
 

 

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．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、審議でよろしくお願い致します。尚本件は、標準版地区会則第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の審議が有効となります。 

 

                                                     

 

 

ガバナー提出案件１． LCIF地区シェアリング交付金事業報告の件 

 

   ２頁～９頁に記載 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



ガバナー提出案件１．LCIF 地区シェアリング交付金事業報告の件 

令和 3 年 12 月 15 日、LCIF 地区シェアリング交付金を活用した３３０C 地区７４クラブの奉仕事業として、新

型コロナウイルス感染症対策「抗原検査キット等」を埼玉県に寄贈するにあたり、大野元裕埼玉県知事を訪問し

贈呈式を行いました。 

県立学校の生徒の発熱時の初動対応として、新型コロナウイルス感染判定に活用されます。 

 

寄贈品 

１．抗原検査キット（エスプライン SARS-CoV-２） 410 個 

２．使い捨てエプロンガウン            410 枚 

３．フェイスガード・グローブ・マスクセット    400 セット 
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地区及びクラブシェアリング交付金報告書/DCG Project Report 

提出先：lcifdistrictandclub@lionsclubs.org 

事業完了から 45 日以内にご提出ください。Submit within 45 days of project completion. 

完了事業の概要/General Grant Project Information 

交付金番号/Tracking Number DCG20387-330C_LCIF 

事業開始日/Project Start Date   2021 年/Year 11 月/Month 11 日/Date 

事業完了日/Completion Date      2021 年/Year 12 月/Month 15 日/Date 

事業実施地区またはクラブ名 
District/Club 
（クラブ事業の場合は地区名も記入） 

     
District  330 C        

記入責任者氏名と連絡先 
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/Name 

 勝呂太郎/suguro taro 

Phone:09039615351 
E メー

ル:l.t.suguro@gmail.com 

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 

事業実施場所/Project Location 

(市町村名、住所など) 

埼玉県全域の公立高校 

LCIF からの交付金額/Amount of 
DCG funds received 
 

 

12,730 ドル 
 

 

交付金のインパクトおよび受益者/ Impact of Grant & Beneficiaries 

この事業で直接的に奉仕を受け

た人々の数/The Number of 
Direct Beneficiaries 

 

410 人 

直接的な受益者数の算出方法
/Ways in which the number was 
calculated. 

 

410 人分の抗原検査キットの寄贈 

この事業の間接的な受益者の数
/The Number of Indirect 
Beneficiaries 

 

820 人 

間接的な受益者数の算出方法
/Ways in which the number was 
calculated.  

1 組の検査キットに対し 1 組の採取者に対する感染防止

キット 

事業効果は長期的か短期的か?

もし長期的であれば、今後受益

者数はどのように増えるか？Is 
the project impact long-term or 
short-term?  If long-term, what 
will be the projected number of 
beneficiaries in the future? 

短期的である。 

感染が疑われる生徒に関し抗原検査を行う。 
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事業では予想通りの効果が得ら

れたか？/How does the actual 
impact of the project in 
comparison with the estimated 
impact?   

・これから冬に向けてコロナウイルスの感染拡大が懸

念される時期の前に検査キット等を寄贈できたことで

感染拡大防止につなげることができた。 

・記者発表を行う事で LCIF の PR を行う事ができた。 

 

叙述による報告/Narrative Report 

この事業を行うに至った地域の

状況 

【箇条書きで簡潔に】 
Description of the Community 
Served. 
 

・PCR検査に至る前の抗原キットの購入費用は公的手当

がないため有料となる。 

・抗原検査は短時間で且つどこでも行える一方で、

喉、鼻等の検体を採取する際に、採取者がウイルスに

曝露する危険性を有している。 

・たとえば具合の悪い子供に抗原検査を行うことを逡

巡する学校が多い。 

事業で具体的に行った活動 

【箇条書きで簡潔に】 
Details of activities conducted. 

・感染拡大の恐れがあるので感染防止のために抗原検

査キットの寄贈 

・採取者のウイルス曝露するに対する予防キットの寄

贈 

・記者発表による LCIFの PR 

事業目的は達成されたか？ 
Were the project goals met?  

・コロナウイルスの感染拡大防止につなげることがで

きた。 

・LCIF の PR を行う事ができた。 

直面した制約や困難 

【箇条書きで簡潔に】 
Limitations and difficulties during 
the project 

なし 

事業に直接関わって活動したラ

イオンズの数/The number of 
lions directly involved in the 
project  

７４クラブ 
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財務報告/Financial Report  

下記の表に、LCIF 交付金とクラブや地区などからの拠出金が事業のためにどのように使われ

たか項目別に正確に記入してください。LCIF の要請に応じて提出できるように、領収書やレ

シートは保管しておいてください。 

必要に応じて行を増やして構いません。 

受け取った交付金を全額使わなかった場合には LCIF に返金する必要があります。 

 

 

返金額の有無  なし   

「あり」の場合は報告書審査後に返金手続きについてご案内します  

日付/Date 支払相手先名/Vendor 金額/Amount

（日本円/JPY） 

支払い内容/Expense Items（申請書に

記載した支出毎に実際支払った内容

を簡潔に記入） 

2021/11/30 新日本薬品（株） 992,200 円 エスプライン SARS-CoV-2(抗原検査キ

ット) 

2021/11/30 クロスオーバー（株） 331,498 円 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 

2021/11/30 （株）ロータスサイン 123,750 円 寄贈段ボール箱用ステッカー、PR 用

ポスター、デザイン料 
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LCIF 事業の明示と広報および報告書の承認/LCIF Identification, Project Publicity & Endorsement 

LCIF 事業であることの明示 
LCIF Identification 

事業が有形物を伴う場合には、それがLCIFによって実現されたことを示す表記がなさ

れていることを確かめられる写真を添付してください。（添付されている場合はチェックし

てください）See attached photos 

広報活動 
Project Publicity 

事業の受益者の様子をとらえた写真と、該当する場合には交付金が充てられた資

材/建物の写真を添付してください。（添付されている場合チェックしてください） 

See attached photos 

報告書の署名による承認 
Report Endorsement 
 

クラブが申請した場合には

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 signs this 
form. 

□ 交付金を受けた地区またはクラブが最終報告書を確認し、LCIFへの提出を

承認したことを、キャビネット会議の議事録またはクラブ例会の議事録を添え

ることにより立証してください。【添付されている場合チェックしてください】 

 

 
 

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 コーディネーターによる確認 
 
 

□複合地区 LCIF コーディネーターによる確認 
 
 

 

➢ 報告書は地区キャビネット会議（地区申請の場合）またはクラブ定例会議（クラブ

申請の場合）の承認が必要です。承認の証拠として会議議事録を報告書と一緒にご

提出ください。また、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

ーターの確認を得てください。 

➢ 写真ファイルは圧縮してご提出ください。 

➢ 提出先の際、LCIFTokyo@lionsclubs.orgに写しを入れてください。 
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