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Passion is contagiousPassion is contagious

染症の影響によりライオンズの活動は大きく低迷しました。
しかし、このような厳しい時期だからこそ、前に向かっていく勇気と諦めない気持ちを持ち続
けなければなりません。

目指すのは皆様を笑顔にする活動です。今までのセオリーになかったような新しい取組にも積極的に
チャレンジしていきたいと思います。
奉仕活動を通じて地域の皆様に愛されるような組織を目指して全力で邁進したいと思います。
未熟者ではございますが、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
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【基本運営方針】
ガバナーズテーマ　あの虹の向こうへ
アクティビティスローガン　未来への投資

６

青少年健全育成事業・PR活動・会員増強の
3本柱を機軸に地区活性化を目指します。

【ガバナーバナー】

澄み切った青空にふわふわと舞う、色とりどりの
風船と力強い色彩を放つ大きな虹で子どもたちの
『夢や希望』を表現しました。
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【基本運営方針】
ライオンズの活動を通じて子どもたちの夢を応援していきたいと思います。
今、我々がやるべき事は、奉仕を通じて一人でも多くの『ライオンズクラブ』
を好きになってくれる方々を増やす事です。
その為には、より多くの方々にライオンズクラブの存在や活動内容を理解し
てもらう必要があります。それによって地域との連帯感が生まれ、活動を応
援していただけるようになるのだと思います。
そしてその努力は、将来、何倍にもなって我々に還ってくると確信します。
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ガバナーズテーマ　あの虹の向こうへ
アクティビティスローガン　未来への投資

【シンボルピン】

未来を担う子どもたちの成功を表
現する『虹』と、夢に向かって羽
ばたく姿を『金の羽根』で表現し
ました。

【多目的ピン】

日本のライオンズクラブの歴史の中
でも過去に製作実績がない『メタリッ
クレインボーカラー』を使用。百獣
の王ライオンが勝利の雄叫びを上げ
る勇ましいデザインで受賞者を称え
ます。新入会員のスポンサーやMJF
献金をされた方にアワードとして贈
呈致します。

【ガバナーカラー】

レインボー。
夢や希望、新しいストーリーの始
まりを表現しました。

６

青少年健全育成事業・PR活動・会員増強の
3本柱を機軸に地区活性化を目指します。
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キャビネットが企画する虹色の青少年健全育成事業

埼玉県川越市に農園を開設する。子どもたちに『農業体験』、
特に『収穫体験』をしてもらう事によって、栽培過程や生産
者への気持ちなどを学習してもらいたい。

子どもたちの夢を応援する番組を制作。実際に夢を叶えた方々
からメッセージをいただいたり、日々努力する子どもたちの
夢を聴いて一緒になって応援する番組です。

ライオンズファーム ( 農園 ) の開設

ラジオ番組『あなたと虹の上で』を制作

こども未来プロジェクト
～3000人のこども達を笑顔に～

地区内メンバーの一体感の醸成や外部への PR活動の一環とし
て『ライオンズクラブ３３０－C地区』のイメージに合った楽
曲を制作 ( 作詞は地区内メンバーより募集 )。アーチストにつ
いては音楽活動に興味がある若手から幅広く募集しオーディ
ションにより選出する。Ex.THE 虎舞竜・本間敏之氏が楽曲プ
ロデュース。

地区イメージソングオーディションの開催

【地区委員会が実施する事業】

【イベントパッケージのご提供】

こどもたちが夢を発見する事、そしてその夢の実現に向けて取り組む活動を応援します。
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キャビネットが企画する虹色の青少年健全育成事業

子どもの運動能の低下が深刻な問題として文部科学省から発
表されました。
実際に走り方や投げ方などの基本的な動作があまり身につい
ていない事が原因のようです。そこでトップアスリートから
体の上手な使い方や、早く走るコツを学べるような『走り方
教室』を開催します。
（講師は世界マスターズリレーで武井壮氏らと金メダルを獲得した渡辺潤一氏）

こども未来プロジェクト
～3000人のこども達を笑顔に～

渡辺潤一氏　速くなる走り方教室

【地区委員会が実施する事業】

【イベントパッケージのご提供】

以下の中からお好きなイベントだけを選択していただく事が
できます。

子ども達のふれあいが出来る場所を提供し、スポーツの普及
及び青少年育成に貢献する事を目的に野球教室を開催。講師
は甲子園優勝投手でロッテなどで活躍した愛甲猛氏、８８年
パ・リーグ最多勝の松浦宏明氏、副島孔太氏 ( 元ヤクルト )、
嶋田信敏氏 ( 元日本ハム )。

ベースボールアカデミー ( 野球教室 )

科学を通じて、未来を担う子ども達の創造性を育み、社会的
価値を最大限に発揮できる人材を育成する事を目的に、でん
じろうサイエンスプロとのタイアップで県内の幼稚園や小学
校を対象にサイエンス教室を開催する。

NHKの人気番組『おかあさんといっしょ』の９代目うたのお
にいさんで、依存症予防教育アドバイザー・杉田あきひろ氏
講演の薬物乱用防止教室。歌あり講習ありの従来のものとは
違った防止教室を提案する事により、開催箇所の更なる拡大
を目指す。

杉田あきひろ氏　薬物乱用防止教室

でんじろうサイエンスプロ サイエンス教室

こどもたちが夢を発見する事、そしてその夢の実現に向けて取り組む活動を応援します。
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地区会員増強プロジェクトチームの結成
(グローバル・メンバーシップ・アプローチ)

チャリティー商品の販売
楽曲『あの虹の向こうへ』の制作・販売
２０２２~２０２３ガバナーズテーマにもなっている『あの虹
の向こうへ』。将来を担う子ども達に夢を叶えてもらいたいと
の願いを込めて制作しました。テレビ埼玉『埼玉高校サッカー
１００年の歴史』エンディング曲にも決定。
楽曲販売方法は Spotify や applemusic など大手音楽配信サー
ビスで世界全域で販売。併せて CDも販売します。売上金額は
全額 LCIF に寄付。

ＧＭＡ組織図ＧＭＡ組織図

チームリーダー
（地区ガバナー）

副チームリーダー
（第一地区ガバナー）

副チームリーダー
（第二地区ガバナー）

ゾーン・チェアパーソンゾーン・チェアパーソン

クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ

GMTコーディネーター

GLTコーディネーター
GSTコーディネーター
GLT委員会
GST委員会
マーケティングコミュニケーション委員会

GLTコーディネーター
GSTコーディネーター
GLT委員会
GST委員会
マーケティングコミュニケーション委員会

GMT委員会GMT委員会FWTコーディネーター
EXT委員会
FWTコーディネーター
EXT委員会

新クラブ結成チーム 会員増強チーム 会員満足度チーム

『ハッピー動画に出演できるチャリティ企画』
埼玉県やライオンズクラブにゆかりのある有名人の皆様にご
協力いただき、映像共演できる企画です。

新クラブ結成・新会員増強・
会員満足度アップを目的に地
区内に会員増強プロジェクト
チームを結成します。

ＬＣＩＦ収益事業

イベントを楽しみながら寄付できる

チャリティ紅白歌合戦
歌の楽しさを多くの方に味わっていただきたく企画した紅白
歌合戦にユーモアを付け加えたチャリティーカラオケ大会。

収益事業
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公式アンバサダーを起用し、SNS 等での活動内容の効率的な拡散と知名度のアップを目指す。
知名度の高い３０代～４０代の女性を起用することにより、会員数の少ない同世代の会員増
強にも繋げたい。クラブ例会訪問などを通じて活性化も図りたい。

ＰＲ活動について

ラジオ番組制作
　『ライオンズクラブ　あなたと虹の上で』
ナナコライブラリー FM　77.5MHz 　
【8月より放送開始予定】

※インターネットで全国視聴可能。
※子どもたちに夢を語ってもらい応援する番組。
ライオンズ活動情報　他

地元メディアを中心に積極的に出演し、活動内容を PRします。
《ターゲット》 テレビ埼玉　FM NACK5  コミュニティー FM各社【FM熊谷・FM茶笛・FM川
越・ナナコライブラリー FM　FM浦和】　読売新聞社　日本経済新聞社　タイ王国New 
Dailymirror 新聞社　Bangkok Today 新聞社　

地元マスメディアを積極的に活用した広報戦略

公式アンバサダーの起用

■公式アンバサダー予定者

福田明日香 (３７歳 )　
1984 年 12 月 17日生まれ
元モーニング娘。
第４０回日本レコード大賞
　　　　　　　最優秀新人賞
NHK紅白歌合戦出場

今井　優 (３６歳 )
1985 年 4月 17日生まれ
元 AKB４８　
クレヨンしんちゃん (TV 朝日 )
オープニング曲
　『ユルユルでDE-O ！』他

福田明日香 (３７歳 )　 今井　優 (３６歳 ) 松尾沙樹　
バイオリニスト　
第32回国際芸術連盟新人オーディション
　　　審査員特別賞・奨励賞
第20回 TIAA クラシックオーディション
　　　　　　　　最優秀賞

松尾沙樹　
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【 委員会について 】 
 

地区の運営及び事業をスムーズに行う為、各種委員会を設置します。 

  

〖各種委員会の概要〗 

 

（１） 会則・指導力育成委員会（ＧＬＴ委員会） 

１．会則及び付則を解釈し説明する。 

２．必要ない場合は改正手順に従って改正を進める。 

３．強力で質の高いリーダーシップの育成や意識触発に取り組む為に、研修計画を策定・

実施して報告する。 

４．新たなライオンズメンバーの各種研修への参加を推進する。 

５．新会員の新会員オリエンテーションへの参加促進。 

６．指導力育成研修行事に参加するメンバーを１０％増やす。 

 

（２） 会員維持・増強委員会（ＧＭＴ委員会） 

１．地区メンバー維持と新会員増強の支援・協力により純増に向けて取り組む。 

２．会員募集リーフレットの作成 

３．ターゲットを明確にした会員勧誘イベントの開催 

４．JC(青年会議所)や商工会青年部等若手他団体との合同例会などタイアップの推進 

 

(３) ＥＸＴ（エクステンション）委員会 

１．メンバーの意識改革を図るためＥＸＴ（エクステンション）マニュアルの作成 

２． スペシャルティクラブを始めとした新クラブ・支部の結成に向けた活動(候補団体絞

り込み・PR等) 

３． 勉強会の実施 

４． クラブ支部設立促進サポート 

５． EXT（エクステンション）に関する各クラブへの情報提供 

６．１クラブ以上の新クラブと１０支部の設立を目標として活動する。 

                                                                 

（４） 奉仕・糖尿病・４献・環境委員会（ＧＳＴ委員会） 

１．地区青少年健全育成事業(こども未来プロジェクト)の推進拡大 

２．その他奉仕活動のクラブへの定期的な情報提供・支援 

３．ＭｙＬｉｏｎでの全クラブアクティビティ報告 100％達成に向けた啓発と支援 

 

（５） 運営委員会 

１．地区運営事務の統括、各種会合の設営及び運営 

２．運営マニュアルの策定と実施 
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３．(一社)日本ライオンズ、複合との情報共有 

（６） ＬＣＩＦ委員会

１．世界のライオンズの奉仕事業にＬＣＩＦ献金が活用されていることを、わかりやすく

解説して理解を深める。 

２．チャリティイベントの開催推進、チャリテイ商品の販売の実施。 

３．メンバーや企業の皆様にＭＪＦ1,000 ドル献金の推進

４．クラブと協調し、クラブのＬＣＩＦ交付金申請への協力・支援 

（７） マーケティング・コミュニケ―ション・次世代発掘委員会（MCT委員会）

１．地区メンバーの一体感の醸成やＰＲ活動の一環として地区のイメージに合ったイメー

ジソングの制作を行う。 

２．ＧＭＴ委員会と連携しライオンズクラブ拡大の可能性を検討 

３．地区内外・会員・非会員問わず積極的な人的交流を図り、ライオンズクラブの理解を

深め、次世代活躍できる人材を発掘する機会の検討と実施 

（８） 情報テクノロジー委員会（ＰＲ・ＩＴ委員会）

１．ＭｙＬｉｏｎの会員 100％登録、ＭｙＬＣＩの会員動静 100％登録への支援 

２．オンライン会議等、ＷＥＢを活用した会議会合への技術提供及び運営支援 

３．ホームページ・SNSなどでの PR活動の推進 

４．地元マスメディアを積極的に活用した広報戦略(テレビ・ラジオ・新聞) 

５．ラジオ番組の制作 

６．公式アンバサダーの起用による活動内容の効率的な PR拡散 

（９） ＹＣＥ委員会

１．ＹＣＥプログラムの実施再開に向けた事前準備を進めてＹＣＥ生派遣・受入れについ

てクラブの理解を深める 

２．複合ＹＣＥ委員会との協調を図り、最新情報を地区内へ伝達し啓発を図る 

（10） 薬物乱用防止委員会

１．薬物乱用防止認定講師養成講座の開催 

２．各クラブに役立つ薬物乱用防止に関する具体的指導のためのセミナー実施 

３．依存症予防教育アドバイザーの活用などにより、薬物乱用防止教室開催箇所の更なる

拡大を目指す。 

(11) ライオンズクエスト委員会

１．ライオンズクエスト事業の実施クラブへの協力 

２．ライオンズクエスト事業の理解と普及促進 
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(12)  国際大会・OSEAL委員会  

１．国際及び OSEAL大会参加推進のため、素晴らしい計画を立案して盛大な大会にする。 

 

(13)  地区年次大会委員会 

１．地区代議員総会の適正な開催支援と代議員の参加推進 

２．地区年次大会の参加推進と記憶に残る楽しい大会への準備及び運営 

 

(14)  青少年スポーツ振興委員会 

１，ベースボールアカデミー(野球教室)の開催推進 

２，速くなる走り方教室の開催推進 

  

(15)  青少年アグリサイエンス振興委員会 

１，ライオンズファームの開設・管理・収穫体験の実施 

２，でんじろうサイエンスプロとのタイアップサイエンス教室の開催推進 

 

(16)  選挙管理委員会 

１．国際会則及び国際理事会方針書等関連会則に準拠した適正な選挙実施と管理 

２．地区ガバナー、副地区ガバナーの立候補受付及び審査、地区内への広報 

 

(17)  会計監査委員 

１．地区会則に基づき、地区会計を監査する。 

２．監査結果をキャビネット会議及び地区年次大会代議員総会にて報告する。 

 

 

 

 

 

 

 



［ 第 69 回地区年次大会 ］

地区年次大会は３３０－Ｃ区メンバーのための、地区の最高決議機関である代議員総

会、ライオンズや地区の今後を考える分科会やセミナー、一年の総決算の大会式典、

和やかなレセプションと、地区内メンバーが親睦を深める一大イベントです。

【地区年次大会の目的】

・国際協会及び地区の会則及び付則に基づき、地区内の問題に取り組む。

・決議事項を採択する。

・地区ガバナー、第一及び第二副地区ガバナー、必要に応じて他の役員を選出する。

・地域や地区のために功績のあったクラブ、個人を表彰する。

・クラブのアクティビティ、キャビネットの活動の年次報告をする。

・メンバーの関心がある、メンバーのためのセミナー、ワークショップを開催する。

・地区内メンバーの親睦を図る。

開催日 ： 2023年 4月 8日（土）

場  所 ： レイボックホール

住 所 ： さいたま市大宮区大門町 2-40

電 話 ： 048-641-6131

交 通 ： 大宮駅東口より 徒歩 3分

ホストゾーン ： 1 0ゾーン

※尚、コロナウイルス感染症の流行状況により変更になる可能性があります。

［ 第 69 回 330 複合地区年次大会 ］

開 催 日 ： 2023年 5月予定

場 所 ： 東京都 予定

※尚、コロナウイルス感染症の流行状況により変更になる可能性があります。
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［ 第60回ＯＳＥＡＬフォーラム ］ 

東洋東南アジア地域の親善を深めることを目的としてエリアフォーラム（地域大会） 

が開催され、地区およびクラブ役員の指導、教育、意欲喚起を行い、奉仕活動につい 

ての情報交換や意見交換をする場にもなっています。 

開 催 日：2022年11月27日〜30日  

場    所：韓国 済州島  

※尚、コロナウイルス感染症の流行状況により変更になる可能性があります。

［ 第 105 回国際大会 アメリカ・ボストン ］ 

国際大会では、国際役員選挙、国際会則の改正等、国際協会の基本的方針に関する投票 

が行われます。異国の地に集まるメンバーと大会諸行事を楽しむとともに、大いに他国 

のメンバーとの親睦を深め、ライオンズメンバーである意義と誇りを感じてください。 

開 催 日：2023年 7月 1日～5 日 

場   所：アメリカ ボストン 

※尚、コロナウイルス感染症の流行状況により変更になる可能性があります。
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【 アワードについて 】 

アワード内容とその対象については、キャビネット会議での承認を経て正式に決定い

たしますが、基本方針については、以下の通りです。

・各アワードは、年次大会アワード選定会議により優秀賞を選定します。

・ガバナー特別賞はガバナーが選定致します。

・選考結果は地区年次大会にて発表します。

・アワードの種類により対象期間が異なります。

・年次大会アワード選定会議の構成員は、地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二

副地区ガバナー、キャビネット幹事、会計、ゾーン・チェアパーソンとします。

A.個人表彰 対象期間：2022.3.1～2023.2.28 

最優秀賞(金) 期間内に最も活躍した個人 

優秀賞(銀)  活動が優秀と認められた個人 

奨励賞(銅)  今後に期待できる活躍をした個人 

若獅子賞  新人賞 入会３年以内で素晴らしい活躍をした個人 

B.会員増強優秀賞

会員増強優秀賞（クラブ）  2022.3.1～2023.2.28 迄で会員増強をしたクラブ

（金、銀、銅）

会員増強優秀賞（メンバー）2022.3.1～2023.2.28 迄で会員増強をしたスポンサー

（金、銀、銅）

C.エクステンション優秀賞

2022.3.1～2023.2.28の期間で 1クラブ以上のエクステンションをしたクラブ 

（合併等は除く） 

D.こども未来プロジェクト優秀賞

2022.3.1～2023.2.28の期間で下記事業を積極的に開催したクラブ 

ベースボールアカデミー部門優秀賞 

でんじろうサイエンスプロタイアップ・サイエンス教室部門 

速くなる走り方教室部門優秀賞 

E.LCIF優秀賞 正会員（家族会員除く） *②.③はキャビネットで集計致します 

① ＬＣＩＦクラブ優秀賞

2022.7.1〜2023.2.28で最も献金したクラブ　金賞

2022.7.1〜2023.2.28で二番目に献金したクラブ　銀賞

2022.7.1〜2023.2.28で三番目に献金したクラブ　銅賞
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② LCIFメンバー優秀賞

2022.7.1～2023.2.28で最も MJF献金したメンバー（１番目）

2022.7.1～2023.2.28で最も MJF献金したメンバー（２番目）

2022.7.1～2023.2.28で最も MJF献金したメンバー（３番目）

③ 企業献金優秀賞

2022.7.1～2023.2.28で献金した全企業・窓口クラブ

F.アクティビティ優秀賞 *各クラブ 3部門まで申請できます

① 薬物乱用防止啓蒙優秀賞

2022.3.1～2023.2.28までで薬物乱用防止教育等を積極的に開催しているクラブ

② 献血採取量優秀賞

2022.3.1～2023.2.28までで献血採取量が多いクラブ

③ ライオンズクエスト優秀賞

2022.3.1～2023.2.28までで ライフスキル活動を積極的に実践しているクラブ

④ 青少年健全育成優秀賞

2022.3.1～2023.2.28までで青少年健全育成の為の顕著な活動をしたクラブ

⑤ 環境保全優秀賞

2022.3.1～2023.2.28までで環境保全に顕著な活動をしているクラブ

⑥ クラブ広報優秀賞

2022.3.1～2023.2.28まででライオンズクラブの PRに優れたクラブ

⑦ アクティビティ優秀賞

2022.3.1～2023.2.28までで模範・積極的に行ったアクティビティのあるクラブ

⑧ 災害支援優秀賞

2022.3.1～2023.2.28 までで災害支援に顕著な活動をしたクラブ

G.ガバナー特別賞

① 2022.3.1～2023.2.28迄に在籍 50年以上、45年以上、40年以上を迎えたﾒﾝﾊﾞｰ

② 2022.3.1～2023.2.28迄でその他、ライオンズクラブ国際協会の目的を推進し、

地区運営方針に沿って、地区や地域社会に貢献をしたクラブ・メンバー
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【 担当キャビネット副幹事一覧 】 

担当Ｚ 氏 名 クラブ名 連絡先 担当委員会 

９Ｚ 
事務局長 

萩原 学 
富士見 

080-6503-2455 ・国際大会・OSEAL 大会参加

委員会

・選挙管理委員会rxz036241tab@gmail.com 

１Ｚ 

４Z 

副事務局長

秋山 博和 
上尾 

090-8592-0899 ・会則・会員・指導力育成委

員会（GLT委員会）

・LCIF 委員会k-sansui@oboe.ocn.ne.jp

３Ｚ 

６Ｚ 

副幹事 

松本 真実 

大宮 

グリーン 

080-4337-6963 ・奉仕・糖尿病・４献・環境（GST

委員会）委員会

・マーケティング・コミュニケーシ

ョン・EXT・次世代発掘（MCT委員

会）
matsumoto@show-v.co.jp 

８Ｚ 
副幹事 

久保 貴史 
越谷 

090-7240-6674 ・会員維持・増強委員会

（GMT 委員会）

・青少年アグリサイエンス委

員会
kubo@nekokusa.jp 

5Ｚ 
副幹事 

豊田 厚子 
八潮 

080-4166-8313

・薬物乱用防止委員会atsuko.toyoda@brightest-

w.com

7Ｚ 

10Ｚ

副幹事 

嶋村 繁 
大井 

090-1612-8787 ・ライオンズクエスト委員会

・青少年スポーツ文化振興委

員会
shigeru-shimamura@s-

mokuzai.co.jp 

【地区ガバナー】 

 沼田 浩正（川越つばさ LC） 

 携帯 ： 090-1657-6594  Ｅメール ： tomorrowsjoe19701013@gmail.com 

【キャビネット幹事】 

 中村 圭（大宮北 LC） ※アラート・緊急支援特別委員会担当 ※EXT委員会担当

携帯：  090-4365-1656  Ｅメール ： nakamura.d22@outlook.jp 

【キャビネット会計】 

 吉田 和也（川越中央 LC） 

 携帯 ： 090-3064-5272  Ｅメール ： act350@gmail.com 

【キャビネット副会計】 

佐藤 奈穂理（川越 LC） 

携帯 ： 090-3314-9230 Ｅメール ： satou-nahori@tkcnf.or.jp 

２Ｚ 副幹事

横溝　和広 
大宮北 

・情報テクノロジー委員会

（PR・IT委員会）

・地区年次大会委員会sideditch0816@gmail.com

090-8048-1301
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【地区の予定】 

２０２２年 

７月 12 日（火） 地区・複合役員初顔合わせ会

７月 22 日（金） 330-C 地区第 1 回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議

８月  

８月～１０月  

９月～１０月  

※開催未定

１０月１３日（金） 

１１月  

１１月２５日（金） 

２０２３年 

１月３０日（月） 

２月１７日（金） 

クラブ会長会議

ガバナー公式訪問

330-C 地区薬物乱用防止教育認定講師養成講座

330-C 地区第 2 回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議

第 60回 OSEAL フォーラム 韓国 済州島

330-C 地区第 69 回年次大会第 1 回全体会議

330-C 地区新春賀詞交歓会

330-C 地区第 3 回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議

３月 10日（金） 330-C 地区第 69 回年次大会第 2回全体会議

４月 ７日（金） 大宮レイボックホール 

４月 ８日（土）  大宮レイボックホール 

５月 

５月 

６月 ２日（金） 

  ７月 １日（土） 

330-C 地区第 69 回年次大会ﾘﾊｰｻﾙ

330-C 地区第 69 回年次大会

330-C 地区次期三役セミナー

330 複合地区第 69 回年次大会

330-C 地区第 4 回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議

第 105 回国際大会（～7/5） アメリカ・ボストン

【注意】上記予定は変更する場合がございます。常に最新の日程を確認願います。 
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【 2022-2023年度 年会費等 】 

正会員 ・ 家族会員一人目（世帯主） 

賛助会員・名誉会員・終身会員・不在会員・優待会員 

家族会員 

学生会員 
(二人目以降） 

【国際本部】 

１．国際会費 43.0 ドル（年間） 

※ ライオンズレートで円に換算 （毎月レートが変動します）

半額 21.5ドル（年間） 

※ 入会金 35.0ドル 
（家族会員）  35.0ドル 

（学生会員）  0 円 

※ チャーター費 35.0ドル 
（家族会員）  35.0ドル 

（学生会員）  0 円 

※終身会員は一括納入 650.0 ﾄﾞﾙ チャーター費  0 円

【３３０複合地区】 計 3,360円（年間） 計  0 円 

内訳 １．複合地区費 2,760円(230円×12ヶ月） 

※(一社)日本ライオンズ賛助会費 

960円(80円×12ヶ月)含 

0円 

２．複合大会費 600円（50円×12ヶ月） 0円 

【３３０－Ｃ地区】 
計 15,600円（年間） 計 0 円 

内訳 １．地区会費 13,200円(1,100円×12ヶ月) 0円 

２．地区大会費 2,400円 （200円×12ヶ月） 0円 

【３３０－Ｃ地区費 振込先】  

埼玉りそな銀行　霞ヶ関支店　普通預金

口座番号：４１９４５８８

口座名：ライオンズクラブ国際協会　３３０－Ｃ地区　会計　吉田和也 

（ライオンス゛クラフ゛コクサイキヨウカイサンサンセ゛ロシーチク）
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【 キャビネットからのお願い事項 】 
  
 

1. 周年行事・チャリティ事業などで、ガバナー及びキャビネット幹事団への要請事項が

ある場合は、伝達ミスを避けるため、必ず文書にてキャビネット事務局へお申し出下

さい。   

  

2. ホームページでのお知らせやメール配信でのご案内などインターネットを使って発信

するものが多くなります。３３０－Ｃ地区のホームページ及びメールを必ず定期的に

ご確認下さい。  

  

3. キャビネット事務局にメール送信する場合は、必

ず件名欄にクラブ名と件名（○○クラブ△△の件）

等を明記して下さい。  

  

4. 委員会の案内などは、Ｅメールにて配信致します。

その場合、所属クラブにも同報にて配信しますの

でインターネット環境をお持ちでない方には、クラブ事務局での対応をお願い致しま

す。  

 

5. キャビネットからの各種行事案内などで、出欠席のご連絡、登録料のお振込について

は、必ず期限内にお願いします。キャビネット並びに各種委員会より提出期限のある

資料についても、期限内にご提出ください。 

  

6. お振込の際は、口座番号、名義を確認の上、正確な金額を期日までに振り込んで下さ

い。またその際には、振込人の名義は個人名ではなくクラブ名として下さい。なお、

振り込み手数料については各クラブでご負担願います。（振込内容をキャビネット事務

局までＦＡＸもしくは、E-mailにてご連絡ください。）  

 

7. クラブ役員報告について（会長・幹事・会員委員長） 

毎年クラブ役員の報告締め切りは６月１５日です。６月３０日付けで入力される上半

期国際会費請求書が確実に正しい住所に送付されるよう期日までの入力をお願いしま

す。 

但し、書面の会計計算書を郵便で受け取ることを希望していない場合は、MyLCI会計

計算書を確認してください。  
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8. 入会記念品について  

各クラブにて新入会員を迎えて入会式を行う場合は、ガバナーからの歓迎メッセージ

と新入会員ピン、スポンサーのメンバーには感謝状とスポンサーピンの用意がござい

ますので、事前にキャビネットへご連絡下さい。 

   

9. 周年行事について各クラブの周年行事へのガバナーの出席は、原則として、10周年、

20周年、25周年、30周年、40周年、50 周年といたします。  

   

10. ガバナー記念品についてライオンズメンバー以外の方（非ライオンズ会員）が 50％以

上参加される催し（チャリティゴルフ等）には、ガバナー記念品を用意いたしますの

で、事前にキャビネットへご連絡下さい。  

11. ＬＣＩＦについて 

「国際協会送金専用口座」の口座に送金後、所定の用紙で国際本部およびキャビネット

事務局に原則 E-mail にてご報告下さい。（書式は 330-C地区ＨＰよりダウンロード可）  

<ＬＣＩＦ申請書送付先>  

 ○Ｅ-ｍａｉｌの場合 E-mail：lciftokyo@lionsclubs.org 

メール件名に「330-C地区○○ライオンズクラブ ＬＣＩＦ報告」と明記下さい。 

※クレジットカードで寄付を希望される場合 

カードはＶＩＳＡ、マスター、アメックス、ダイナースの４種類のみ利用可能です。 

ＭＪＦクレジットカード寄付専用申請書にてご報告下さい。  

 

※国際協会送金専用口座は、みずほ銀行にクラブごとに振込口座が指定されています。  

専用口座１．会費、クラブ用品 

専用口座２．ＬＣＩＦ寄付金 

専用口座３．チャーター費、国際大会登録料 

 

12. 各種事務所 

○ライオンズクラブ国際協会 太平洋アジア課 

Lions Clubs International Pacific Asian Department  

・住所：300 W. 22nd St. Oak Brook, IL 60523 USA 

・TEL：1-630-571-6953（直通） FAX：1-630-203-3777（直通）  

・e-mail：PacifiAasian@lionsclubs.org 

◆公式サイト（国際協会）       http://www.lionsclubs.org/JA/index.php 

◆公式サイト（太平洋アジア課） http://www.sites.google.com/site/pacificasianja/ 

 

 

○一般社団法人日本ライオンズ 

〒104-0028    東京都中央区八重洲 2-6-15 JOTOビル９階 
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TEL：03-6262-1263 FAX：03-3241-4388  E-mail：jlo@jade.plala.or.jp

※ライオン誌に関しては、

TEL：03-6674-8777 FAX：03-6674-8781  E-mail：edit@thelion.jp

○ライオンズクラブ国際協会ＯＳＥＡＬ調整事務局

〒100-0011   東京都千代田区内幸町 1-3-1幸（さいわい）ビルディング 2Ｆ

TEL：03-4589-5012 FAX：03-6811-2342 E-mail：oseal@lionsclubs.org

※ 国際協会・太平洋アジア課・ＯＳＥＡＬ調整時事務局への各クラブからの問い合わせ

はお控えください。地区キャビネット経由で対応いたします。

○330 複合地区ガバナー協議会事務局

〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-12-9 日本橋グレイスビル２階

TEL：03-3276-5400 FAX：03-3276-5433 E-mail：lions@md330.jp

公式サイト：http://www.md330.jp/index.html

○330-C地区キャビネット事務局

〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町 1-103-1中村ビル５階

TEL：048-658-3304 FAX：048-658-3305

E-mail：cab330c@lionsclubs330c.gr.jp  

公式サイト：http://www.lionsclubs330c.gr.jp/

業務時間：月～金曜日 10:00～18:00  

休業日 ：土日祭日・夏季・冬季

JR京浜東北線「さいたま新都心駅」東口 徒歩２分

※お車でお越しの際は近隣の有料駐車場をご利用下さい。

中村 ビル5階

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ事務局

http://www.lionsclubs-md330.jp/index.html
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【各種書式について】

３３０Ｃ地区ホームページ「各種書式・ロゴダウンロード」ページにアップされます

（７月１日予定）。ダウンロードしてご利用ください。

２.ガバナー記念品
申請書（アクティビティ）

１.ガバナー歓迎の
メッセージ申請書（新入会員）

３.送金明細書
フォーマット

４.薬物乱用防止教
室など対応備品貸出依頼書

５.LCIF寄付報告書 ６.MJFクレジットカード
寄付専用申請書

７.キャンペーン
100モデルクラブ申請書

８.キャンペーン
100リード・メジャーギフト申請書

９.ライオンズクラブ
国際財団（LCIF）
企業寄付申込書



*5人から発足できます

*20人から発足できます（5人揃えばクラブ支部でも結成可能です）

スペシャルティクラブ
とは何でしょう？
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ライオンズクラブ国際協会330－C地区(埼玉県)　キャビネット事務局
〒330－0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1－103－1 中村ビル5F 
℡048－788－2728  FAX048－788－2738
http://www.lionsclubs330c.gr.jp 
E－mail:cab330c@lionsclubs330c.gr.jp

好奇心いっぱいの子供達に、一生の宝物となる体験と経験を！
わくわく、ドキドキ、そして驚きと楽しさ満載の
サイエンスショーを開催してみませんか？

日本の未来を担う子供達に科学の楽しさをお届けいたします！

好奇心いっぱいの子供達に、一生の宝物となる体験と経験を！
わくわく、ドキドキ、そして驚きと楽しさ満載の
サイエンスショーを開催してみませんか？

日本の未来を担う子供達に科学の楽しさをお届けいたします！

サイエンスショーサイエンスショーサイエンスショー

埼玉県内の幼稚園、小学校で米村でんじろう先生監修のサイ
エンス教室を開催しませんか ?（米村でんじろう先生本人で
はなくスタッフキャストが進行いたします。）

科学を通じて未来を担う子供達の創造力を育み、社会的価値
を最大限に発揮できる人材を育成する。

埼玉県内の幼稚園児、小学生

体育館　大規模教室　公民館など社会教育施設等

内　　容

目　　的

対　　象

開催場所

内　　容

目　　的

対　　象

開催場所

地域のこども達の未来を育む活動をしてみませんか?地域のこども達の未来を育む活動をしてみませんか?

ライオンズクラブ国際協会330－C地区(埼玉県)　キャビネット事務局
お問合せお問合せ



ライオンズクラブ国際協会　３３０－C地区
２０２１－２０２２年度

ライオンズクラブ国際協会　３３０－C地区
２０２１－２０２２年度

次期クラブ三役セミナー資料次期クラブ三役セミナー資料

ガバナーズテーマ
あの虹の向こうへ
アクティビティースローガン
未来への投資

ガバナーズテーマ
あの虹の向こうへ
アクティビティースローガン
未来への投資

Passion is contagiousPassion is contagious

～情熱は伝染する～～情熱は伝染する～
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