
活動内容・受賞歴 (～2017年)

▲児童生徒国際平和ポスター
展

▲チャリティーバザーPR活動

▲留学生奨学金授与式

●広島こども図書館
●広島ベンチャークラブ育成助成金
●（財）広島市教育振興会奨学基金
●広島国際交流協会留学生基金援助
●（財）広島平和センター
　 （児童生徒国際平和ポスター展） 
●広島いのちの電話
●シグマソサイエティ育成助成金（比治
山大学） 
●盲導犬ハーネスの会
●ひろしま国際センター（SI広島　留学
生奨学金）
●（社）青少年育成広島県民会議基金
●チャリティーバザー茶会開催
●古切手・1円募金・テレホンカード・
プリペードカード・
　 カレンダー・ペットボトルキャップ
収集 
●難民救済基金
●戦禍を生き抜いた女性の自活支援
●企業等協力留学生奨学金（広島県）
●ひろしま留学生奨学基金（広島市）
●（社）広島被害者支援センター

●国際ソロプチミスト
岩国

1980年4月16
日認証

●国際ソロプチミスト
三次

1982年4月20
日認証



▲国際ソロプチミスト広島－
中央認証

●国際ソロプチミスト
東広島

1984年6月2日
認証

●国際ソロプチミスト
平和広島

1988年3月18
日認証

●国際ソロプチミスト
広島もみじ

1992年7月23
日認証

●国際ソロプチミスト
広島－中央

1997年9月19
日認証

●広島ベンチャークラ
ブ

1980年9月27
日認証

●ノートルダム清心短
期大学
　 シグマソサイエティ 

1989年5月7日
認証

●比治山大学
　 シグマソサイエティ 

1998年6月20
日認証

●広島経済大学
　 シグマソサイエティ 

2008年5月17
日認証

▲ハノーバークラブとの親睦
（平和記念公園）

●スイス・インターツールクラブ
●ドイツ・ハノーバークラブ
●アメリカ・ロサンゼルスクラブ
●ブラジル・サントスクラブ

▲フィリピン・ルソン島へ　
SI広島の森

●宮島包ヶ浦　樫苗木5,000本
●第5公園　アーモンド
●瀬野川公園　アーモンド
●太田川畔　しだれ桜
●中央公園　ハナミズキ 
●フィリピン・ルソン島へ　SI広島の森
　



●10周年記念事業
　 「防人」- ねきにきんさい -
　 広島国際会議場
　 サンシャインガーデンに寄贈
●30周年記念事業
　 「一人の春衣」
　 広島市民病院に寄贈

2007年
女性と女児のためのソロプチミストクラブ助成金

親業訓練入門講座

2015年
『夢を生きる：女性のための教育・訓練賞』

対馬　香織　様

1980年 訓練賞 香山　けい子　様
1981年 婦人援助賞 浜野　浩枝　様
1983年 訓練賞 王　秀明　様
1984年 婦人向上賞 佐々木　真里子　様
1984年 WHW賞 広瀬　ハマコ　様
1985年 婦人向上賞 竹中　教子　様
1986年 青年市民賞 津島　里枝　様
1989年 WHW賞 小井手　伊勢子　様
1991年 WHW賞 今井　利代　様
1993年 訓練賞 徳永　直美　様
1995年 女性ボランティア賞 矢野　良子　様
1996年 女性向上賞 原野　いづみ　様
1997年 WHW賞 吉谷　久尓江　様
1997年 女性に機会を与える賞 単　如意　様
1998年 社会貢献賞 はら　みちを　様

1998年 青少年ボランティア賞
ふれあいステーションKOOR　

様



1998年 WHW賞 井田　宏子　様
1999年 WHW賞 日野　佳恵子　様
2002年 社会ボランティア賞 井上　わこ　様
2004年 社会ボランティア賞 下井　良昭　様
2004年 女性の地位向上功労賞 浜中　和子　様

2005年
ヴァイオレット・リチャー

ドソン賞
水國　奈津美　様

2005年
DVふぁみりぃ　「西リジョン20周年記念 子供のための援助

金」
2006年 女性に機会を与える賞 中村　直子　様

2007年
親業訓練入門講座

アメリカ連盟「女性と女児のためのソロプチミスト・クラブ
助成金」

2008年
女性のために変化をもたら

す賞
中川　圭　様

2008年
日本西リジョン

2008年期プロジェクト
河野 美代子　様

2008年 広島エイズダイヤル　「HIVエイズのための助成金
2010年 環境貢献賞 渡辺　昌規　様
2012年 社会ボランティア賞 熱帯森林保護団体ひろしま　様

2015年 学生ボランティア賞
高校生災害復興支援ボランティ

ア派遣隊　様

1991年 韓　君玲　様
（中華人民共和

国）
1993年 朴　柔培　様 （大韓民国）
1994年 ビジャヤ・バンド　様 （ネパール）
1995年 邵　金昌　様 （大韓民国）

1996年 江　春輝　様
（中華人民共和

国）

1997年 帳　徳明　様
（中華人民共和

国）

2000年
バダムサンブー・キシグバイヤール　

様
（モンゴル）

2002年 金　明花　様 （大韓民国）
2003年 朴　成柱　様 （大韓民国）



1986年 精神薄弱児施設　太田川学園
1989年 もみじ作業所
1992年 ユース・エンディング・ハンガー広島
1997年 青麦の会

2001年
発展と進歩のための兄弟・姉妹愛財団

－薬物依存症女性の治療・更生プロジェクト－
2006年 広島ハウスinカンボジア
2008年 寺小屋生涯共育学園長　池岡 正勝　様

1989年 岸　憲正　様
（広島修道高

校）
西リジョン代表

1995年 石川　暁子　様
（広島女学院高

校）
西リジョン代表

2005年 久保田　希　様
（広島女学院高

校）
平和賞

2007年 串岡　理紗　様
（広島女学院高

校）
ガバナー賞

1983年

青年市民賞 壇上　由香　様

青少年ボランティア賞
大橋　弘美　様（広島県立熊野高

校代表）
婦人向上賞 福間　延子　様

1984年 青少年ボランティア賞 和泉　裕昭　様
1985年 婦人栄誉賞 讃井　光子　様
1987年 婦人栄誉賞 沼田　鈴子　様

1988年
婦人栄誉賞 富永　睦子　様
WHW賞 武田　ミキ　様

婦人ボランティア賞 日山　かおる　様
1989年 婦人栄誉賞 藤田　光子　様

1990年
女性栄誉賞 田中　久満恵　様
WHW賞 渡辺　千代子　様

SI広島奨学金 劉　錦鋼　様
1991年 訓練賞 河野　明美　様



青少年ボランティア賞 ノートルダム清心女子短期大学宗
務会　様

SI広島奨学金 柯　龍蘭　様
1992年 SI広島奨学金 廖　瑾援　様

1993年

女性栄誉賞 田村　照子　様
WHW賞 海見　綾子　様

社会貢献賞 根本　小夜子　様
青年市民賞 佐藤　二三子　様

SI広島奨学金 金　穎　様

1994年

女性向上賞 藤岡　美紀江　様
社会貢献賞 阪田　泰和　様

青少年ボランティア賞 大下　貴美子　様
SI広島奨学金 葛　寧　様

国内・国際奉仕賞 ブラバー・ウェシャイ　様

1995年

WHW賞 大久保　ハルコ　様
女性栄誉賞 梅木　トモエ　様

女性の地位向上功労賞 平田　冨美子　様
訓練賞 小田原　ちえみ　様

青年市民賞 大原　一祐　様
SI広島奨学金 林　雪華　様

1996年
女性ボランティア賞 すみれ会　様

訓練賞 松本　典子　様
1997年 SI広島奨学金 李　向英　様

1998年

SI広島奨学金 張　旭　様
女性ボランティア賞 佳泉会　様

青年市民賞 福田　明花　様
留学生援助金 江　明石　様

1999年

女性ボランティア賞 稲田　美津子　様
国内・国際奉仕賞 おりづる共同作業所　様

女性に機会を与える賞 黄　正淑　様
留学生援助金 イスラット・ジャハン　様
SI広島奨学金 張　旭　様

2000年
社会ボランティア賞

愛する熱帯雨林のために
再生紙で名刺を作る会　様

社会ボランティア賞 ひまわり会　様
泉　美帆　様



ヴァイオレット・リ
チャードソン賞

女性の地位向上功労賞 篠原　容子　様
女性栄誉賞 藤岡　幸子　様

SI広島奨学金 馬　春華　様

2001年

社会ボランティア賞
ボランティアグループ「めだか」　

様
ヴァイオレット・リ

チャードソン賞
西村　裕子　様

女性栄誉賞 松尾　菊子　様
留学生援助金 李　麗　様
SI広島奨学金 刻　殿玉　様

2002年
SI広島奨学金 李　麗　様

日本西リジョンVRA 中村　結佳　様

2003年
社会ボランティア賞 広島掃除に学ぶ会　様

女性栄誉賞 清水　イツミ　様

2004年
日本西リジョンVRA 吉野谷　彩　様

留学生援助金 郭　海静　様

2005年

社会ボランティア賞 青山　澄子　様
青少年指導者育成賞 泉　須美子　様

女性に機会を与える賞 岡崎　圭子　様
女性のために変化をもた

らす
助成金　

三上　かおり　様

2006年

環境貢献賞 ひろしま人と樹の会　様
社会ボランティア賞 サポートネットひろしま　様

環境貢献賞 ルソン友好協会　様
女性のために変化をもた

らす賞
藤岡　幸子　様

2007年
ヴァイオレット・リ

チャードソン賞
坂光　夏美　様

国内・国際奉仕賞 三上　隆仁　様

2008年
社会ボランティア賞 二葉中学校生徒会　様

女性に機会を与える賞 北島　博美　様
2009年 ソロプチミスト　ルビー

賞
岡本　礼子　様

社会ボランティア賞



メイク ア ウィッシュ オブ ジャパ
ン 広島支部 様

2010年
青少年育成賞 寺岡　公章　様

ソロプチミスト　ルビー
賞

大元　妙子　様

2011年
社会ボランティア賞 日浦中学校生徒会　様
社会ボランティア賞 熱帯森林保護団体ひろしま　様
学生ボランティア賞 安田女子高等学校生徒会　様

2012年
活動資金援助 あいあいねっと　様

学生ボランティア賞
広島新庄中学校・高等学校生徒会　

様

2013年

活動資金援助
東北まち物語紙芝居化100本プロ

ジェクト　様
女性に機会を与える賞 蕗　元美　様

ヴァイオレット・リ
チャードソン賞

広島新庄中学高等学校　生徒会会
長　

原田　恵理子　様

2014年

社会貢献賞
熱帯森林保護団体日本代表

南　研子　様

学生ボランティア賞
高校生災害復興支援ボランティア

派遣隊　様
（SIいつくしまと共同）

社会ボランティア賞
ファッションセラピーの会ヒロシ

マ　様
ソロプチミスト　ルビー

賞
親業シニアインストラクター

三上　かおり　様

2015年

日本西リジョン30周年記念プロジェクト
『困難に立ち向かう女性と女児（子ども）のための夢の支

援』
柴崎　智恵美　様

『夢を生きる：女性のための教育・訓練賞』
対馬　香織　様

2016年

●クラブ賞
社会貢献賞 川岡俊子様

教育訓練賞 後藤愛美様

ルビー賞 上野和子様
2017年



●クラブ賞
夢を生きる:女性のための教育•訓練賞
上野谷曜子様

社会ボランティア賞 ひろしま•カンボジア協会様

学生ボランティア賞 広島経済大学 興動館様

　


