
 
        

                

 

岡崎クエストライオンズクラブ 

２０１3 年７月１日～２０１4 年６月３０日 

 

第 4 期 運営・事業計画及び収支予算書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＬＩＯＮＳ ＣＬＵＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 

ＤＩＳＴＲＩＣＴ ３３４－Ａ ４Ｒ・３Ｚ 

ＯＫAＺＡＫＩ ＱＵＥＳＴ ＬＩＯＮＳ ＣＬＵＢ 
 



 
ライオンズクラブ国際協会スローガン 

 
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。 

 
 

 
２０１２～２０１３年度国際テーマのハイライト 

 
夢を追いかけよう Follow  Your  DREAE 

 
奉仕 それは単なる夢ではありません。私たちのアイデンティティなのです。 
 
チームワークによる成功  チームワークにより、会員増強。 
 

 
 

334 複合地区スローガン 
 

温故知新－創造と挑戦とスピードで、さらに価値ある奉仕を 

 

 
 

334-Ａ地区ガバナー キーワード 
感   謝 

 
334-Ａ地区アクティビティ スローガン 

 
出会いふれあい大切に 明日に向かって感謝の奉仕 

 
 



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  



会長挨拶 
2013～2014 

岡崎クエストライオンズクラブ 

会長  北林 善蔵 

 

この度、岡崎クエストライオンズクラブ第四代会長に皆様よりご推挙

され、只々身の引き締まる思いであります。 

 私自身会長の器ではありませんが、クラブ役員のご理解とご協力を頂

き 又、メンバー各位のご支援を賜り頑張っていく所存です。微力では

ございますが、歴代会長の敷かれた路線を継承し、結成の精神に従い重

責を全うする所存でございます。 

 事業におきましては、クラブの理念である青少年健全育成に特化し、

地域の皆様と共に活動し少数精鋭でキラリと光るクラブを目指してまい

ります。 

 何とぞ一年間宜しくお願いいたします。 

 

 

会長方針 

テーマ  バイタリティ 

スローガン  善の心で奉仕 



委員会別年度計画書 
 

2013 年 7 月 1 日～2014 年 6 月 30 日 
 
運営委員会 委員長 L.山本 忠義    担当 第一副会長 L. 徳倉 哲夫 
 
ＰＲ･情報･ＩＴ担当     L.坂本 隆 
  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 
 
会員･ＧＭＴ･ＧＬＴ担当  L.中根 仲治 
  リジョン会議に出席し、ＧＭＴ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） 
 
計画･出席・会則担当    L.後藤 学 

   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 
クラブ内規、慶弔規定などの見直し検討。 
例会の企画・立案・実施及び弁当の手配 

 
財務担当          L.高木 親 
  財政支出の健全性の確認と報告 年２回 
 
大会担当          L.宇津野 敏彦 

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.早川 真一   担当 第二副会長 L.清水 一人 
 
 ＬＣＩＦ担当      L.高木 親 
   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。 
 
 ＹＣＥ担当       L.太田 建一郎 

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。 
 
環境保全担当      L.鈴木 靖和 

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。 

 
ＬＣクエスト担当    L.坂本 隆 

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。 

   当クラブのメイン事業として、小学生交流事業の実施。 
   その他、青少年健全育成事業の企画実施 
 
 四献担当        L.竹味 良尚 

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。 

   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 
四献 献血、献眼、献腎、骨髄移植推進の略称 

 
※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。 

 



副幹事 山本　忠義

事務局 太田　建一郎 中根　仲治

宇津野　敏彦 簗瀬　太

坂本　隆 高木　親 中根　仲治 高木　親

中根　仲治 太田　建一郎 徳倉　哲夫 太田　建一郎

後藤　学 星野　吉紀 清水　一人 鈴木　靖和

高木　親 坂本　隆 豊田　英徳 坂本　隆

宇津野　敏彦 竹味　良尚 簗瀬　太 星野　吉紀

星野　吉紀 竹味　良尚 豊田　英徳 後藤　学 山本　忠義 後藤　学

清水　一人 簗瀬　太 徳倉　哲夫 中根　仲治 早川　真一 及川　俊信

豊田　英徳 角田　都司之 山本　忠義 簗瀬　太 角田　都司之 久保敷　貴幸

鈴木　靖和 及川　俊信 鈴木　靖和 及川　俊信 竹味　良尚

早川　真一 久保敷　貴幸 角田　都司之 久保敷　貴幸

太田　建一郎 宇津野　敏彦

２０１３年７月１日～２０１４年６月３０日(会員総数19名）

委　　員

四　　献

L C I F

Y C E

環境保全

LCクエスト

委　　員

会員･GMT･GLT

計画･出席

大　　会

第二副会長

清水　一人

PR･IT情報

担　　当

財　　務

氏　　　　名氏　　　　名

５周年準備委員長

宇津野　敏彦

事業委員長

早川　真一

中根　仲治

第一副会長 運営委員長

徳倉　哲夫 山本　忠義

Ｌ　・　Ｔ 会員理事

豊田　英徳北林　善蔵 宇津野　敏彦

会　計

簗瀬　太

Ｔ　・　Ｔ幹　　事

太田　建一郎 星野　吉紀
坂本　隆

一年理事

宇津野　敏彦

岡崎クエストライオンズクラブ組織表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正副会長会議（スタッフ会議）構成員

担　　当

前会長 会　　長

氏　　　　名

理事会構成員

二年理事

豊田　英徳
竹味　良尚



年・月 通回 日 名　　　称 開 始 会　　場 内　　容 担当 担当者 食事 備　　考
67 11日 第１例会（出航例会） 17:30 ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃｨｱﾗ岡崎 出航例会 運営 中根 来賓、YCE派遣生挨拶

18日 フォローアップ会議 18:30
68 25日 第２例会（ＷＥＢ例会） 18:30
69 8日 第１例会（通常例会） 18:30 りぶら会議室 卓話例会（ﾒﾝﾊﾞｰ講師）事業 後藤 魚清

15日 フォローアップ会議 18:30
70 22日 第２例会（ＧＢ公式訪問例会） 未 定 フォレスタヒルズ ガバナー公式訪問
71 12日 第１例会（通常例会） 18:30 りぶら会議室 ４Ｒ地区役員訪問 運営 太田 味大 YCE派遣生帰国報告

19日 フォローアップ会議 18:30
72 26日 第２例会（ＷＥＢ例会） 18:30
73 未定 第１例会（通常例会） 未 定 名古屋 名古屋他クラブ訪問例会 事業 坂本

17日 フォローアップ会議 18:30
74 24日 第２例会（ＷＥＢ例会） 18:30
75 14日 第１例会（通常例会） 18:30 りぶら会議室 卓話例会(養護学校) 運営 清水 魚勝 愛ﾋﾟｯｸｻｯｶｰ助成金授与

21日 フォローアップ会議 18:30
76 28日 第２例会（ＷＥＢ例会） 18:30
77 9日 第１例会（ＣＮ記念例会）18:00 ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃｨｱﾗ岡崎 ＣＮ記念例会 事業 宇津野 次年度会長、第一副会長承認来賓

19日 フォローアップ会議 18:30
78 26日 第２例会（ＷＥＢ例会） 18:30
79 9日 第１例会（通常例会） 18:30 浜名湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞﾎﾟﾗｻﾞ 新年互礼会一泊例会 運営 簗瀬

16日 フォローアップ会議 18:30
80 23日 第２例会（ＷＥＢ例会） 18:30
81 13日 第１例会（通常例会） 18:30 りぶら会議室 全体会議,卓話 事業 高木 萬珍軒次年度役員承認、外部講師

20日 フォローアップ会議 18:30
82 27日 第２例会（ＷＥＢ例会） 18:30
83 13日 第１例会（通常例会） 18:30 りぶら会議室 全体会議,卓話 運営 早川 魚清 次年度組織承認、会員講師

20日 フォローアップ会議 18:30
84 27日 第２例会（ＷＥＢ例会） 18:30
85 10日 第１例会（通常例会） 18:30 りぶら会議室 全体会議 事業 竹味 味大 5周年運営事業説明承認

17日 フォローアップ会議 18:30
86 24日 第２例会（ＷＥＢ例会） 18:30
87 8日 第１例会（通常例会） 18:30 名古屋 全体会議 運営 山本 魚勝 次年度運営事業及び予算承認

15日 フォローアップ会議 18:30
88 22日 第２例会（ＷＥＢ例会） 18:30
89 12日 第１例会（通常例会） 18:30 りぶら会議室 全体会議 事業 豊田 萬珍軒現次合同理事会例会

19日 フォローアップ会議 18:30
90 26日 第２例会（さよなら例会）18:30 ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃｨｱﾗ岡崎 さよなら例会 運営 星野

岡崎クエストライオンズクラブ例会及び各種会議計画表（自２０１3年７月～至２０１4年６月）

2014年 3月

2014年 4月

2014年 5月

2013年 7月

2013年 8月

2013年 9月

2013年 10月

2014年 6月

2013年 11月

2013年 12月

2014年 1月

2014年 2月



収入の部 正会員16名、不在会員1名　　合計17名

1）総収入
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

a 前期繰越金 運営費 150,000円 150,000
b 事業費 100,000円 100,000
c 入会金 新入会　　30,000円/名 0円 0

再入会(１年以内)
d 通常会費 正会員　180,000円/名 180,000円×16名=2,880,000円 2,880,000

不在会員　60,000円/名 60,000円×1名=60,000円 60,000
e ドネーション 会員寄付 2,000円×12回×11名=264,000円 264,000
f 一般寄付 0円 0
g ファイン 0円 0
h 受取り利息 0円 0
i 雑収入 0円 0

総　　　　計 3,454,000

2）運営費収入
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

前期繰越金収入 前期繰越金 150,000円充当 150,000
会費拠出金収入 運営費支出 (A+B+C+D+E)-前期繰越金 2,544,000
ファイン収入 0円 0

合　　　計 2,694,000

3）事業費収入
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

前期繰越金収入 前期繰越金 100,000円充当 100,000
会費拠出金収入 事業費支出 (F+G+H)-前期繰越金-ドネーション 396,000
ドネーション収入 会員寄付金 264,000

一般寄付金 0

合　　　計 760,000

(1)総収入3,454,000=(２)運営費収入2,694,000+(３)事業費収入760,000

支出の部

収支予算書（2013年7月～2014年６月)



運営費会計
A　一般運営費

科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考
1 国際協会入会金 ＄25×100円×0名=0円 0 新会員

小　　　　　　　計 0

2 国際会費 国際会費+国際大会費 ＄21.5×100円×17名×2回=73,100円 73,100
小　　　　　　　計 73,100

3 複合地区会費 複合地区会費 160円×17名×6回×2回=32,640円 32,640
複合地区大会費 50円×17名×6回×2回=10,200円 10,200
小　　　　　　　計 42,840

4 地区会費 地区会費 700円×17名×6回×2回=142,800円 142,800
地区大会費 200円×17名×6回×2回=40,800円 40,800
小　　　　　　　計 183,600

5 Ｌ誌特別負担金 負担金 50円×17名×6回×2回=10,200円 10,200
ライオン誌送料 65円×17名×6回×2回=13,260円 13,260
小　　　　　　　計 23,460

6 年次大会派遣費 国際大会 0円 0 大　会
複合地区年次大会 10,000+（5,000×5名)=35,000円 35,000 大　会
地区年次大会 3,000円×10名=30,000円 30,000 大　会
OCEALﾌｫｰﾗﾑ 0円 0 大　会
各種大会 0円 0 大　会
小　　　　　　　計 65,000

7 例会費 会場費 りぶら103　3,140円×7回=21,980円 21,980 計　画
例会諸費 講師謝礼、手土産など　　20,000円 20,000 計　画
小　　　　　　　計 41,980

8 会議費 会場費 委員会、理事会他 10,000
小　　　　　　　計 10,000

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

10 通信費 ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ費 ｻｸﾗｲﾝﾀｰﾈｯﾄ年間費用共　5.000円 5,000
ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ費 A-NET980円×12ヶ月=11,760円 11,760
葉書,切手 1,500円 1,500
電話代 7,000円×12ヶ月=84,000円 84,000
小　　　　　　　計 102,260

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×20冊=3,400円 3,400
会員手帳作成 5,000円 5,000
身分証明書 0円 0
その他印刷費 封筒など　30,000円 30,000
小　　　　　　　計 38,400

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
小　　　　　　　計 0

13 事務用品費 事業の写真 プリント代　0円 0 ＰＲ
HP維持管理 60,000円 60,000 ＰＲ
ｺﾋﾟｰ用紙代 10,000円 10,000
ｺﾋﾟｰインク、ＦＡＸリボン代 20,000円 20,000
小　　　　　　　計 90,000



14 人件費 事務局員手当 該当なし 0
小　　　　　　　計 0

Ａ　一般運営費 合　　　　　　　計 960,640

B　交際運営費　　
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

15 リジョン活動費 ＺＣ活動拠出金 2,900円×17名+50,000円=99,300円 99,300 Z　　C
4R・PR･LC情報 300円×17名=5,100円 5,100 P　　R
4R・ＧＭＴ、ＧＬＴ委員 300円×17名=5,100円 5,100 GMT･GLT
4R・LCIF 300円×17名=5,100円 5,100 ＬＣＩＦ
4R・YCE 2,500円×17名=42,500円 42,500 YＣE
4R・環境保全 300円×17名=5,100円 5,100 環　境
4R・四献 300円×17名=5,100円 5,100 四　献
4RLCクエスト 300円×17名=5,100円 5,100 クエスト
4R運営費 300円×17名=5,100円 5,100
3Ｚ四献委員会費 500円×17名=8,500円 8,500
ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問負担金 750円×17名＝12,750円 12,750
小　　　　　　　計 198,750

16 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　210,000円 210,000
他ｸﾗﾌﾞﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ 80,000円 80,000 大　会
他ｸﾗﾌﾞ周年式典 50,000円 50,000 大　会
他クラブ、団体 30,000円 30,000
小　　　　　　　計 370,000

17 役員経費 会長100,000円、幹事100,000円 200,000
小　　　　　　　計 200,000

18 交通費 10,000
小　　　　　　　計 10,000

19 特別費 4R新会員ｾﾐﾅｰ 9,000円 9,000 GMT･GLT
小　　　　　　　計 9,000

20 慶弔費 慶弔規定による 30,000
小　　　　　　　計 30,000

21 雑費 振込み手数料他 16,000
小　　　　　　　計 16,000

B　交際運営費 合　　　　　　　計 833,750

C　会食費　　
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

22 会食費（例会） 通常例会 1,000円×7回×16名=119,000円 112,000 計　画
発足例会 6,000円×16名=96,000円 96,000 計　画
CN例会 6,000円×16名=96,000円 96,000 計　画
新年例会 12,000円×16名=192,000円 192,000 計　画
さよなら例会 6,000円×16名=96,000円 96,000 計　画
名古屋例会 3,000円×2回×16名=96,000円 96,000 計　画
入会式例会 計　画
小　　　　　　　計 688,000

23 会食費（委員会） 各種会議 1,000円×12回×12名=144,000円 144,000
正副会長会議 ０円 0
委員会(次期含) ０円 0
小　　　　　　　計 144,000

会食費 合　　　　　　　計 832,000



D 運営費予備費
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

24 運営費予備費 予備費 117,610
合　　　　　　　計 117,610

Ｅ　積立金
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

25 積立金 ５周年積立金 100,000円 100,000
合　　　　　　　計 100,000

運営費総計
総　　　　　　　計 A+B+C+D+E 2,694,000

事業費会計
F　会費拠出事業費

科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考
27 会費拠出金 国際財団協力金　＄20 ＄２０×100円×20名=40,000円 40,000 ＬＣＩＦ

$1,000 ＄1,000×100円=100,000円 100,000 ＬＣＩＦ

小　　　　　　　計 140,000

G　一般事業費
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

28 一般事業費 小学生交流事業 派遣 400,000 青少年
ＹＣＥ 派遣 100,000 ＹＣＥ
愛ピック 50,000 青少年

合　　　　　　　計 550,000

Ｈ事業費予備費
科　　目 項　　目 内　　　訳 金　額 備　考

29 事業費予備費 予備費 70,000
合　　　　　　　計 70,000

事業費総計
総　　　　　　　計 F+G+H 760,000



 

岡崎クエストライオンズクラブ内規 

 
 本クラブはライオンズクラブ会則及び付則標準版を公式の会則及び付則として採用し運営するも、 
これに表示されていない細目については本内規を定め、クラブの円滑なる運営と会員相互の理解を 
はかるものとする。 
 
第 １ 条  名   称 
        本クラブは岡崎クエストライオンズクラブとする。 
第 ２ 条  事 務 局 

A項 本クラブの事務局は岡崎市元能見町167太田宅におく。ただし、当該年度の理事会

において年度ごとに、これを決定する。 
B項 事務局の移転は例会出席会員の多数決により決定することができる。 
C項 事務局に対しては応分の負担をする。 

第 ３ 条  会員の招請 
A項 本クラブの会員となるには別に定める新会員入会手順による。 
B項 会員獲得に際しては、出来得る限り広い範囲の職種より推薦することが望ましい。 

第 ４ 条  終身会員及び優待会員 
A項 終身会員の推薦は別に定める終身会員規程による。 
B項 優待会員となるには別に定める優待会員規程による。 

第 ５ 条  入会金・年会費 
A項 入会金は次のとおりとする。 

新入会員    ３０，０００円 
     再入会員    １０，０００円 
    上記入会金には国際協会納入金が含まれるものとする。 
B項 年会費は次のとおりとする。 
     正会員    １８０，０００円 
     優待会員    ６０，０００円 
     終身会員    ９０，０００円 

不在会員    ６０，０００円 
賛助会員    ６０，０００円 

C項 年会費は毎年７月と１月に半期分ずつ前納しなければならない。 
D項 年度の中間における入会者については、入会の月から起算して当該半期の残り月の 
   クラブ会費を月割り計算にて前納しなくてはならない。 
E項  再入または転籍会員が当クラブ入会時に国際会費が完納されてない場合は半期分相 
   当額を国際会費として納入しなければならない。   
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第 ６ 条  役員及び理事会 
    Ａ項  会長は毎年１０月までに指名委員を任命する。指名委員は理事会の推薦及び会長経

歴者の中からこれにあてる。 
    Ｂ項  指名委員長は前会長がこれにあたる。 
    Ｃ項  次期役員は指名会(選挙)で選出され７月１日から就任する。 
    Ｄ項  次期会長には原則として第１副会長を選任する。 
    Ｅ項  会長、副会長、幹事は運営ならびに事業委員会に所属しない。 
    Ｆ項  元会長は、理事会に出席し意見を述べることができるが、理事会における議決権を

有しない。但し、理事を兼務の場合は、この限りでない。 
    Ｇ項  定例理事会の開催は次のとおりとする。 
         日 時 毎月第３木曜日 午後６時３０分より8時まで 
         場 所 指定された場所 
         但し、会長の判断により日時、場所を変更することが出来る。 
第 ７ 条  副 役 員 
    Ａ項  幹事、会計、ライオンテーマ、テール・ツイスターの補佐として、それぞれ副役員

を選任することができる。 
    Ｂ項  副役員は、各役員を補佐し役員欠席の場合は、その職務を代行する。 
    Ｃ項  副役員は、クラブ役員として待遇され、理事会に出席し意見を述べることができる。 
        ただし、理事会における議決権は役員欠席の場合を除き行使できない。 
    Ｄ項  副役員の選出および任期は役員に準ずる。 
第 ８ 条  例会および会合 
    Ａ項  本クラブの例会の日時場所は次の通りとする。 
         例会日 毎月第２、第４木曜日 18時30分より19時45分まで 
         例会場 図書館交流プラザ りぶら 
        但し、理事会が必要と認めた場合は例会の日時、場所を変更し、または臨時例会を 
       開くことができる。なた幹事が必要と判断した場合は、例会または理事会の承認を得

て閉会時間を延長することができる。 
    Ｂ項  例会のほか事業資金捻出、あるいは会員ならびに家族相互の親睦を図るため、随時 
       会合を開くことができる。 
    Ｃ項  本クラブの例会および各種会合には能うる限り出席し、例会欠席の場合は例会の前 
       後それぞれ 13 日間以内に出席メーク・アップ規則を適用し、決められた会合に出席

しなければならない。 
    Ｄ項  出席メーク・アップ規則の内、次の委員会については、その性格上、該当しないも

のとする。 
         １ 会員委員会 
         ２ 指名委員会 
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第 ９ 条  代 議 員 
        国際大会、地区大会および複合地区大会代議員は原則として役員ならびに理事の中 
       より会長が指名する。 
第 10 条  地区役員の選出 
    Ａ項  地区役員は4リジョン内クラブの申し合わせによるローテーションを尊重して選出

する。 
    Ｂ項  選出にあたっては会長経歴者、元地区役員の提言を踏まえ選考する。 
    Ｃ項  地区役員活動費は上部機構から支給される費用のほか、予めクラブの承認を得た協

力金をこれにあてる。 
    Ｄ項  選出された地区役員は出来得る限りクラブ理事会に出席し、その経過および協議事

項を報告する。 
第 11 条  諸会議およびセミナーへの出席 
    Ａ項  諸会議・セミナーには当該責任者が必ず出席し、万一出席不可能の場合は代理者が 
       出席する。 
    Ｂ項  諸会議・セミナーに出席した場合は、その議事録またはレポートを作成し、クラブ 
       理事会に報告し、必要に応じ例会において報告する。 
第 12 条   ファインおよびドネ－ション 
    Ａ項  ファインはテール・ツィスターの権限において、ライオンズ必携の該当項目に基づ

いて課するもので、賦課に該当すると認められることがらに対し例示を次に記する。 
          １ 例会に欠席ならびに遅刻、早退したとき 
          ２ 例会・委員会その他の会合においてラペル・ボタンを付け忘れたとき 
    Ｂ項  ドネ－ションは会員の自主的意思によるもので、強制すべきものではない。参考ま

でに対象事項の例示を次に記する。 
          １ 結婚・誕生 
          ２ 入学・卒業 
          ３ 就   職 
          ４ 受   賞 
          ５ その他慶祝 
    Ｃ項  特別ファイン 
         下記に該当する場合は特別ファインを課する。 
          １ 各種会合に無届け欠席の場合 
          ２ 出席メーク・アップ規則を適用しなかった場合 
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第 13 条  慶   弔 
    Ａ項  会員、家族ならびにその他の慶弔事項については、４リジョン３Ｚゾーン運営要項

（申し合わせ事項）による。 
    Ｂ項  クラブ祝福の基準は、ライオンズ年度による。 
    Ｃ項  叙位、叙勲、褒章等受賞者にはクラブより祝品を贈る。 
    Ｄ項  喜(70)寿（満77歳）、傘(仐)寿（満80歳）、米寿（満88歳)、卒(卆)寿（満90歳）、

白寿（満99歳）、上寿（満100歳）に該当するライオンにはクラブより1万円以内で

祝い品を贈る。 
第 14 条  改   正 
    Ａ項  本内規の改正は会則および付則委員会が立案し、理事会の承認を得て例会において 
       会長が提案し、定足数の出席者の3分の２(２／３)の賛成によりこれを行う。 
    Ｂ項  改正の議決は予め２週間前までに文書をもって、その議案が全員に送付されなけれ 
       ばならない。 
第 15 条   施   行 
         本内規は２０１２年（平成２４年）７月1日より施行する。 
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慶 弔 規 程 
（2012．7 制定） 

 
 
この慶弔規程は、４Ｒ３Ｚ運営要項（申し合わせ事項）により、２０１２年7月1日より実施する。 
 
第 １ 条  慶   事 
   チャーターナイト  祝花 スポンサークラブ １対・３Ｚ内各クラブ１基づつ 
   周年記念式典    祝花 スポンサークラブ １対・３Ｚ内各クラブ１基づつ 

会員の新築披露   クラブ代表が正式招待を受けた場合は20.000円 
会員の子女の結婚式 クラブ代表が正式招待を受けた場合は30.000円 

会長、幹事が招待を受けた場合は２名を限度として計60.000円 
第 ２ 条  弔   慰 

会員の死亡の場合  会長・幹事が葬儀に参加 香典10.000円（クラブ名） 弔電（会長名） 
生花 当該クラブ一対  各クラブ１/２基 

   会員以外      ゾーン内各クラブには、特別な事情を除いて連絡しない。 
             当該クラブの規定に任せる。 
第 ３ 条  見 舞 金 
   会員の病気または障害による入院 療養15日を越える場合 10,000円 

会員が災害を受けた場合 10.000円 
尚、見舞金の額については（ライオンレディも同じ）その都度会長、幹事の合議に任せる。 

第 ４ 条  餞 別 金（削除） 
   会員の退会  10.000円を贈る。 
第 ５ 条  付   則 
   この慶弔規程の定めのない事項については、原則として理事会において審議、決定する。 
   緊急を要する場合は会長、幹事の合議に任せることが出来る。 
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終 身 会 員 規 程 
  
本クラブは、ライオンズ必携に基づく有資格者に関し、その会員を終身会員に推挙するという提案が

正会員からなされた場合は、次の手続きによるものとする。 
第 １ 条  資   格 

（１） 20年以上正会員であり、所属クラブ、その他地域社会もしくは国際協会に対し会員とし 
てその功績の著しい者。 

（２） 15年以上正会員であり、少なくとも７０歳に達しておりその功績の著しい者。 
（３） 病気で重体である者。 

  （４） 功績の著しい者とは、下記のいずれかに該当する者をいう。  
① 国際協会から表彰された者 
② 本クラブの会長、幹事、または会計を務めた者 
③ 本クラブのチャーター・メンバー 
④ 地区の役員を務めた者 
⑤ その他功績が著しいとクラブ理事会が認めた者 

第 ２ 条  手 続 き  
（１） 会員委員会は該当者に対し、前項の条件を提示の上、その自由意思による諾否をクラブ 

会長に推薦する。 
（２） クラブ会長は本人の了承を得て、理事会に提案し、その合意をとりクラブ例会に諮って 

決議する。 
（３） クラブ会長は、ライオンズ必携に定められる本人の負担した５００ドル相当額を国際協 

会に納入し、送金控えの写しを添付の上、所定の書式によって国際理事会の承認を求める。 
第 ３ 条  権利・義務 
   終身会員は、ライオンズ必携クラブ付則による、会員の権利と義務を有し、クラブの別に定め

る会費を納入する。 
第 ４ 条  終身会員の特例 

（１） 健康その他 の理由により、終身会員の義務を遂行することが困難な事由が発生した場

合は、申し出により、義務の一部または全部を免除される。 
（２） 終身会員の義務を遂行することが困難な終身会員であるかどうかの認定は、理事会が行

い年度ごとに再検討する。 
（３） 終身会員の義務を遂行することが困難な終身会員と認められたときは、理事会の決定に

より、クラブ会費を減免することができる。例会費は出席の都度これを支払う。 
第 ５ 条  改   正 
    本規程の改正には、クラブ例会に出席したグット・スタンディングの会員の過半数の賛成を 
   必要とする。 
第 ６ 条  施   行 
    本規程は２０１２年７月１日から施行する。 
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優 待 会 員 規 程 
 
 
優待会員に関する規程を次のように定める。 
 

第 １ 条  資   格 
    15年以上ライオンズクラブに在籍した本クラブ員であって、病気、疾患、老齢、その他クラ 

ブ理事会の認める正当な理由により正会員であることを辞退した者。 
第 ２ 条  権   利 
    投票権および会員としての総ての権利を保有する。 
第 ３ 条  義   務 
  （１） 定められた会費を指定された期日内に納入する。 

（会費には地区および国際会費が含まれる） 
  （２） ライオンズクラブの会員として地域社会に良い印象を与える義務を保留する。 
  （３） 例会出席を免除し、各種委員会に所属しない。 
第 ４ 条  禁 止 事 項 
  （１） クラブ、地区あるいは国際協会の役職に就くことができない。 
  （２） 同時に、ライオンズクラブと同じような性格を持った他の奉仕団体の会員となることは 

できない。 
第 ５ 条  資格の喪失 
    資格の喪失は正会員に準ずる。 
第 ６ 条  事 務 手 続 
  （１） 優待会員の資格に該当し、且つこれを希望する会員は、その理由を文書をもってクラブ 

に提出する。 
  （２） クラブ会長は、その都度運営委員会に付託し、その答申を理事会に諮り、例会において 

承認を得て効力が発生する。 
第 ７ 条  改   正 
    会員の２分の１（１／２）の申し出があった場合、または理事会が必要と認めた場合、例会 

において承認を得て改正することができる。 
施   行 
    本規程は、２０１２年７月より実施する。 
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新会員入会手続規程 

 

第 １ 条  新会員の推薦 

（１） 新会員の推薦は、推薦資格(在籍２年以上)のある会員により推薦される。 

（２） 会員による新会員の推薦は、原則として入会時に１名とする。 

第 ２ 条  入会審査及び手続き 

（１）  新会員を推薦する会員は、推薦書(所定の書式)に各事項を記入の上、会員委員長ま

で提出する。 

（２）  会員委員長は、推薦書を受理したのち委員会を開催し、その結果を理事会に提出す

る。この委員会は秘密会とし個人情報を守秘する。 

（３）  これを受け理事会は入会の可否を審議し、その結果を例会に上程する。理事会にお

いて推薦者は、推薦の弁を述べる。 

（４）  例会は、理事会で推薦された新会員候補者を審議する。推薦者は、この例会におい

て推薦の弁を述べる義務を有す。 

（５）  推薦者は、例会において入会を承認された候補者に直ちにその旨をつたえ、入会を

促す。 

（６）  クラブは、例会において入会式を行い、新会員をクラブに迎い入れる。 

施   行 

   本規程は、２０１２年７月１日より施行する。 
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