
第１515回例会 2022.　７．7（木） 於/ANAクラウンプラザホテル宇部

19：00～20：30

国際協会モットー We　Serve　われわれは奉仕する

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ･ｽﾛｰｶﾞﾝ 光と愛を

ガバナー・スローガン 「社会に報恩 皆に感謝 WeServe」

会長テーマ 希望をもって前を向き　We Serve

【開会ゴング並びに開会宣言】 会　長　西田　智

【国旗に敬礼】

【国歌・ライオンズクラブの歌】演奏

【会長挨拶】 会　長　西田　智

【審議事項】 会長　西田　　智

幹事　瀬川　晃一

1 組織構成について（案） （別紙：組織表）

2 2022.7～2023.6　「通常例会」「企画例会」「特別例会」について（案）

　「通常例会」は原則として第１・3木曜日19：00よりANAクラウンプラザホテル宇部（以下ANA）

会場にて開催致します。

　「通常例会」のANA会場以外での開催。

*　納涼例会（8月・ココランド） 2022年8月第一例会

*　献眼登録ACT例会（11月7日・日曜日・宇部まつり会場） 2022年11月第一例会

　「企画例会」・全員登録。

*　納涼例会（8月・ココランド） 2022年8月第1例会

*　CN例会（10月・ANA） 2022年10月第1例会

*　花見例会（4月・ANA） 2023年4月第1例会

*　結成記念例会（5月・ANA） 2023年5月第2例会

　「特別例会」・全員登録。

*　１Ｚ合同例会・ガバナー公式訪問（9月・ANA） 2022年9月26日例会

UBE LIONS CLUB



*　年末家族例会（12月・ANA） 2022年12月16日例会

*　新年祈願例会（1月・ANA） 2023年1月5日例会

*　第69回地区年次大会（4月・宇部市・ANA） 2023年4月16日例会

*　年度末家族例会（6月・ANA) 2023年6月16日例会

3 通常開催日から曜日が変更になる例会について（案）

*　「2022年8月第2例会」 *　「8月25日木曜日」に変更 *　理事会日程変更の為

*　「2022年9月第2例会」 *　「9月26日月曜日」に変更 *　G公式訪問・合同例会の為。

*　「2022年11月第1例会」 *　「11月6日第1日曜日」に変更 *　献眼ACT宇部まつり会場の為。

*　「2022年12月第2例会」 *　「12月16日第3金曜日」に変更 *　年末家族例会の為。

*　「2023年4月第2例会」 *　「4月16日第3日曜日」に変更 *　第68回年次大会の為。

*　「2023年5月第1例会」 *　「5月11日第2木曜日」に変更 *　GWの為。

*　「2023年5月第2例会」 *　「5月25日第4木曜日」に変更 *　GWの為。

*　「2023年6月第2例会」 *　「6月16日第3金曜日」に変更 *　年度末家族例会の為。

4 定理理事会・委員会について（案） *　（別紙：例会・委員会カレンダー）

*　定例理事会は、原則として、月一度第2木曜日19：00～20：00ANAにて開催致します（適宜変更可）。

*　「2022年8月定例理事会」を「8月18日第3木曜日」変更致します（海の日の為）。

*　「2023年5月定例理事会」を「5月18日第3木曜日」変更致します（GWの為）。

*　常設委員会は、原則として、月一度水曜日19：00～開催致します（開催場所・委員長決定・適宜変更可）。

*　委員会の要請があれば会長・幹事が出席致します。

5 委員会名称について（案） ・・・（現行通り）

*　キャビネット2022-2023年　委員会構成・略称表に基づいて、宇部LCの常設委員会名称を下記の表の

とおり一部変更・統一と致します。

6 例会食事の飲物について（案）

YCE委員会 YE生派遣、受入・キャンプ　等

青少年健全育成委員会 薬物乱用防止・平和ポスター・レオライオンズクエスト　児童福祉　等

保健福祉（GST)委員会 保健福祉環境保全委員会
献眼・献血・ヘアードネーション・糖尿病
視聴覚言語障害者福祉・環境保全　等

YCE・市民教養委員会

LCIF委員会 LCIF・MJF・キャンペーン100　等

（キャンペーン100コーディネーター）
（LCIFコーディネーター）

ITによる連絡網の整備　等

GMT委員会

GMT委員会 会員増強（女性会員、家族会員を含む）

（GMTコーディネーター） エクステンション・クラブ支部・運営マニュアル　等

（FWTコーディネーター）

宇部LC委員会名 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ委員会名 所属委員会

GLT委員会

GLT委員会 指導力育成・次代を担うリーダーの発掘、育成

（GSTコーディネーター） 意義あるアクティビティの推奨　等

アラート委員会 災害時即応体制の構築・啓蒙・研修会

MC委員会 MC委員会 PR・ライオンズ情報・獅子吼・大会参加　等

計画・大会委員会



*　例会食事における飲物は各自購入と致します。→チケットは事務局にて購入のこと。（例、ビール＠1000）

（理由）・ANAでの食費バランス、お酒を飲まない方への配慮等。

7 事務所維持費について（案）

*　1人月額5,700円から300円値上げし6,000円と致します

（給与等経理事務はサルビアライオンズいそべ会計事務所小平さんに委託　委託料年間3万円）

※2022年度は宇部ライオンズクラブが担当です。

8 年会費納入について（案） ・・・（現行通り）

*　原則として、年会費半額を上期2022年7月15日（金曜日）、残り半額を下期2023年1月13日

（金曜日）までにお振込をお願い致します。尚、振込手数料は各自ご負担をお願い致します。

9 取引銀行について（案） ・・・（現行通り）

*　山口銀行　西新川支店　普通預金　口座番号　（№6216440）

口座名　宇部ライオンズクラブ　会長　西田　智

10 幹事・会計に対する担保の要否について（案） ・・・（現行通り）

*　幹事・会計に対する担保の要否は否と致します。

11 年会費・食費関係の増減表について（案） （別紙：年会費）

*　増減箇所のみ抜粋した表です（正会員・優待会員）。

※優待会員

12 会員の結婚・誕生日・慶事へのお祝い品ついて（案） ・・・（現行通り）

*　結婚記念日・お誕生日のお祝い金額は5,000円相当の金券もしくは品物と致します。

*　慶事へのお祝い金額は10,000相当の金券もしくは品物と致します。

*　慶事対象者は下記の通り。

還暦祝い（満60歳） 古希祝い（満70歳）

卒寿祝い（満90歳） 米寿祝い(満88歳）

対象者 生年月日 対象者 生年月日

酒田　三男 昭和8年6月3日 土屋　公徳 昭和10年2月22日

阿部　正義 昭和37年12月21日 脇本　政俊 昭和27年9月5日

藤中　義久 昭和38年5月19日

年会費増減計 3,600

対象者 生年月日 対象者 生年月日

西田　智 昭和38年4月16日

3,600

会員拠出金 9,000 会員拠出金 9,000 0

通常会費 127,600 事務局運営費増額 通常会費 124,000

8,400

286,950 年会費増減計 15,450

例会食費 92,400 食費値上げ 例会食費 84,000

0

特別例会費 47,950 食費値上げ 特別例会費 44,500 3,450

会員拠出金 9,000 会員拠出金 9,000

65周年積立金 10,000 65周年積立金 10,000 0

通常会費 127,600 事務局運営費増額 通常例会 124,000 3,600

項 目 金 額 備 考 項 目 金 額 備 考

本年度 昨年度 増 減



銀婚式祝い 年男祝い　うさぎ年

金婚式祝い

13 前３役、副幹事の記念品ついて（案） ・・・（現行通り）

*　前３役、副幹事への記念品については現行通りと致します。

14 理事会欠席者の審議事項同意について（案） ・・・（現行通り）

*　理事会を欠席する理事がFAXまたはメールまたはその他の手段で欠席の意思表示をし、かつ

格別の異議の無い場合は、理事会における審議事項をすべて同意したものと致します。

15 ライオンの呼称並びにローアの取り扱いについて（案） ・・・（別紙参考）

*　上記につき、キャビネット方針（2019-2020.MD336運営マニュアル）を尊重し、下記の

取扱いを提案すると共にその取り扱いは当該年度の会長方針に委ねることと致します。

1.　例会等で呼ぶ場合　　○○○○さん　あるいは　〇〇〇〇会長

2.　例会を含む公式会合で、役職者を紹介する場合　　○○○○会長

3.　名簿等に記載する場合　宇部LC会長　〇○〇〇 　（*この場合は（敬称略）の記載必要）

4.　ローアの合唱（当該年度の会長方針に委ねる）

16 会員寄付金（ドネーション）の運営費繰入について ・・・（現行通り）

*　会員による寄付金（ドネーション）について、特に目的が指定されない場合は運営費に入れる事が

出来るものとします（2018-2019　MD336運営マニュアル１１章）。ただしドネーション本来の意味合い

から、予算として運営費に繰り入れられる寄付金額は事業費で目標とされている寄付金総額の２割を

限度と致します。

17 献血活動の実施について ・・・（現行通り）

*　献血活動を年2回実施致します（尚、別途外部の献血への参加を2回予定しています）。

18 役員・常設委員会委員長の名刺作成について ・・・（現行通り）

*　ライオンズ関係者、並びに一般外部者と接触する機会の多い役員・常設委員会委員長は、

必要に応じて、名刺の作成が出来るものと致します。

19 理事会食費のについて（案） ・・・（現行通り）

*　理事会食費（3,300円）とし飲物は各自で購入することと致します。

（理由）・ANAでの食費バランス、消費税増税、諸物価の高騰、お酒を飲まない方への配慮等。

20 市民教養講座助成金増額について（案）

対象者 結婚年月日

國吉　光志 昭和47年10月21日

塔野　功 昭和47年11月2日

西田　智

阿部　正義 平成9年11月30日 石川　敬久 昭和50年1月29日

対象者 生年月日対象者 結婚年月日

昭和38年4月16日

藤中　義久 昭和38年5月19日

藤田　一也 昭和38年8月16日

渡邉　竜也 昭和38年12月30日



*　教育委員会残額減少とよりよいアクティビティの為　100万から150万

2022年4月現在　口座残高460万　5月市民教養講座講師料　230万　チケット販売600枚120万　110万赤字

　【報告事項】

1 業務分担について

（1） 理事会 ・・・（現行通り）

（2） 例会 ・・・（他現行通り）

（3） 常設委員会 ・・・（現行通り）

2 次期クラブ五役・委員長研修会（出席予定者）について

3 ファインとドネーションについて ・・・（現行通り）

4 例会案内方法について ・・・（現行通り）

*　FAX、あるいはメールにて案内致します。
・・・（現行通り）

5 例会・理事会の禁煙について

*　例会・理事会は禁煙と致します。

結婚記念お祝い 事業費

ドネーション

テーブル寄付金 1,000円以内 事業費

指定なき寄付金 事業費・運営費（20％）

指定寄付金 指定された科目へ

運営費

届出欠席 1,000円 運営費

無断欠席 3,000円 運営費

テール・ツイスター ＹＣＥ・市民教養委員長

ファイン

遅刻 500円 運営費

早退 1,000円

会計 ＭＣ委員長

ライオン・テーマ 保健福祉委員長

会長 GLT委員長

幹事 ＧＭＴ委員長

報告書作成・提出 委員長（担当副会長へ報告）

会長・幹事への出席要請 委員長の要請があれば出席

クラブ五役研修会 クラブ委員長研修会

開催案内 委員会にて担当者決定

出席者への連絡 委員会にて担当者決定

資料作成 委員会にて担当者決定

例会食事（年5回軽食） 幹事

会場確保 委員会にて確保

慶事進行 ライオン・テーマ 例会テーブル席 ライオン・テーマ

幹事報告 幹事 会場設定・ゴング・ライオン旗 ライオン・テーマ

審議事項 幹事 例会ミーティングレポート作成 事務局

承認採決 会長 例会案内（メール or Ｆａｘ） 事務局

幹事報告 幹事 理事会出席者案内連絡 事務局

司会進行 副幹事 例会ミーティングレポート原稿作成 三役

承認採決 会長 理事会資料作成（清書） 事務局

議事録作成 副幹事 理事会出席ノート管理 幹事

司会進行 幹事 理事会案内・メール 事務局

審議事項 担当理事 理事会資料・原稿作成 三役



6 例会テーブルの役員配置について ・・・（現行通り）

*　会長・幹事・前会長（1番テーブル固定）　副幹事（3番テーブル固定）。

7 新会員の席順とスポンサーの役割について ・・・（現行通り）

*　新会員の席は入会から約3か月間はスポンサーと一緒に、かつ毎回異なるテーブルに配置し、

スポンサーは努めて新会員に対し他会員の紹介、ライオニズムの継承に努めることと致します。

8 卓話の謝礼金について ・・・（現行通り）

*　原則として、会員は無償、外部卓話者については知名度、交通費が異なるため、その都度例会に

諮ることと致します。

9 常設委員会委員長の理事会出席について ・・・（現行通り）

*　理事会は必要な場合には、常設委員会の委員長の出席を求めることができるものと致します。

10 特別例会・夏季服装・およびバッジ着用の順守について ・・・（現行通り）

*　納涼例会・花見例会・年末および年度末家族例会の服装は自由と致します。また夏季服装（ノー

ネクタイ）の期間は5月から10月まで。ジャケット着用と致します。ライオンズバッジ着用は順守のこと。

11 ミーティングレポートの発送について ・・・（現行通り）

*　ミーティングレポートは事前に各人（各社）宛にメール（メールが困難な方はFAX）にて発送致します。

12 その他

*　MU出席については必ず前日までに事務局に連絡することと致します。 ・・・（現行通り）

【追加】

＊社会福祉協議会より年会費納入のお礼状が届きました。

＊LCIFキャンペーン100、終了のお知らせ

＊令和４年度宇部市献血す院協議会総会の開催について・・・コロナ感染拡大防止の観点から書面に

　　よる開催といたします。

＊前ガバナー任期満了のお礼並びにキャビネット閉局のお知らせ

＊ガバナー就任の報告とお礼

＊年度末家族例会収支報告書

【結婚記念日の「お祝い】 ﾗｲｵﾝﾃｰﾏｰ　石原哲男

明徳　親典（平成８年　７月　８日）

【記念品贈呈】 ﾗｲｵﾝﾃｰﾏｰ　石原哲男

前役員

前会長 藤中　義久

前幹事 花村　泰成

前会計 有好　浩一

前副幹事 瀬川　晃一

【語らいの時間・自由発言タイム】

【委員会報告】

＊＊＊＊＊　会　　　　食　＊＊＊＊＊



【クラブ会議行事】

ＧＬＴ委員会 ７月13日（水） 19：00～ 於/ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部

ＧＭＴ委員会 ７月13日（水） 19：00～ 於/ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部

計画大会委員会 ７月13日（水） 19：00～ 於/ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部

ＭＣ委員会 ７月13日（水） 19：00～ 於/ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ宇部

【事務局運営委員会】

【趣味の会の報告】

【テールツイスター活動】 テールツイスター　　森本敬造

塔野　功

【受領物】 宇部市社会福祉協議会より、年会費納入のお礼

【配布物】 2022年度会員手帳

【添付物】

1. 宇部ライオンズクラブ組織表(案)

2. 宇部ライオンズクラブ年次計画(案)

3. 宇部ライオンズクラブ年会費算出(案)

4. 宇部ライオンズクラブ収支予算作成内訳(案)

5. 宇部ライオンズクラブ収支予算書(案)比較表

6. 2021年度末家族例会収支報告書

【出席率の報告】 ＧＭＴ委員長　　近本勝彦

【また会う日まで】

【閉会宣言並びに閉会ゴング】 会　長　　西田　智

５３名 欠席者 4名

修正

阿部正義・田中隆穂・俵美将・小林裕幸

阿部正義・田中隆穂・俵美将・小林裕幸

脇本政俊

次回例会は ７月２１日（木）１９：００～

於/ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部

他 ク ラ ブ Ｍ Ｕ 者

Ｍ Ｕ 者

病 気 欠 席

無 届 欠 席

∞∞∞∞∞前例会だより∞∞∞∞∞

（６月１７日）

正 会 員

出 席 率 92.4% 100%

欠 席 者



ライオンズクラブ国際協会　336-D地区　6R-1Z

項　　目

通 常 会 費 127,600 124,000 114,000 127,600 124,000 30,000

例 会 食 費 92,400 84,000 63,000 　　例会出席時徴収 　　例会出席時徴収 　　例会出席時徴収

65周年行事積立金 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

会員拠出金 9,000 9,000 0 9,000 9,000

特別例会費 47,950 44,500 22,500 0 　　御初穂料 1,000

そ の 他 0 0 0 0 0

年 間 合 計 286,950 271,500 209,500 146,600 144,000 30,000

前期納入額 143,475 135,750 104,750 73,300 72,000 　　一括納入

後期納入額 143,475 135,750 104,750 73,300 72,000

例会食費  ＠3,850×24 92,400 昨年度  ＠3,500×24 84,000

理事会食費  ＠3,300×12 39,600 昨年度  ＠3,000×12 36,000

3,000 3,000

市民教養講座 9,000 2,200 2,000

7,150 6,500

12,100 11,000

2,200 2,000

7,000 7,000

2,200 2,000

12,100 11,000

合計 9,000 47,950 44,500

＊　優待会員・特別終身会員の例会出席に関しては、その都度例会のタイプに応じて食費を徴収致します。

年会費算出 （案）　２０２2．７月～２０２3．６月

正会員（53名） 優待会員（3名） 終身会員（1名）

本年度（2022-2023） 昨年度（2021-2022） 一昨年度（2020-2021） 本年度（2022-2023） 昨年度（2021-2020） 本年度（2022-2023）

会員拠出金内訳

本年度（2021-2022）

特別例会費内訳

本年度（2022-2023） 昨年度（2021-2022）

納涼例会（ココランド） 納涼例会（ANAビアホール）

CN記念例会 CN記念例会

6R-1Z　合同例会 6R-1Z　合同例会

年末家族例会 年末家族例会

花見例会（ANA）

合計 合計

花見例会（ANA）

結成記念例会 結成記念例会

年度末家族例会 年度末家族例会

地区年次大会（宇部市） 地区年次大会（松江市）

年会費



ライオンズクラブ国際協会　336-D地区　6R-1Z *　小計・合計が収支予算比較表シートとリンクしています。 　　　　　　　　*　正会員：53名　優待会員：3名　終身会員：１名　（総員57名）

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

288,960 120,000

10,320

8,400 小計 120,000

6,762,800

382,800

小計 307,680 30,000

55,680 255,200

153,120

3,042

小計 7,430,800

200,000

小計 211,842 小計 200,000

626,400 10,000

125,280

小計 10,000

0

小計 751,680

小計 0

30,000 0

36,000

3,000

24,000 小計 0

1,000,000

93,000 小計 1,000,000

昼食代　1,500×2名

年次大会派遣費

336複合地区68回年次大会福山市 登録料　15,000×2名

雑　収　入

宿泊料　12,000×2名

LC基金繰入

小計

次期会長・幹事 旅費　18,000×2名

受取り利息

地　区　費

地区費 ＠900×12ヶ月×58名

ファイン地区大会費 ＠180×12ヶ月×58名

会員寄付金

事業費（ドネーション）より繰入

複合地区費

複合地区大会費 ＠80×12ヶ月×58名 新会員（予定）2名 ＠127,600×2名

複合地区運営費 ＠220×12ヶ月×58名

（複合地区費140円＋日本LC賛助会費80円）

ライオン誌送料 ＠507×6ヶ月

（入会金）新会員2名 35＄×＠120×2名

⋆（国際協会会費は終身会員のみ免除）

通常会費

正会員　53名

2022年・7月～2023年・6月　宇部ライオンズクラブ年次予算作成内訳　

支出運営費 収入運営費

適　　　用 内　　　訳 適　　　用 内　　　訳

国際協会会費

会員56名（終身会員除く） 43.0＄×＠120×56名

入　会　金

新入会員（予定）　2名 ＠60,000×2名

新会員（2名） 43.0＄×＠120×2名

＠127,600×53名

優待会員　3名 ＠127,600×3名

終身会員1名 ＠30,000×1名

予算内訳　1



[運営費]

科　目 金　額 科　目 金　額

4,248,000
小計 4,248,000

180,000
120,000
72,000
48,000
18,000
12,000
6,000

20,000

小計 476,000
500,000

小計 500,000
10,500
15,000
15,000

小計 40,500
13,000
70,000
18,600

小計 101,600
18,000
12,000

230,000
450,000
10,000

小計 720,000

会報誌あゆみ 一式図書印刷費

名刺（会長・幹事・会計・6委員長） ＠2,000×9名

ライオンズ必携 ＠200×60冊

通　信　費

領収書・封筒・新会員用シール

会員手帳 一式

サーバーレンタル料

請求書・レポート送料等切手代

ULCホームページ更新料

旅　　　費

クラブ委員長研修会　6名 ＠1500×6名

次期クラブ三役研修会 ＠5000×3名

新会員オリエンテーション旅費 ＠1,500×10名

地区役員活動費

キャビネット副幹事・大会副会長 ２名分

会　議　費

ｶﾞﾊﾞﾅｰ諮問委員会　四役3回+1 ＠12,000×5名×3回

ｶﾞﾊﾞﾅｰ諮問委員会　新現１回 ＠12,000×10名

ﾏﾆｭｱﾙ本＠1,500×4冊

新会員オリエンテーション登録料 ＠2,000×10名

クラブ委員長研修会 ＠3,000×6名

次期クラブ三役研修会　3名 登録料＠4,000×3名

＠12,000×2名×3回

会長・幹事会　新旧１回 ＠12,000×4名

会長・幹事会　3回

事務所維持費
会員59名（正会員+新会員+優待+終身） ＠6,000×12ヶ月×59名

支出運営費 収入運営費

適　用 内　訳 適　用 内　訳

予算内訳　2



[運営費]

科　目 金　額 科　目 金　額

30,000
30,000
10,000
6,000

30,000
5,000

50,000
39,000
45,000

24,000
50,000
24,000

283,000
275,000
30,000
10,000
10,000
10,000
20,000
10,000
10,000
30,000
59,000

464,000
10,000
1,920

45,000
5,000

61,920
471,578
471,578

8,760,800 8,760,800
支出運営費計 収入運営費計

小計

小計

予　備　費

雑　　　費
副幹事（商品券） ＠5,000×1名

前三役記念品3名 ＠15,000×3名

小計

振込み手数料

新会員キット　2組 8＄×＠120×2組

慶　弔　費

結婚記念日・誕生日お祝い ＠5,000×55名（金2銀1）

還暦祝い ＠10,000×3名

新年祈願御初穂料 一式

新年祈願琴崎八幡宮お札 ＠1,000×59名

年男祝い　うさぎ年 ＠2,000×5名

＠10,000×1名米寿祝い（88歳）　土屋

 ＠12000×2名

 ＠12000×2名

銀婚式（25年）祝い　阿部 ＠10,000×1名

金婚式（50年）　國吉・塔野 ＠10,000×2名

＠10,000×1名

卒寿祝（90歳）　　酒田 ＠10,000×1名

古希祝い（70歳）  脇本

広島鯉城65周年交通費  ＠15000×3名

小計

第30回UBEビエンナーレ開会式

広島鯉城65周年ご祝儀

広島鯉城65周年登録料  ＠13000×3名

かたばみ40周年登録料

ハーモニー20周年ご祝儀

ハーモニー20周年登録料

適　用 内　訳 適　用 内　訳

交　際　費

㈳ 宇部青年会議所新年懇親祝儀 ＠10,000×1名

宇部日報広告 １クラブ当り ＠3,000×2回

事務用品費
元帳・ﾌｧｲﾙ・ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ・ﾊﾟｿｺﾝｲﾝｸ他

外部卓話謝礼金  ＠10,000×3名

小計

支出運営費 収入運営費

予算内訳　3



[事業費]

科　目 金　額 科　目 金　額

15,000 2,300,000
2,400

40,000 小計 2,300,000
5,000 504,000

ＹCＥ・市民教養 132,000 18,000
委員会 1,500,000 会員拠出金

50,000 （市民教養講座）

小計 522,000
小計 1,744,400 0

10,000
5,000 小計 0

250,000
300,000

保健福祉（GST) 200,000 小計

委員会 50,000

小計 815,000
10,000
10,000
10,000

小計 30,000
50,000
50,000

132,600

小計 232,600

支出事業費計 収入事業費計

その他

予　備　費

DVD作成費他

アラート基金

統一アクティビティ

赤い羽根共同募金（宇部市会）

緑の募金

宇部市ニューカッスル友好協会

TOKIWAファンタジア関連製作支援金

献眼アクティビティ（登録者粗品他） 景品・キャラ風船他

LC基金繰入献血アクティビティ（登録者粗品）*２回 景品他・EENA大使2名他

福祉機関・団体への奉仕活動

宇部市社会福祉協議会・特別会員 年会費

世界ライオンズデー（早朝清掃飲物）

受取り利息

日本LCIF

ＬＣＩＦ拠出金 20＄×＠120×55名 新会員2名（予定） ＠9,000×2名

市民教養講座助成金

宇部市留学生交流会 忘年会会費 正会員53名・優待会員3名 ＠9,000×56名

宇部留学生交流会 年会費・当日会費

会員寄付金
ドネーション

平和ポスターキット1組 20＄×＠120

国際平和ポスター図書券 ＠2,000×20名

支出事業費 収入事業費

適　用 内　訳 適　用 内　訳

予算内訳　4



2,822,000 2,822,000
支出事業費計 収入事業費計

予算内訳　5



[例会食費]

科　目 金　額 科　目 金　額

5,082,000 5,082,000
小計 5,082,000

0
小計 5,082,000 小計 0

5,082,000 5,082,000

[特別会食費]

科　目 金　額 科　目 金　額

2,637,250 165,000
393,250
121,000
665,500
121,000
385,000
121,000
665,500

小計 2,637,250
0

小計 2,637,250 小計 0

2,637,250 2,637,250

[理事会食費]

収入理事会食費

科　目 金　額 科　目 金　額

633,600 633,600
小計 633,600

0
小計 633,600 小計 0

支出理事会食費計 収入理事会食費計

受取利息

理事会食費

役員15名+オブザーバー1名 ＠3,300×16名×12回
理事会食費

役員15名+オブザーバー1名 ＠3,300×16名×12回

オブザーバーは大会副委員長　俵

適　用 内　訳 適　用 内　訳

支出特別会食費計 収入特別会食費計

受取利息

結成記念例会

支出理事会食費

花見例会 ＠2,200×55

地区年次大会 ＠7,000×55

CN例会 ＠2,200×55

年末家族例会 ＠12,100×55

特別会食費

支払特別会食費 ＠47,950×55

特別会食費

納涼例会 ＠3,000×55

6R-1Z合同例会（全員登録） ＠7,150×55

＠2,200×55

年度末家族例会 ＠12,100×55

支出特別会食費 収入特別会食費

適　用 内　訳 適　用 内　訳

支出例会食費計 収入例会食費計

受取利息

例会食費

支払食費（正会員53名+新会員2名） ＠3,850×55名×24回
例会食費

収入例会 ＠3,850×55名×24回

支出例会食費 収入例会食費

適　用 内　訳 適　用 内　訳

予算内訳　6



633,600 633,600
支出理事会食費計 収入理事会食費計

予算内訳　7



2022年度 2021年度 2022年度 2021年度
予算 予算 予算 予算

国際協会会費 307,680 287,040 20,640 前年度繰越金 0 0
複合地区費 211,842 201,042 10,800 入　会　金 120,000 120,000 0
地　区　費 751,680 712,800 38,880 通常会費 7,430,800 6,726,000 704,800

年次大会派遣費 93,000 417,000 -324,000 会員寄付金 200,000 200,000 0

運 事務所維持費 4,248,000 3,762,000 486,000 ファイン 10,000 10,000 0
会　議　費 476,000 353,000 123,000 受取り利息 0 0 0

地区役員活動費 500,000 600,000 -100,000 雑　収　入 0 0 0
旅　　　費 40,500 40,500 0 LC基金繰入 1,000,000 1,000,000 0

営 通　信　費 101,600 100,760 840
図書印刷費 720,000 720,000 0
事務用品費 30,000 30,000 0
交　際　費 283,000 51,000 232,000

費 慶　弔　費 464,000 466,000 -2,000
雑　　　費 61,920 61,920 0
予　備　費 471,578 252,938 218,640

合計 8,760,800 8,056,000 704,800 合計 8,760,800 8,056,000 704,800
YCE・市民教養委員会 1,744,400 1,244,400 500,000 前年度繰越金 0 0

事 保健福祉委員会 815,000 815,000 0 会員寄付金 2,300,000 1,800,000 500,000

業 統一アクティビティ 30,000 30,000 0 会員拠出金 522,000 486,000 36,000

費 予　備　費 232,600 196,600 36,000 受取り利息 0 0 0

会 0 LC基金繰入 0 0

計
合計 2,822,000 2,286,000 536,000 合計 2,822,000 2,286,000 536,000

例 例会食費 5,082,000 4,284,000 798,000 例会食費 5,082,000 4,284,000 798,000

会 受取利息 0 0 0

食

費 合計 5,082,000 4,284,000 798,000 合計 5,082,000 4,284,000 798,000
一般会計合計 16,664,800 14,626,000 2,038,800 一般会計合計 16,664,800 14,626,000 2,038,800

特 特別会食費 2,637,250 2,269,500 367,750 特別会食費 2,637,250 2,269,500 367,750

別 受取利息 0 0

例

会 合計 2,637,250 2,269,500 367,750 合計 2,637,250 2,269,500 367,750

次年度繰越金 2,159,946 1,630,930 529,016 前年度繰越金 1,569,946 1,029,935 540,011

周 会員拠出金 590,000 550,000 40,000

年 受取利息 0 0 0

行

事
合計 2,159,946 1,630,930 529,016 合計 2,159,946 1,579,935 580,011

次年度繰越金 6,327,611 3,547,611 2,780,000 前年度繰越金 7,327,611 4,547,611 2,780,000

L 運営費へ拠出 1,000,000 1,000,000 受取利息 0 0 0

C

基 *　１Ｚ合同例会・ガバナー公式訪問（９月・ANA）

金
合計 7,327,611 4,547,611 2,780,000 合計 7,327,611 4,547,611 2,780,000

宇部ライオンズクラブ収支予算書（案）

ライオンズクラブ国際協会　336-D地区　6R-1Z

支出の部 収入の部

科目 差額 科目 差額

予算比較表


