国際ソロプチミスト三原活動記録
認証時より

私たちは、国際ソロプチミスト・アメリカ連盟・日本西リジョン（中国・四国地域）に所属する。地域での
奉仕活動はもとより、国内・諸外国にも奉仕の輪を拡げ活動しています。
地域での活動
１期（1983.4～1984.6）
三原市へダストボックス４基寄贈（認証記念事業として）
三原市図書館へ図書寄贈
挨拶運動を始め、三原市 PTA 連合会、市老人クラブへ挨拶運動用タスキ 1000 本寄贈
２期（1984.7～1985.6）
青少年ボランティアグループ「いなほの会」支援
寝たきり老人専用の風呂を福祉協議会へ寄贈
講演会、元総理大臣夫人 佐藤寛子様 於中央公民館
３期（1985.7～1986.6）
弦楽四重奏団「メープル」へ助成金贈呈
16 ミリ映写機と福祉映画フィルム目録冊子寄贈
三原市へダストボックス寄贈（天満屋前）
成人式に純潔教育のシオリ配布
講演会 ノートルダム清心女子大学学長 渡辺和子先生 於中央公民館
図書寄贈（三原市立図書館）以後５年間継続する
４期（1986.7～1987.6）
講演会 TBS 社会情報局次長 吉永春子様 於三原国際ホテル
劇団四季「エルリック・コスモの 239 時間」公園

於文化会館

三原市城址公園に表示板寄贈
三原市へダストボックス２基寄贈（三原駅・糸崎駅）
植樹 中央公民館
５期（1987.7～1988.6）
三原市宮浦公園わんぱく広場へ遊具費用として金一封寄贈
三原市運動公園へテント５張寄贈
瀬戸田町福祉協議会へ金一封寄贈
５周年記念チャリティー茶会

於大善寺

６期（1988.7～1989.6）
三原市運動公園に桜の苗木寄贈
瀬戸田町へダストボックス２基寄贈
三原市中央公民館へアイズビリー作「鳥と花束」リトグラフを寄贈
チャリティコンサート佐藤陽子ヴァイオリンの夕べ
三原ベンチャークラブをスポンサー認証する
三原市へ「市民憲章」周知板の額を寄贈

於リージョンプラザ

７期（1989.7～1990.6）
四川省歌舞団公演に協力
ミニ講演会 TBS 報道局次長 吉永春子様 於グランドパレス

文化講演会 自由な心 小笠原日凰門跡氏
寄贈 老人大学へ

於リージョンプラザ

ワープロ寄贈

青年市民賞受賞（西リジョン表彰）

松田祐佳さん

成人式に呈茶を奉仕
８期（1990.7～1991.8）
植樹 文化会館へ
アリゾナ州セドナクラブとフレンドシップリンクを結ぶ
三原市手づくりコンサートへ助成出演協力
文化講演会 「ここが地球の真中です」 永 六輔氏

於リージョンプラザ

女性ボランティア賞（クラブ表彰）朗読録音グループ「声の友」
女性栄誉賞（クラブ表彰）

土肥芳恵様

９期（1991.9～1992.8）
明るい消費生活展に参加
小規模作業所「ひまわりの家」に助成金
瀬戸田「たちばな作業所」に助成
社会福祉協議会にフイルム寄贈
老人安全カード作成寄贈
ダストボックス１基寄贈
島田祐子チャリティーコンサート 於リージョンプラザ
WHW 賞受賞（西リジョン表彰） 辻中チヨ様
女性栄誉賞（クラブ表彰）

平野ヒサ子様

青年市民賞（クラブ表彰）

大名洋子様

１０期（1992.9.～1993.6）
１０周年記念講演会主催講師

落合恵子氏

青少年ボランティア賞（クラブ表彰） 垣内由樹子様
１０周年記念事業 三原市保健福祉学園都市整備基金
１０周年記念事業 三原市へ

５００万円寄贈

テント５基寄贈 瀬戸田町へ金一封寄贈

１０周年記念事業 三原ハーネスの会へ２０万円寄贈
瀬戸田町平山郁夫記念館設立基金に金一封
成人式（作文募集）三原市、瀬戸田町
１１期（1993.9～1994.8）
感染症対策のために「足踏み式手指消毒器」を購入、市内の特別養護老人ホーム３施設に贈呈
２１世紀にかける私の夢と題して、成人になる人を対象に作文を募集、成人式典に入選作品を発表
表彰するこれは成功を祝うソロプチミスト（教育部門）でアメリカ連盟にて優秀賞に入選
ミニ講演会「今、若い女性たちは」

講師は佛通寺住職・朝日新聞記者・国立福山病院難波医師

日本財団年次大会にて女性ボランティア賞受賞布の絵本製作グループ「コスモス文庫」
安全カード３５００枚作成

老人クラブ・老人大学・老人施設に配布

クラブ表彰 笹田文子様・尾野博子様
平岩弓枝チャリティ講演会「私の取材ノートより」

１２期（1994.9～1995.8）
在宅寝たきり老人に大伴のバスタオル２３０枚贈呈
第１２回アジア競技大会広島１９９４フェンシング（三原会場）運営費金贈呈
新成人の作文募集（瀬戸田町） 成人式典にて表彰
チャリティ公演「アルゼンチンタンゴの夕べ」開催
クラブ賞 ３件表彰 留学生援助金１名贈呈
１３期（1995.9～1996.8）
東京芸術大学教授 三木敬之先生チャリティコンサート（チェロ）開催
新成人作文募集（三原市・瀬戸田町）最優秀賞・入選者を表彰
クラブ賞 ２件表彰 女性栄誉賞 阿部真理子様 、女性の地位向上功労賞

川辺伸子様

１４期（1996.9～1997.8）
三原市ハロウィック・スイミングクラブ（三原市障害児のスイミングクラブ）に運営基金を贈呈
クラブ表彰 青少年ボランティア賞 いなほの会 、 社会貢献賞 福岡幸司氏
文化講演会 栢木寛照氏 演題「思いやりの心」
クラブ表彰 女性栄誉賞 福島公子様 、 女性の地位向上功労賞 西谷節子様
１５期（1997.9～1998.8）
車椅子１０台を贈呈 三原市社会福祉協議会へ
観桜と邦楽の会 琵琶演奏

筝曲演奏

１６期（1998.9～1999.6）
女性栄誉賞 長井千代様
Σ ソサエティー認証（広島県立保健福祉大学）
講演会「知っているようで知らない健康の常識」講師 松原英多先生
１７期（1999.7.～2000.6）
特別講演会 演題「和歌に詠まれた四季と年中行事」講師 冷泉貴実子氏
社会福祉協議会へリハビリ用手すり付階段１基、車椅子寄贈
女性栄誉賞 中野邦子さん

女性に機会を与える賞

宇恵和歌子さん２人ともクラブ賞

「コスモス文庫」へ布の絵本製作材料寄贈
１８期（2000.7～2001.6）
瀬川 澄 チャリティコンサート
三原社会福祉協議会へ折りたたみ式超軽量携帯用スロープ贈呈
瀬戸田社会福祉協議会へテレビ、ビデオデッキ、老人用福祉テープ贈呈
女性栄誉賞 山本公恵さん

クラブ賞

西リジョン・プロジェクトの留学生援助金対象者として三原クラブが推薦した、バウィーナ・ギャリヤ
ティボンさんが選ばれました
芸予地震復興支援
１９期（2001.7～2002.6）
三原市社会福祉協議会へ福祉車両フレンド号寄贈
やっさ工房へ財団設立の支援金贈呈
瀬戸田町へ金一封贈呈
記念講演会 講師 アグネス・チャン 演題「みんな地球に生きる人」 場所：三原リージョンプラザ

２１期（2003.7～2004.6）
文化講演会「未来をひらく教育」 講師 尾道市立土堂小学校校長 陰山英男先生
広島県御調高等学校ボランティア部を S クラブに認証
第１８日本西リジョン大会にてスリーメンバーズ賞、スポンザーシップ賞受賞
２２期（2004.7～2005.6）
文化講演会「今、大切なこと」 講師 京都大徳寺

塔頭 黄梅院 住職 小林太玄和尚

女性のために変化をもたらす賞 阿部真理子氏 クラブ表彰
隆景公広場に羅漢槇の木を植樹
２３期（2005.7～2006.6）
第２０回日本西リジョン大会にて西リジョン賞「女性に機会を与える賞」受賞 峠木真由美氏
第１回「観月と音楽の夕べ」
瀬戸田町社会福祉協議会にビデオカメラ、三原市中央公民館に三原市市民憲章寄贈
２４期（2006.7～2007.6）

於妙正寺にて」

第２回「観月と音楽の夕べ

女性に機会を与える賞 二子岩 香氏 クラブ賞
２５期（2007.7～2008.6）
認証 25 年周年記念として三原市芸術文化センターに「リンゴのひとりごと」の銅像寄贈
第４回チャリティゴルフコンペ主益金で三原市障害児デイサービス「ポプラ」に寄贈
チャリティコンサート「和のハーモニー」 宮武潤子 お琴と呈茶開催
２６期（2008.7～2009.6）
三原市ベンチャークラブ２０周年感謝の会開催
バザーの収益金 けんけん・ぱ に贈呈
２７期（2009.7～2010.6）
第５回チャリティーゴルフコンペ開催
三原市駅前広場にベンチ寄贈
２８期（2010.7～2011.6）
カトレアフェローシップ参加
東日本大震災義援金を寄贈
２９期（2011.7～2012.6）
日本西リジョンプロジェクト ルビー賞１位受賞 梶谷きよみ氏
SI 庄原主催 舩木邸、お茶会のお手伝い
３０期（2012.7～2013.6）
認証３０年記念講演会 講師 茂木健一郎氏「脳の磨き方と輝く人生」
三原市駅前浮城広場噴水 LED 化事業建設資金贈呈
三原市新南小学校体育館に演台一式贈呈（講師用演台・司会者用演台・花台）
公益財団法人 平山郁夫美術館 金一封贈呈
３１期（2013.7～2014.6）
西リジョンのソロプチミスト「夢を生きる」アートコンテストに応募
クラブ賞 玉利嘉子氏 「認知症ケア専門士」 金一封・賞状・記念品贈呈
ソロプチミスト「夢を生きる」アートコンテスト応募応募作品１６点 クラブ賞 金・銀・銅 賞授与

３２期（2014.7～2015.6）
ソロプチミスト ルビー賞（クラブ賞） 早川千恵氏
DV 防止活動 ティッシュ

成人式に配布

三原市立図書館 幼児・子供のための読み聞かせ絵本贈呈
広島市土砂災害見舞金 中国新聞を経由にて
３３期（2015.7～2016.7）
三原市立中央図書館に幼児・子供のための読み聞かせ絵本贈呈
熊本震災義援金（金一封）ソロプチミスト日本南リジョン経由にて
３４期（2016.7～2017.6）
日本財団女性研究者賞（クラブ賞）に県立広島大学

狩谷明美准教授に授与

日本財団学生ボランティア賞受賞 県立御調高等学校 高寄純樹君
地域密着型のボランティア活動に取り組んでの快挙
継続事業で本年も三原中央図書館にチャリティーバザーの収益金より幼児・子供の絵本贈呈
３５期（2017.7～2018.6）
３５周年記念事業
三原市内放課後児童クラブへ

50 万円

尾道市瀬戸田放課後児童クラブへ

5 万円

瀬戸田ボランティア「元氣会」

5 万円

アゼリアガイドみはら

10 万円

三原映画をつくる会

10 万円

子供のほっとスペース

10 万円

公益財団法人ソロプチミスト日本財団

3 万円

国際ソロプチミストアメリカ

3 万円

国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン

5 万円

三原市中央図書館子供の絵本一式

贈呈額 合計 101 万円

贈呈

３６期（2018.7～2019.6）
2018 年７月西日本豪雨災害で三原市は甚大なる被害に見舞われた
西リジョンより 100 万円、三原クラブ 100 万円をあわせ合計 200 万円を女性と女児の生活向上に使
って頂きたいと三原市に寄贈
西リジョンを始め日本他リジョンよりの義援金により第１次として本郷ひまわり保育所備品 100 万円
第２次として本郷図書館、ほんごう子供図書館、大和和木もみじ図書館へ各 10 万円

