
        

                

 

岡崎クエストライオンズクラブ 

２０１１年７月１日～２０１２年６月３０日 

 

第 2 期  運営・事業計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＬＩＯＮＳ ＣＬＵＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 

ＤＩＳＴＲＩＣＴ ３３４－Ａ ４Ｒ・３Ｚ 

ＯＫＺＡＫＩ ＱＵＥＳＴ ＬＩＯＮＳ ＣＬＵＢ 
 
 



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 ２０１１～２０１２ 

 
国際テーマ 

「 I  BELEVE ～ 信じる 」 
 

国際会長  L ウィンクン･タム 
 

334 複合地区スローガン 
 

「奉仕の心をひとつにつなぎ 日本再生」 

 
334-Ａ地区ガバナー キーワード 

「 原点回帰 そして進化への挑戦 」 
 

334-Ａ地区ガバナー アクティビティ スローガン 
「 思いやりと熱き心で 感動の奉仕 」 

 
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。 

       チャーター･ナイト 2010 年 12 月 9 日  



                              
          

     
    ２０１１年～２０１２年 
岡崎クエストライオンズクラブ 

会  長  宇 津 野 敏 彦 

 

会 長 挨 拶 
 

この度、岡崎クエスト・ライオンズクラブの２代目会長に就任しました宇津野敏彦

です。この新しいクラブを結成の精神に従い、充実させていくことの責任の重大さ

を感じています。また、当クラブ会員の皆様には、少数ゆえ運営・事業に際し、絶

大なる協力をお願いしなければ、なりませので宜しくお願いします。 

運営においては、第２例会におけるＷｅｂ例会を本格的に始めていきます。また、

何時でも、何処でも、楽しいクラブ運営を目指します。 
 事業においては、青少年健全育成に特化したクラブを目指し、少年達に未来に向

けての交流事業の実施と、ＹＣＥ事業・県の養護学校スポーツ大会への資金援助を

行います。 
 今年は、東日本大震災と原発の事故により本当に大変な年になっています。クラ

ブ会員始め日本中の皆が手を取り合い「絆」を深めこの難関を乗り切りましょう。

これから１年間よろしく、お願いします。 
 

楽しく皆で一緒に －We Serve－ 
 

会 長 挨 拶 
 2011 年 ～ 2012 年 

岡崎クエストライオンズクラブ 
会 長  宇 津 野 敏 彦 

 

委員会別年度計画書 



 
２０１１年７月１日～２０１２年６月３０日 

 
運営委員会 委員長 L.北林 善蔵    担当 第一副会長 L.中根 仲治 
   
 

PR 情報・IT 担当  L.原田 隆・L.簗瀬 太    
         リジョン会議に出席し、PR 情報・IT について当クラブの現

状報告と会議内容を例会で報告する。 
         例会記録、各種会合など写真撮影 
         Ｗｅｂ例会情報更新、ﾗｲｵﾝ紙・報道機関へ情報提供 
出席・計画担当  L.出口 善晴 

          例会等にて出席状況の把握 
          欠席者へ、メークアップの案内と実施 

例会の企画・立案・実施及び弁当の手配 
会則・MERL 担当 L.太田建一郎  
         クラブ内規、慶弔規定などの作成 
         リジョン会議に出席し、MERL について当クラブの現状報

告と会議内容を例会で報告する。 
         会員増強計画の作成（３０名を上限とする） 
会員担当     L.北林 善蔵 

          入会審査・入会式（例会日）の実施 
財務担当     L.山本 忠義 
         財政支出の健全性の確認と報告 年２回 
指導力担当    L.豊田 英徳 
         新会員の教育、用語の説明など 
大会担当     L.角田都司之 

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 
 
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。 
 
毎年、１２月９日をチャーター・ナイト記念例会とする。 
 
 

 
事業委員会 委員長 L.山本 忠義   担当 第二副会長 L.徳倉 哲夫 



 
 
 クエスト担当  L.竹味 良尚 

リジョン会議に出席し、ライオンズクエストについての当クラ

ブの現状報告と会議内容を例会で報告する。 
         当クラブのメインで在る事業として、８月に石垣の少年を呼び、

花火見学と発明クラブの工作教室を行い、発明クラブの優秀者 2
名ほどを石垣に招待する。交流事業を実施したいと思いますので、

企画をお願いします。   
その他、青少年健全育成事業の企画実施 

 ＹＣＥ担当   L.高木 親 
リジョン会議に出席し、ＹＣＥについて当クラブの現状報告と

会議内容を例会で報告する。 
         ７月に派遣の申請があります。光が丘高校へ依頼する。 
四献担当    L.星野 吉紀 

リジョン会議に出席し、四献対策について当クラブの現状報告

と会議内容を例会で報告する。 
         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  L.後藤 学 
         リジョン会議に出席し、ＬＣＩＦについての当クラブの現状報

告と会議内容を例会で報告する。（会長名で 1 名は予算化） 
         ＬＣＩＦ献金の募集を担当する。 
         県の養護学校スポーツ大会への資金援助の実施。 
 環境担当    L.清水 一人 

リジョン会議に出席し、環境保全について当クラブの現状報告

と会議内容を例会で報告する。 
         例会場付近のごみ拾い等の企画、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。 
 



１、収入の部 23名
1）総収入

科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考
繰越金 0 0
入会金 30,000円/名 30,000円×3人＝90,000円 90,000
通常会費 180,000円/名 180,000円×23名＝4,140,000円 4,140,000
ドネーション 2,000円×12回×23名=552,000円 552,000
ファイン 0 0
受取り利息 0 0
雑収入 0 0
総　　　　計 4,782,000

2）運営費収入
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

運営費収入 A　一般運営費 No１～15 1,240,000
B　交際運営費 No16～22 1,040,000
C　会食費 No23,24 1,105,000
D　事業拠出金 680,240
Ｅ　積立金 164,760

運営費合計 入会金+通常会費 90,000+4,140,000=4,230,000 4,230,000

3）事業費収入
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

繰入金 運営費から繰入れ 680,240
ドネーション 会員寄付 2,000円×12回×23名=552,000円 552,000
一般寄付 0
事業費合計 1,232,240

２、支出の部

収支予算書（2011年7月～2012年６月)



A　一般運営費
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

1 国際協会入会金 ＄30×84円×3名＝7,560円 7,560 新会員
2 国際会費 ＄19.5×84円×23名×2回＝75,348円 75,348
3 複合地区会費 複合地区会費 160円×23名×6回×2回＝44,160円 44,160

複合地区大会費 50円×23名×6回×2回＝13,800円 13,800
小　　　　　　　計 140,868

4 地区会費 地区会費 700円×23名×6回×2回＝193,200円 193,200
地区大会費 200円×23名×6回×2回＝55,200円 55,200
小　　　　　　　計 248,400

5 Ｌ誌特別負担金 負担金 50円×23名×12回＝13,800円 13,800
ライオン誌送料 68円×23名×12回=18,768円 18,768
小　　　　　　　計 32,568

6 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 40,000 大会
地区年次大会 (3,000円×10名)=30,000円 30,000 大会
ガバナー晩餐会 （15,000円×6名）=90,000円 90,000
OCEALﾌｫｰﾗﾑ 30,000円 30,000 大会
各種大会 0円 大会
小　　　　　　　計 190,000

7 例会費 会場費 りぶら103　3,140円×12回=37,680円 37,680 計画
例会諸費 講師謝礼、手土産など　　20,000円 20,000 計画
ｶﾞﾊﾞﾅｰ訪問例会負担金 740×２３名＝17,020 17020
小　　　　　　　計 74,700

8 会議費 会場費 委員会、理事会他 10,000

9 事務局費 賃料 20,000円×12ヶ月=240,000円 240,000

10 通信費 ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ費 年間費用共　6,000円 6,000
葉書,切手 10,000円 10,000
電話代 5,000円×12ヶ月=60,000円 60,000
小　　　　　　　計 76,000

11 印刷図書費 年度計画書作成費 コピー　　0円 0
年度報告書作成費 コピー　　0円 0
ライオンズ必携購入 170円×25冊=4,250円 4,250
会員手帳作成 30,000円 30,000
身分証明書 0円 0
その他印刷費 30,000円 30,000
小　　　　　　　計 64,250

12 什器備品費 ﾊﾟｿｺﾝ,ｺﾋﾟｰ,ﾌﾟﾘﾝﾀｰ,その他事務用品 0

13 事務用品費 事業の写真 プリント代　10,000円 10,000 ＰＲ
HP維持管理 60,000円 60,000 ＰＲ
ｺﾋﾟｰ用紙代 20,000円 20,000
ｺﾋﾟｰ機維持修理費 60,000円 60,000
小　　　　　　　計 150,000

14 人件費 0

15 予備費 13,214

Ａ　一般運営費 合　　　　　　　計 1,240,000
B　交際運営費　　

科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考



16 リジョン活動費 ＺＣ活動拠出金 2,900円×23名+50,000円=116,700円 116,700
4R・PR･LC情報 300円×23名=6,900円 6,900 PR
4R・MERL委員 300円×23名=6,900円 6,900 ＭＥＲＬ
4R・LCIF 300円×23名=6,900円 6,900 ＬＣＩＦ
4R・YE 900円×23名=20,700円 20,700 YＣE
4R・環境保全 300円×23名=6,900円 6,900 環境
4R・四献 500円×23名=11,500円 11,500 四献
4RLCクエスト 300円×23名=6,900円 6,900 クエスト
小　　　　　　　計 183,400

17 交際費 LC諸会合派遣費 三役ｾﾐﾅｰ、Z会議､R内委員会他　300,000円 300,000
他ｸﾗﾌﾞﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ 100,000円 100,000 大会
他ｸﾗﾌﾞ周年式典 60,000円 60,000 大会
他クラブ、団体 50,000円 50,000
小　　　　　　　計 510,000

18 役員経費 会長100,000円、幹事100,000円 200,000

19 交通費 50,000

20 特別費 4R新会員ｾﾐﾅｰ 30,000円 30,000 会員

21 慶弔費 慶弔規定による 50,000

22 予備費 16,600

B　交際運営費 合　　　　　　　計 1,040,000

C　会食費　　
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

23 会食費（例会） 通常例会 1,000円×８回×23名＝184,000円 184000
発足例会 5,000円×23名=115,000円 115,000
CN例会 10,000円×23名=230,000円 230,000
新年例会 5,000円×23名=115,000円 115,000 計画
入会式例会
さよなら例会 10,000円×23名=230,000円 230,000 計画
小　　　　　　　計 874,000

24 会食費（委員会）次期準備会他 5,000円×１5名=75,000円 75,000
正副会長会議 1,000円×６名×３回=18,000円 18,000
委員会(次期含) 1,000円×23名×5回=115,000円 115,000
小　　　　　　　計 208,000

25 予備費 23,000

会食費 合　　　　　　　計 1,105,000

D　事業拠出金
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

拠出金 680,240

Ｅ　積立金
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

積立金 164,760

運営費合計 A+B+C+D+E 4,230,000

4)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 2,400円×23名=55,200円 55,200 ＹＣＥ



国際財団協力金　＄20 ＄２０×84円×23名=38,640円 38,640 ＬＣＩＦ
$1,000 ＄1,000×84円=84,000円 84,000 ＬＣＩＦ

合　　　　　　　計 177,840

事業費一般 小学生交流事業 派遣受入れ 500,000 青少年
ＹＣＥ 派遣 400,000 ＹＣＥ
愛ぴっくサッカー 50,000
小　　　　　計 950,000
予備費 104,400

事業費合計 1,232,240



正副会長会（スタッフ会）メンバー

前会長 幹　　事 会計、副幹事 T・T 会員理事 一年理事 二年理事
豊田　英徳 黒柳　直彦 　出口　善晴 　原田　隆志 鈴木　靖和 　山本　忠義 角田都司之

鈴木　靖和 星野　吉紀

　太田建一郎
　及川　俊信
　山本　忠義
　豊田　英徳

　星野　吉紀
　後藤　学
　高木　親

　清水　一人
　竹味　良尚
　北林　善蔵
　鈴木　靖和
　出口　善晴　簗瀬　太

　星野　吉紀
　後藤　学
　高木　親

ＰＲ･ⅠＴ･情報

〃
委　　員

　鈴木　靖和
　出口　善晴
　太田建一郎
　山本　忠義
　豊田　英徳
　角田都司之
　原田　隆志

ｸｴｽﾄ担当
委　　員

会員担当

財務担当
指導力担当
大会担当

出席・計画担当
会則・MERL担当

四献担当

岡崎クエスト・ライオンズクラブ組織表

会　　長
宇津野敏彦

Ｌ・T
　簗瀬　太

２０１１年7月１日～２０１２年６月３０日

第二副会長
　徳倉　哲夫

運営委員会
委員長

第一副会長
中根　仲治

北林　善蔵

事業委員会
委員長

山本　忠義

　簗瀬　太

理事会構成メンバー

　清水　一人
　竹味　良尚
　及川　俊信

　角田都司之
　原田　隆志

LCIF担当
YCE担当

環境保全担当




