
        

               

 

岡崎クエストライオンズクラブ 

２０１０年１０月１日～２０１１年６月３０日 

 

運営・事業計画および収支予算書 
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スローガン 
Liberty Intelligence Our Nation’s Safety 

（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全を図る） 
 

モットー 
われわれは、奉仕する 

 
ライオンズの誓い 

われわれは知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、 
平和と自由を守り、社会奉仕に精進する。 

 
Lions Club International Program ２０１０～２０１１ 

 
国際テーマ 
「希望の光」 

 
国際会長 シッド Ｌ．スクラックスⅢ世 

 
334 複合地区スローガン 

 
「ありがとう ライオンは世界と共に」 

 
334-Ａ地区ガバナー キーワード 

変化への対応－勇気ある決断と実行－ 
 

334-Ａ地区ガバナー アクティビティ スローガン 
歴史に学び 明日に向かって 笑顔で Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ 

 
ライオンズクラブ国際協会３３０～３３７複合地区 

 
環境憲章 

 
「ライオンズクラブ国際協会３３０～３３７複合地区は、われわれ子孫への健

全な未来を継続するよう、ライオンズクラブの精神に則り、各地区、各クラブ 
手をつなぎ地球温暖化防止のため、地球保全活動を推進するものとする。」 



結 成 の 精 神 

いつの世も次代を担うものは青年である。現代日本は、若

者にとってどんな世界に映っているのだろうか。未来を見つ

め勉学や仕事に邁進する者。自分探しの旅に漂流するもの。

未来像が描けずに挫折するもの。様々な個がそこにある。 

そんな世に、一筋の光明となるべき奉仕を求め、 

ここに岡崎クエストライオンズクラブを結成する。 

２０１０年１０月１４日 

第 1 回例会 結成会 

基 本 方 針 

事 業 

その事業が、青少年に感動を与え人生の指針となり、社

会全体を考え協調の精神を養い、家庭を大切に社会に貢献

できる奉仕の心を持った青少年を育てることを目指す。 

運 営 

「和を以って貴しとなす」の精神を基本とし、会員や地域

社会をよく理解し、友愛と寛容の精神をもって是に当たる。 
 
 



                            

会 長 挨 拶 
2010 年～2011 年 

岡崎クエストライオンズクラブ 

 この度岡崎クエストライオンズクラブ初代会長に選任され、会員

の皆様に大変感謝しておりますと共に、責務の重大さを痛感してお

ります。又、結成に当たってメンバーはもとより、気持ちよくスポ

ンサークラブを引き受けて頂いた豊田ルネッサンスライオンズクラ

ブの会員の皆様方、榎本３３４-Ａ地区ガバナーを始め、地区役員の

皆様に心から感謝申し上げます。 

このような心温まるご尽力に感謝申し上げ、クラブ活動には、結

成の精神を大切に青少年健全育成に特化した活動を目指してまいり

ます。又運営については、「温故知新」の精神に基づき、良き時代の

和の心を大切にクラブ運営に生かして参ります。 

大変な時代に産声を上げた岡崎クエストライオンズクラブに、会

員の皆様の熱い情熱と、心温まるご支援ご協力をお願い申し上げま

す。 

青少年の夢と希望に －We Serve－ 
 



委員会別年度計画書 
 

２０１０年１０月１４日～２０１１年６月３０日 
 

運営委員会   委員長 中根 仲治  担当副会長 宇津野敏彦 
 
会員担当   中根 仲治 

        入会審査 
入会式の実施 

出席担当   太田建一郎 
        出席状況の把握 
        欠席者へ、メークアップの案内と実施 
計画担当   黒柳 直彦 

例会の企画立案 
        例会の実施 
会則担当   酒井 太 

クラブ内規、慶弔規定などの作成 
ＭＥＲＬ担当 簗瀬 太 
       会員増強計画の作成（３０名を上限とする） 
財務担当   徳倉 哲夫 
       財政支出の健全性の確認と報告 年２回 
指導力担当  樋口 隆 
       新会員の教育 ＬＣとは、用語の説明など 
大会担当   清水 一人 

地区、複合地区、ＯＳＥＡＬフォーラム、国際各大会への参

加募集、立案 
ＰＲ担当   及川 俊信 
       例会記録、各種会合など写真撮影 
       報道機関へ情報提供 
 
会員は、担当者が都合の悪い場合、誰もがこの任を受けることとする。 
 
 
 
 



事業委員会  委員長 角田都司之   担当副会長 北林 善蔵 
 
 四献担当   星野 吉紀 
        リジョン会議に於ける四献対策についてクラブに報告 
        四献 献血、献眼、献腎、骨髄移植推進の略称 
        献眼登録をしている会員の把握、献眼者があった場合の担当 
 ＬＣＩＦ担当 後藤 学 
        リジョン会議に於けるＬＣＩＦについてクラブに報告 
        ＬＣＩＦ献金の実施 
 ＹＣＥ担当  原田 隆 

リジョン会議に於けるＹＣＥについてクラブに報告 
        青少年健全育成の一環として実施の方向で検討 
 環境担当   山本 忠義 

リジョン会議に於けるＹＣＥについてクラブに報告 
クエスト担当 出口 善晴 

リジョン会議に於けるライオンズクエストについてクラブに

報告 
        当クラブの重要は事業であります。今後のあり方について勉

強および、クラブとして青少年健全育成事業の企画実施 
 
会員は、担当者が都合の悪い場合、誰もがこの任を受けることとする。 

 
チャーターナイト特別委員会  委員長 太田建一郎 
         

チャーターナイトの企画、運営、実施 
        記念事業の企画、実施 
        記念ＣＤ（記録）の作成 



年、月 日 名　称 開始時間 会　　場 内　　容 食　事 担当 備　　考

１４日 第１例会（結成会例会） PM18:30 リブラ会議室１０１ 結　　成　　会 重の家 幹事 来賓あり

２８日 第２例会（通常例会） PM18:30 リブラ会議室３０３ 本年度事業･運営説明 味　大 計画 全体会議

１１日 第１例会 PM18:30 リブラ会議室３０３ 会員交流例会、理事会 萬珍軒本店 計画

２５日 第２例会(CN準備例会） PM18:30 リブラ会議室３０３ CN準備、説明 魚　清 計画

９日 第１例会（ﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ例会） PM18:30 グランドティアラ チャーターナイト グランドティアラ 幹事、計画 来賓あり

２３日 第２例会（CN反省会例会） PM18:30 萬珍軒本店 忘年会、理事会 萬珍軒本店 幹事、計画

１３日 第１例会（新年例会） PM18:30 八丁魚光 新年交礼会 八丁魚光 幹事、計画

２７日 第２例会（通常例会） PM18:30 リブラ会議室３０３ 会員交流LC説明、理事会 魚　勝 計画

１０日 第１例会（通常例会） PM18:30 リブラ会議室３０３ 会員交流LC説明、理事会 味　大 計画

２４日 第２例会（WEB例会） PM18:30 103 会員紹介 計画

１０日 第１例会（通常例会） PM18:30 リブラ会議室１０３ 会員交流LC説明、理事会 魚　清 計画

２４日 第２例会（WEB例会） PM18:30 103 会員紹介 計画

１４日 第１例会（通常例会） PM18:30 リブラ会議室１０３ 会員交流LC説明、理事会 萬珍軒本店 計画

２８日 第２例会（WEB例会） PM18:30 103 会員紹介 計画

１２日 第１例会（通常例会） PM18:30 リブラ会議室１０３ 次年度事業・運営説明例会 八丁魚光 計画 全体会議

２６日 第２例会（WEB例会） PM18:30 103 会員紹介 計画

９日 第１例会（通常例会） PM18:30 リブラ会議室１０３ 現次合同例会 魚　勝 計画

２３日 第２例会（さよなら例会） PM18:30 グランドティアラ 現年度慰労、次期激励例会 グランドティアラ 幹事、計画

５月

６月

2011年1月

２月

３月

４月

岡崎ｸｴｽﾄﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ例会表（自２０１０年１０月、至２０１１年６月）

2010年10月

１１月

１２月



２０１０年１０月１日～２０１１年６月３０日

第一副会長 運 営 委 員 会 会 員 　中根　仲治 出 席 　太田建一郎 計 画 　黒柳　直彦 会 則 　酒井　太 MERL 　簗瀬　太
宇津野敏彦 委 員 長 財 務 　徳倉　哲夫 指導力  樋口　隆 大 会 　清水　一人 P R 　及川　俊信

中 根 仲 治 ・角田　都司之・星野　吉紀・後藤　 学  ・原田　隆志・山本　忠義・出口　善晴・高木 　親  　
・竹味　良尚・鈴木　靖和

第二副会長 事 業 委 員 会 四 献 　星野　吉紀 LCIF 　後藤　学 YCE 　原田　隆志 環 境 　山本　忠義 ｸ ｴ ｽ ﾄ 　出口　善晴
北林 善蔵 委 員 長 ・中根　仲治・太田建一郎・黒柳　直彦・簗瀬　 太 ・酒井  　太・徳倉　哲夫・清水　一人

角 田 都 司 之 ・北林　善蔵・及川　俊信 ・高木　親  ・竹味　良尚・樋口  隆 ・鈴木　靖和

CN特別委員会 ・宇津野敏彦・北林　善蔵・中根　仲治・黒柳　直彦・角田都司之・酒井　太・簗瀬　太・徳倉　哲夫
委 員 長 ・星野　吉紀・出口　善晴
太 田 建 一 郎

岡崎クエストライオンズクラブ組織表

二 年 理 事

前 会 長

一 年 理 事
角田 都司之
酒 井 太
星 野 吉 紀

会計、副幹事
黒 柳 直 彦

会 員 理 事
中 根 仲 治

会 長
豊 田 英 徳

幹 事 、 T ・ T
太 田 建 一 郎



１、収入の部 21名
1）運営費収入

科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考
繰越金 0
入会金 0
通常会費 180,000円×21名＝3,780,000円
ファイン 0
受取り利息 0
雑収入 0
合計 3,780,000
2）事業費収入
現年度繰越金 0
ドネーション 1,000円×18回×21名=378,000 ９ヶ月分
一般寄付 0
合　　計 378,000

２、支出の部
１)運営費会計-1

科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考
国際協会入会金 ＄20×84円×5名＝8,400円 岡崎南より転籍

＄30×84円×16名＝40,320円 新規会員
国際会費 ＄19.5×84円×21名×2回×9/12＝51,597円

複合地区会費 複合地区会費 160円×21名×6回×2回×9/12＝30,240円

複合地区大会費 50円×21名×6回×2回×9/12＝9,450円

小　　　　　　　計 140,007
地区会費 地区会費 700円×21名×6回×2回×9/12＝132,300円

地区大会費 200円×21名×6回×2回×9/12＝37,800円

小　　　　　　　計 170,100
Ｌ誌特別負担金 50円×21名×9回＝9,450円 9,450
年次大会派遣費 国際大会 0円 大会

複合地区年次大会 (10,000+6,000×5名)=40,000円 大会
地区年次大会 (3,000円×21名)=63,000円 大会
OCEALﾌｫｰﾗﾑ 大会
各種大会 0円 大会
小　　　　　　　計 103,000

例会運営費 例会場 2,000円×18回=36,000円 計画
例会諸費 講師謝礼、手土産など　　15,000円 計画
発足例会
CN反省会例会 5,000円×21名=105,000円
新年例会 5,000円×21名=105,000円 計画
入会式例会
さよなら例会 10,000円×21名=210,000円 計画
小　　　　　　　計 471,000

会議費 理事会費 0
臨時理事会費 0
次期準備理事会他 0
新旧合同理事会 0
正副会長会議 0
委員会(次期含) 0
小　　　　　　　計 0

旅費 50,000
会長経費 100,000
幹事経費 家賃相当分 20,000円×９ヶ月=180,000円 180,000
通信費 ライオン誌送料 68円×21名×9回=12,852円

ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ費 初期費用、年間費用共　6,000円
葉書,切手 30,000円
小　　　　　　　計 48,852

什器備品費 0
１)運営費会計-1小計 1,272,409

収支予算書（2010年10月～2011年６月)



１)運営費会計-2
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

印刷図書費 年度計画書作成費 コピー　　0円
年度報告書作成費 コピー　　0円
合同会報委員会 ＰＲ
ライオンズ必携購入 170円×25冊=4,250円
身分証明書 0円
会員手帳作成 150,000円
その他印刷費 30,000円
小　　　　　　　計 184,250

事務用品費 事業の写真 30,000円 ＰＲ
HP制作費 100,000円 ＰＲ
HP維持管理 50,000円 ＰＲ
ｺﾋﾟｰ用紙代 5,000円
ｺﾋﾟｰ機維持修理費 0
小　　　　　　　計 185,000

事務局賃料 0 0
人件費 0 0
特別費 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの実施 30,000円 30,000 会員
交際費 ＺＣ活動拠出金 3,000円×21名×9/12=47,250円

4RPR･LC情報 300円×21名×9/12=4,725円 PR
4RYE 1,000円×21名×9/12=15,750円 YE
4R四献 300円×21名×9/12=4,725円 四献
4RLCIF 300円×21名×9/12=4,725円 LCIF
4R環境保全 300円×21名×9/12=4,725円 環境
4RLCクエスト 300円×21名×9/12=4,725円 クエスト
LC諸会合派遣費 ｿﾞｰﾝ会議､R内委員会など　300,000円
13クラブｽﾎﾟｰﾂ大会 0
他ｸﾗﾌﾞﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ 30,000円 大会
他ｸﾗﾌﾞ周年式典 30,000円 大会
小　　　　　　　計 446,625

拠出金 ＣＮ 180,000円×21名×3/12=945,000円 ＣＮ実行
4R･YE活動費 2,500円×21名×9/12=39,375円 YE
国際財団協力金 ＄２０×84円×21名=35,280円 LCIF
小　　　　　　　計 1,019,655

慶弔費 慶弔規定による 50,000
予備費 100,000

1）運営費会計-2　小計 2,015,530
１)運営費会計-1 合　　　　　　　計 ｛１)運営費会計-1｝+｛1）運営費会計-2｝ 3,287,939
2)運営費会計

科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考
会食費 例会20回 1,000円×21名×18回=378,000円 計画
小　　　　計 378,000
3)運営費会計

科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考
積立金 剰余金、 114,061
合計 114,061

運営費合計 3,2887,939+378,000+114,061=3,780,000 3,780,000

1)事業費会計
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

会費拠出金 4R･YE活動費 2,500円×20名=50,000円 50,000 ＹＥ

国際財団協力金 ＄２０×85円×20名=51,000円 34,000 ＬＣＩＦ
合計 84,000

事業費一般 世界ﾗｲｵﾝｽﾞﾃﾞｰ

小学生交流事業
記念事業 278,000 事業委員会
予備費 100,000
合　　　　　計 378,000




