進・糖尿病予防

献眼献血推進・糖尿病予防委員長　Ｌ 伊 藤 正 実
（新潟内野ライオンズクラブ）



2021⊖2022　Lions Clubs International District 333⊖A

― 16 ―

１．環境保全委員会の目的
〇�環境を持続的に保護・復元し、あらゆるコミュニティの暮らしを改善する。

２．活動方針
〇国際ライオンズデーの奉仕
〇 �21 世紀が水と緑の世紀になることを願い、植樹活動や清掃活動といった環境
保全の奉仕

３．行動目標
〇コロナ禍なので、ソーシャルディスタンスでの環境保全の奉仕

４．検討課題
〇�環境問題に取り組んでいる団体と実施中の活動をどのように支援・協力できる
か話し合う
〇環境に関連するセミナーや参加型の奉仕アクティビティの企画

　　検討事項
〇環境を配慮しての植樹また清掃活動

　　評価基準
〇環境美化活動を年 2回以上実施したクラブ

環境保全委員会

委員長　Ｌ 渡 辺 精 一
（新潟ロイヤルライオンズクラブ）



委員会活動計画 

― 17 ―

　   

１．委員会の目的
₁．��ライオンズクラブの活動を広く市民の皆様に理解をしていただけるために、
各クラブの所属する地域で PRをする。これによりアクティビティの協力を
得易い環境と会員増強の一助としたい

₂．IT技術を利用したクラブ内外への情報発信と情報の交換
₃．キャビネット発行の地区ライオンタイムスの発行に助力

２．活動方針
₁．各クラブによる新聞、ウエブなどを利用した活動の情報発信
₂．IT技術を利用した情報発信の研究

３．行動目標
₁．クラブ会報誌・PRチラシ・ビラなどの発行
₂．��ホームページ・フェースブックなどを利用した、活動の情報発信の充実

４．検討課題
継続すること・新規に企画を立ち上げること

　　検討事項

　　評価基準
₁．��新聞に記事として活動が掲載される。（広告も回数に入れる）その内容と回数
₂．広く市民に活動を紹介するビラなどを配布　その回数と内容
₃．ホームページ・フェースブックなどの更新　その内容と回数

PR 情報・IT 委員会

委員長　Ｌ 中 澤 吉 宜
（新潟小須戸ライオンズクラブ）
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１．委員会の目的
　災害支援対策活動に対する周知に努め、自然災害、人災、保険上の緊急災害発
生時の対応を各クラブ会員相互と共有し、円滑な支援活動を実施することを目的
とする。

２．活動方針
⑴　災害支援対策活動の周知と啓発活動の実施
⑵　支援体制の構築及び災害支援関係機関との連携
⑶　災害支援者及び被災地域関係者との連携強化

３．行動目標
⑴　災害発生時の組織・連携体制の確保
⑵　被災地への支援体制の確保
⑶　金銭及び労力支援の確保

４．検討課題
＊ ｢333-A 地区　災害対策本部規則及び運用マニュアル｣（2016 年度作成）
＊ 2020︲2021�333-A 地区災害支援アラート委員会　フロー図（案）
＊�新潟県・新潟市社会福祉協議会との自然災害発生時における災害ボランティア
センター支援
　�各マニュアル、協定等、2020︲2021 年度進捗状況確認、諸規定及び追加確認、
修正等の必要性の確認

⑴　検討事項
　①　�災害発生時（地区内・地区外）における対策活動（金銭アクト＆労力アクト）

の連絡体制検討及び周知
　　　�地区災害支援対策本部、（大規模災害発生時）緊急災害支援センター設置

基準
　②　�1-6 リジョン・ゾーンごとに各クラブと各市区町村社会福祉協議会との協

定締結及び推進方法（空白地区への対応）
　③　�災害掲示板（？）等の連絡ツール及び体制、活動資金及び具体的訓練方法

の検討
　④　社会福祉協議会との具体的役割内容、支援内容、連絡体制（ツール）
　⑤　準備、活動、訓練、備蓄、倉庫、トラック確保等の予算
⑵　評価基準
＊�金銭アクティビティ=>支援金額　＊労力アクティビティ=>活動時間、活動人数

災害支援アラート委員会

災害支援アラート委員長　Ｌ 天 野　馨
（新潟ライオンズクラブ）
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１．委員会の目的
第 68 回 333-A 地区年次大会の遂行

２．大会テーマ
「兆和」
すべてを乗り越え美しく輝く未来に邁進する

３．行動目標
　新型コロナウィルス禍で一変した社会の元気を取り戻す為に、大会テーマ「兆
和」の下、1リジョン 15 クラブがワンチームとなり大会を盛り上げる。

４．日程
2022 年 4 月 15 日
　記念ゴルフ大会　　会場　フォレストカントリークラブ　東・西コース
　前夜祭　　　　　　会場　ホテルオークラ新潟　₄Ｆ　コンチネンタル

2022 年 4 月 16 日
　地区年次大会　　　会場　新潟テルサ

５．検討事項
大会組織の確立
予算の策定

年次大会委員会

委員長　Ｌ 馬場野　勉
（新潟万代ライオンズクラブ）
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