
 

 

 

追加事項 

 



第２回キャビネット会議資料集 追加事項及び正誤表 

 

【330－C 地区 審議事項】 

P58 (追加)   LCIF 地区シェアリング交付金申請の件      P2-P12 

 

【330－C 地区 委員会報告事項】 

P77 （修正）  オリンピック・パラリンピック・スペシャルオリンピックス 

支援特別委員会 

 

最終行 （誤）「協議」 → （正）「競技」                 
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2021 年 10 月 29 日 

330-C 地区キャビネット会議 

 

提案者： 地区ガバナー  

  Ｌ．藤井 栄一 

 

 

議  題：LCIF 地区シェアリング交付金申請の件 
 

 

提案種別： 審議 

 

提案内容：LCIF 地区シェアリング交付金申請の件 

 
別紙のとおり 

 

2



1 
 

 

地区及びクラブシェアリング交付金申請書/DCG Application 

提出先：lcifdistrictandclub@lionsclubs.org 

１ 申請の概要/Project Description 

申請年月日/Application Date     2021 年/Year 10 月/Month 29 日/Date 

申請者/Applicant 
地区またはクラブを選択（☑） 

☑地区      ３３０－C  （地区名を記入） 
□クラブ                                                               
       （地区名およびクラブ名を記入）      

記入者氏名と連絡先/Contact 
Information 
 
 
 
※LCIF や所属地区のリーダーからの

内容確認に対応できる連絡先を記入 

氏名（漢字）: 勝呂 太郎 
 
Name（ローマ字）: suguro taro 
 
電話/Phone: 090-3961-5351 
                          
E メール/Email:    l.t.suguro@gmail.com                   

１．事業名/Project Name 抗原検査キット、エプロンガウン、グローブ、フェイス

ガード配布によるウイルス感染予防及び感染拡大防止・

ライオンズクラブ PR 事業 
２．実施場所/Project Location 
(市町村名、住所など) 

埼玉県全域の公立高校 

３．LCIF への申請額(ドル) 
Amount of funds requested ($) 

12,730 ドル 
 

４．この事業で直接的に奉仕

を受ける人々の数/The 
Number of Direct Beneficiaries 

400 人 

５．この事業で取り組む課題

（箇条書きで簡潔に） 
Issues to be addressed  
添付資料/Supplement attached 
  ☑はい/Yes   □いいえ/No 

１．高校生のワクチン接種率が低いため、感染拡大の恐

れがあるので感染防止のため 
２．無症状感染者が発見されにくいため感染防止の意味

で配布 
３．その手段として、地域行政に検査キット等を地域に

配り啓蒙 
６．事業の進め方 
（協力団体等の情報も記入） 
Project Details & Collaborators 

埼玉県に検査キット等を寄付し県より必要な公立学校に

配布してもらう。 
地元新聞社に掲載してもらう。 

７．スケジュールと計画/Plan of Action & Timeline  
 

 _2021___年/year__11____月頃/month 検査キット等を発注（承認後） 
 _2021___年/year__12____月頃/month 検査キット等を県へ発送 
 ________年/year________月頃/month   
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２ 事業予算/Project Budget 下記の表を用いて事業全般の項目別予算を記入して下さい。 

※必要に応じて行を増やしてかまいません。 

収入/Income（ドル/$） 

(交付金のほか、他団体からの収入、クラブや地区がフ

ァンドレイジングで得る収入等、この事業で使用する

全収入予算を記入) 

支出/Expenses（ドル/$） 

(左に記入する収入を使い、この事業で支払う全

経費を項目別に記入。交付金が費用の一部であ

る場合には、どこに交付金が使われるのか明記) 

交付金申請額/Amount of DCG 
funds requested 

12,730 ドル/$   1.クロスオーバー（抗原

検査キット、使い捨て

エプロン、フェイスガ

ード、グローブ、マス

クセット） 

11,622 ドル/$ 

その他収入源/Other Sources 

1. 

             ドル/$ 2. ロータスサイン（ス

テッカー、ポスター、

デザイン料） 

1,108 ドル/$ 

2.  3.   

3.  4.   

4.  5.  

5.  6.  

6.  7.  

合計/Total Sum 12,730 ドル/$ 合計/Total Sum 12,730 ドル/$ 
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３ 申請の承認/Application Endorsement 

地区申請の場合は地区承認、クラブ申

請の場合は、クラブ承認にチェックし

てください。 
承認の証拠として申請金額を明記した

会議議事録を添付してください。 
See attached meeting minutes. 

☑ 地区承認/District Approval－当交付金申請が審議さ

れ、承認された地区キャビネット会議議事録の写しを添

付します。 
□ クラブ承認/Club Approval－当交付金申請が審議さ

れ、承認されたクラブ会議議録の写しを添付します。 

３．署名による承認 
  Signature Endorsement 
 
クラブが申請する場合にはクラブ会長

が、地区が申請する場合には、地区ガ

バナーが署名し、 交付金管理責任者と

なります。 
Grant Administrator: Current District 
Governor or Club President of the 
applicant’s district or club 
 
 

「私は LCIF の DCG 申請書を精査したことをここに証明

します。私が知る限りにおいて、提出される情報は正確

であり、記載された通りのニーズが存在します。私はこ

の提案書を承認し、交付金の適正かつ効果的な利用、 適
正な会計報告、ライオンズクラブ国際財団への報告責任

を担保するため、支給される交付金全額の管理責任者と

して出来る限りのことをいたします。」 
 
 
 
地区ガバナーまたはクラブ会長の署名 
 
 
 

地区ガバナーまたはクラブ会長の氏名（活字体で記入） 
 
                          

（          ） 

地区名またはクラブ名（クラブの場合はクラブ番号） 
                     
  
□地区 LCIF コーディネーターの確認 
 
   
□複合地区 LICF コーディネーターの確認 
 
 
 

 

 提出前に LCIF 地区コーディネーター及び複合地区コーディネーターに確認してもら

ってください。 
 申請書の提出は本部新興イニシアチブ課 lcifdistrictandclub@lionsclubs.org までお願い

します。写しを LCIFTokyo@lionsclubs.org に入れてください。 
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下記の通りお見積致しますので、よろしくお願い申し上げます。

受渡期日
納入場所
取引条件
有効期間

合計金額

件名

数量 単位 単価 金額

25 枚 3,500 87,500

1 セット 20,000 20,000

1 式 5,000 5,000

小合計

合計

消費税

112,500

・各種 レイアウトデザイン費

従来通り

・LCIF PR 各種サイン

本社･工場 〒349-0113 埼玉県蓮田市桜台3-10-7

・PR用 A1ポースター・ポスターフレームセット

段ボールサイズ　抗原検査キット H330×W500＝5箱 　エプロンガウン H380×W550＝4箱　

11,250

112,500

令和3年10月15日

1年間

品名

TEL 048-768-6609  FAX 048-768-8712

¥123,750 担当   田口 真悟 TEL 080-1092-5199

ライオンズクラブ国際協会330-地区様

お見積書

・寄贈段ボール箱用 各サイズステッカー

  フェイスガード・グローブ・マスクセットセットH370×W680＝16箱
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CrossOver 8

ご提案②

抗原検査キット/エプスライン®SARS-CoV-2

※色味やデザインは多少変更になる可能性がございます。

概 要

・本製品は日本で初めて厚生労働省(日本国)から認可を受けた国産の抗原検

査 キットになります。

・鼻の入り口から２㎝程度の挿入で検査ができ、鼻の奥(鼻咽頭)まで綿棒を挿

入する必要がありません

新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品（検査キット）の承認情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html

審 査 概 要

https://www.mhlw.go.jp/content/11124500/000642328.pdf

＊鼻腔ぬぐい液検体の採取方法は、ページ下部の動画もご参考ください。

操 作 手 順 の 動 画 （ 音 声 入 り）はこちら

https://youtu.be/zrMt8PmPSRw

鼻 腔 ぬぐい 液 検 体 採 取 方 法 はこちら

https://youtu.be/T5iVMjIsCaY
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CrossOver 99

ご提案②

フェイスガード・グローブ・マスクセット

箱サイズ：60×250×60mm
材質：
　グローブ /天然ゴム
　フェイスガード /PET・ポリエステル・ポリウレタン
　不織布マスク /PP(不織布)
製造：中国
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CrossOver 1010

ご提案②

使い捨てエプロンガウン

※色味やデザインは多少変更になる可能性がございます。

商品サイズ：約193x115cm

材質：PEVA

色：ブルー

個包装
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