
 

 

第2回臨時キャビネット会議（書面による決議） 

審議事項 

 

 

ガバナー提出案件 書面による臨時キャビネット会議開催の件 

 

・下記ガバナー提出案件１.2.3.の決議について、書面により臨時キャビネット会議

を開催したい旨、審議をよろしくお願い致します。尚本件は、標準版地区会則付則

第５条第３項により、キャビネット構成員の３分の２の書面による賛成が得られた場

合のみ、下記ガバナー提出案件１.2.3.の審議が有効となります。 

 

                                                     

 

 

ガバナー提出案件１． 【審議事項】 

戸田ライオンズクラブLCIFマッチング交付金事業報告の件 

 

   ２頁～９頁に記載 

 

   ※以下議案取り下げ 

ガバナー提出案件２． 【審議事項】 

2022-2024年度国際理事候補者 ３３０-C地区推薦の件 

 

   候補者経歴及び所信等議案資料は、2/10に発信致します。 

   議案確認後、審議をお願い致します。 

    

※尚当議案は、2022-24年度国際理事立候補において、当地区有資格者より 

立候補表明がされた場合にのみ、議案有効の条件を付帯いたします。 

 
 

ガバナー提出案件３． 【審議事項】 

特別大会（臨時代議員総会）開催の件 

 

   日時 2022年3月1日（火） 受付12:00～12:50 特別大会13:00～14:00 

   場所 東天紅JACK大宮店 

       さいたま市大宮区錦町682-2大宮情報文化センター(JACK大宮）18階 

    

   ※尚当議案は、上記ガバナー提出案件２．「2022-2024年度国際理事候補者 

３３０-C地区推薦の件」が可決承認された場合にのみ、議案有効の条件を付帯 

いたします。 



人道支援マッチング交付金報告書

LCIF人道支援マッチング交付金についてご報告いただく際に、本報告書をご使用いただく必
要があります。交付金管理責任者には、不備のない最終報告書が遅滞なくLCIFに届くようにす
る責任があります。最終報告書の提出期限は、事業完了後45日以内です。人道支援マッチング
交付金事業は、承認後2年以内に完了する必要があります。最終報告書を期限までに提出す
ることを怠ると、複合地区/地区は、将来の交付金申請に対してLCIFの審査を受けられなくな
ることにもなりかねませんのでご注意ください。

LCIFにご提出いただく報告書は、交付金を評価する手段となるだけでなく、達成した成果を把
握する上でも役立ちます。広報上の目的はもとより、LCIFでは交付金の用途を詳細に説明した
財務報告を必要とします。 

本報告書に含まれている情報およびガイドラインは、人道支援マッチング交付金最終報告書の作成にお
いてライオンズに役立てていただくためのものです。報告書および提出が求められているすべての書類の
提出先は、LCIF人道奉仕イニシアチブ課です。以下の様式は作成の際の指針です。これと同じ順序に従っ
て、要請されている情報と回答を、別紙にご記入ください。 

交付金に関する一般的な情報 

1. LCIF交付金番号
2. 承認された交付金額（米ドルでの金額）
3. 事業の開始日および完了日
4. 事業が実施されたコミュニティまたは地域

詳細の説明

5. この事業を行おうとライオンズが思い立つに至った現地の状況をご説明ください。
6. 交付金事業における活動とそれが地域にもたらした恩恵について、詳しくご説明ください。
7. 事業はその目標を達成しましたか？達成しなかった場合、その説明を記述してください。
8. 事業実施においてライオンズが直面した課題があれば、それを詳述してください。
9. 事業の実施に直接関わったライオンズの会員は、何人ですか？

交付金による受益者へのインパクト

10. 交付金を受けて行われた事業の直接の受益者の数。この合計数の算出法について説明してください。
11. 交付金を受けて行われた事業の間接的な受益者の数。この合計数の算出法について説明してください。
12. 事業が及ぼしたインパクトは短期的なものですか、長期的なものですか？交付金を活用した事業が継続的に地域社

会にインパクトを及ぼすと予想される場合には、直接的・間接的な受益者への今後数年間のインパクトについて推
定してください。

13. この事業は、地域の人々がライオンズについての理解を深める上でどのように役に立ったかご説明ください。
14. 事業の受益者からの話や奉仕を受けている様子をとらえた写真を含めてください。
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財務に関する詳細

この事業のために受け取った資金と支出した資金に関する完全かつ正確な記録を報告する必要があります。下記の予算表の形式に従って、
この情報を報告してください。報告書には、以下が含まれていなければなりません。

n 承認された予算に従って交付金が充当された、すべての購入機器、経費、建設費の支払い済みの請求書、領収書、補足資料の原本。
n 購入したすべての主要機器の製造番号（医療機器、コンピューター、ノートパソコン、車両など）。
n 事業用銀行口座明細書の写し（該当する場合には利息が表示されていること）。
n なお、いかなる場合であっても、未使用のLCIF交付金およびその交付金に対して得られた利息は、LCIFに返還されなければなりません。 

LCIFの事業であることの明示と広報

完了した事業の写真（交付金の援助を受けて購入された機器および/または建設された建物の内装と外装を撮ったもの）を提供してくださ 
い。いかなる事業も、LCIFの関与を明示しなければなりません。LCIFの関与を示すものの現物（銘板、永続的な標識など）の写真を含めてく
ださい。

この事業がメディアに取り上げられ、地域社会においてライオンズの宣伝となった報道があった場合にはそのコピーを提出してください。

報告書の承認

報告書はすべて、LCIFに送付される前に、地区キャビネット（地区レベルの交付金の場合）もしくは複合地区協議会（複合地区レベルの交付
金の場合）が内容を確認し承認しなければなりません。地区キャビネットまたは協議会が最終報告書を確認し、LCIFへの提出を承認したこと
を、会議議事録を添えることにより立証してください。交付金受給者は、LCIFに提出する報告書全文およびすべての書類の写しを保管するべ
きです。

ライオンズクラブ国際財団
人道支援イニシアチブ課
300 W. 22nd St.  |  Oak Brook, IL 60523-8842 USA
630.203.3819  |  LCIFhumanitarianprograms@lionsclubs.org

収入源 金額 機器および建設費用 金額 支払先 
業者名

領収書の 
番号

ライオンズ 機器 X 1
機器 Y 2

その他 機器 Z 3
建設費用  4

LCIF交付金
合計： 合計：

交付金管理責任者の署名 Eメール 日付 

地区ガバナーの署名 (地区レベルの事業の場合) Eメール 日付

協議会議長の署名 (複合地区レベルの事業の場合) Eメール 日付
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人道支援マッチング交付金報告書 

330-C 地区 戸田ライオンズクラブ 

蕨ライオンズクラブ 

1. LCIF 交付金番号

MAT19567/330-C 

2. 承認された交付金額

US$10,077 

3. 事業の開始日および完了日

事業の開始日：令和 3 年 10 月 26 日 事業の完了日：令和 3 年 12 月 13 日 

4. 事業が実施されたコミュニティまたは地域

埼玉県戸田市新曽 1093-1 

埼玉県立戸田かけはし高等特別支援校 

5. この事業を行おうとライオンズが思い立つに至った現地の状況

 2021 年 4 月 1 日、埼玉県戸田市に、地元戸田市・蕨市及び川口市に在住の知的障害

のある高等部生徒が通学する特別支援校が開校しました。 

 「認め合い、高め合い、励まし合いながら、豊かに生きていくための土台をつくる。」

の学校教育目標のもと、普通教育のほか企業や福祉作業所と連携した作業学習、製品販

売会や、地域清掃、祭り等の地域イベントへの参加など、地域と連携した教育活動を目

指しております。 

作業学習には、カフェ・園芸・清掃・紙漉き等ありますが、特別支援校では PTA 組

織が整っておらず事業資金が乏しい状況です。当クラブにおいては、その中でも、クラ

ブメンバーがアクティビティとして生徒さんと一緒に作業ができること。出来た製品を

イベント等で共同販売し地域との交流が図れること。そして、活動の映像をカフェにて

放映することによってライオンズクラブの PR に繋がる支援を行おうとのことから、紙

漉き設備の寄贈をすることとなりました。 

今後、生徒のみなさんが成功はもちろん失敗も含めて、たくさんの経験をしながら、

将来を強く豊かに生きていくための土台作りをして欲しいという願いが込められてい

ます。 

6. 交付金事業における活動とそれが地域にもたらした恩恵について

 戸田かけはし高等特別支援学校特別事業紙漉き作業学習設備寄贈事業におきまして

は、特別支援校において行われる特別授業の紙漉き設備を寄贈致しました。 

事業効果は長期的であり、今後は埼玉県内の特別支援校で教育を受けている幼児児童生

徒 7,991 人、小・中学校の支援学級で教育を受けている児童生徒 10,233 人、また通級
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指導教室で教育を受けている児童生徒 5,227 人が受益します。 

 今後、生徒さんと共同紙漉き作業アクティビティを行い、生徒さん自身の就職・自立

を目指していただきます。又、完成品を戸田市商工祭等で共同販売することで、生徒さ

んと地域の人々との交流を図っていきます。それは、地域社会へのライオンズクラブの

PR にもつながります。 

7. 事業は達成しましたか？しなかった場合、その説明を記述すること

 特別支援校の作業学習で行われる紙漉き作業の設備を寄贈が出来、授業が始まった。 

しかし COVID-19 オミクロン型の感染拡大により、共同作業アクティビティ及び戸田

市商工祭等での共同販売は今回中止となったが COVID-19 の感染が終息に向かったの

ち継続事業として再開をする。 

8. 事業の実施においてライオンズが直面した課題

COVID-19 オミクロン型の感染拡大により、生徒の健康面を考慮し共同作業アクティビ

ティ及び戸田市商工祭等での共同販売は今回中止となったが COVID-19 の感染が終息

に向かったのち継続事業として再開をする。 

9. 事業の実施に直接関わったライオンズの会員

50 名(戸田ライオンズクラブ、蕨ライオンズクラブ) 

10. 交付金を受けて行われた事業の受益者の数。この合計数の算出法

240 名 

埼玉県立とかけはし高等特別支援校の全生徒数 

11. 交付金を受けて行われた事業の間接的な受益者の数。この合計数の算出法

0 名 

12. 事業に及ぼしたインパクトは短期的なものか、長期的なものか

 事業効果は長期的であり、今後は埼玉県内の特別支援校で教育を受けている幼児児童

生徒 7,991 人、小・中学校の支援学級で教育を受けている児童生徒 10,233 人、また通

級指導教室で教育を受けている児童生徒 5,227 人の合計 23,451 人にインパクトを与え

る事が出来る。 

13. この事業は、地域の人々がライオンズクラブについての理解を深める上でどのように役

に立ったか

 この事業において、学校関係者・保護者の方等から、ライオンズクラブはメンバーが

自ら動き、自らの手で活動して、物質的ボランティアだけでなく、心の豊かさを求めて

活動している社会奉仕団体であることをご理解いただきました。 

 今後は、卒業生や市内知的障碍者(戸田市・蕨市・川口市内 850 人在住)とご家族とも

紙漉き特別授業を行い、地域の人々との交流を図ることで、豊かに生きるための社会参

加の土台をつくるとともに、地域と連携した教育活動を目指していきます。また、戸田

市商工祭の当クラブのブースにおいて作品販売を行い活動のビラを配布することや戸
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田かけはし高等特別支援校内に設置されるカフェにて活動内容を紹介する映像を流し

ます。カフェは行内正門脇、公共図書館の前に位置しており、地域の一般市民も利用可

能なスペースである為、地域社会へのライオンズクラブの PR となります。 

14. 事業の受益者からの話や奉仕を受けている様子をとらえた写真

埼玉県内の特別支援校は、PTA 組織が整っていない為、会費がなかなか集まらず事業資

金が乏しい現状です。そのなかでライオンズクラブ国際財団、戸田ライオンズクラブ、蕨ラ

イオンズクラブの支援により特別授業で行う紙漉きの設備を寄贈していただくことは大変

助かります。生徒たちが、豊かに生きていくための土台をつくり、思いやりの心を育み、丁

寧に学びを支えることで、生徒自身の自立と社会参加を目指すとともに、交流を通じて地域

社会との連携を図れるようになります。 

左から萩原会長 橋本校長先生 小山実行委員長 LCIF プレート貼付 

紙漉き設備 作業風景 
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財務に関する詳細 

収入 支出 

収入源 金額 経費項目 金額 経費についての説明 

戸田ライオンズクラブ ＄6976.95 パック紙専用撹拌機 ＄2002.22 紙漉き作業学習設備 

蕨ライオンズクラブ ＄3100.00 バキュームローラー ＄5058.25 紙漉き作業学習設備 

LCIF 交付金 ＄10077.00 貼り付けローラー ＄3920.14 紙漉き作業学習設備 

電動圧縮ローラー ＄7376.60 紙漉き作業学習設備 

漉き枠 ＄505.82 紙漉き作業学習設備 

外枠 ＄237.61 紙漉き作業学習設備 

運搬及び設置費 ＄1053.80 運搬設置経費 

合計 ＄20153.95 合計 ＄20153.95 

報告書の承認 

交付金管理責任者の署名 E メール 日付 

地区ガバナーの署名 E メール 日付 

協議会議長の署名 E メール 日付 

meijiro@meiji.ne.jp

eiichi.fujii@gmail.com

2022.01.20

2022.01.20
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