
地区費・その他 納入先一覧 

諸会費項目 会員 1名当りの金額 請求書 振込先 納入期限 

Ｄ
地
区
会
費 

地区会費 

(月額 1人 850円、年額 10,200円) 

上半期=850円×6ヵ月=5,100円 

下半期=850円×6ヵ月=5,100円 
日本ライオンズ

連絡事務所より 

請求書発送。 

 

◆上半期 

6月末会員数で 

7月下旬発送 

 

◆下半期 

12 月末会員数で

1月下旬発送 

群馬銀行 本店営業部 

普通預金 2508653 

ライオンズクラブ国際協会 

333-D地区 

会計 根岸 久美 

◆上半期(7月～12月) 

8月末日までに振込 

 

 

 

 

◆下半期(1月～6月) 

2月末日までに振込 

 

地区大会費 

(月額 1人 200円、年額 2,400円) 

上半期=200円×6ヵ月=1,200円 

下半期=200円×6ヵ月=1,200円 

Ｄ
地
区
特
別
負
担
金 

ライオンズ広報経費協力金 
年額 1人 400円 

＊上半期会費と一緒に納入 

青少年育成基金 
年額 1人 800円 

＊上半期会費と一緒に納入 

アイバンク拠出金 
年額 1人 1,000円 

＊上半期会費と一緒に納入 

災害見舞積立金 
年額 1人 300円 

＊上半期会費と一緒に納入 

国際サマーキャンプ協力金 
年額 1人 300円 

＊上半期会費と一緒に納入 

 

☆東京オリンピック・パラリンピック協賛について 

２０２０年開催予定の東京オリンピック・パラリンピックについて、全日本レベル

で協力拠出金会員１人当たり５，０００円の拠出が提案され、了承。 

第６１回３３３複合地区年次大会にて決議、２０１５年度より施行。 

会員一人当たり年額１，０００円、５年間の特別会費徴収とする。 

２０１５年上半期 1，０００円 

２０１６年上半期 1，０００円 

２０１７年上半期 1，０００円 

２０１８年上半期 1，０００円 

２０１９年上半期 1，０００円 
 



諸会費項目 会員 1名当りの金額 請求書 振込先 納入期限 

333

複

合

地

区

会

費 

333複合地区費 

(月額 1人 140円、年額 1,680円) 

上半期=140円×6ヵ月=840円 

下半期=140円×6ヵ月=840円 

日本ライオンズ

連絡事務所より 

◆上半期 

6月末会員数で 

7月下旬発送 

◆下半期 

12 月末会員数で

1月下旬発送 

みずほ銀行 上野支店 

普通預金 1789647 

333複合地区ガバナー協議会 

 

 

◆上半期(7月～12月) 

8月末日までに振込 

◆下半期(1月～6月) 

2月末日までに振込 

 

333複合地区大会費 

(月額 1人 70円、年額 840円) 

上半期=70円×6ヵ月=420円 

下半期=70円×6ヵ月=420円 

＊333複合地区家族会員 

（2人目以降～） 

年額 1人 500円 

＊請求時に納入する。 

(但し 2013年 7月以降入会は無料) 

◆上期の請求書

に含まれる。 

(該当クラブへ） 

◆上半期(7 月～12 月)分

として 8 月末日までに振

込 ＊333複合地区支部会員 
年額 1人 500円 

＊請求時に納入する。 

333

複

合

負

担

金 

青少年健全育成資金 
年額 会員 1人当たり 500円 

＊上半期に納入する。 

◆年額会費は上

期に、上・下徴収

は上期下期の請

求書に含まれる。 

みずほ銀行 上野支店 

普通預金 1789647 

333複合地区ガバナー協議会 

牛木 護 

◆上半期(7 月～12 月)分

は 8月末日までに振込 

◆下半期（1月～6月）分

は 2月末日までに振込 

国際理事支援資金 
年額 会員 1人当たり 100円 

＊上半期に納入する。 

緊急援助資金 
年額 会員 1人当たり 500円 

＊上半期に納入する。 

第 99回福岡国際大会協力金 上半期 会員 1人当たり 1,000円 

 

☆第９９回福岡国際大会協力金について 

２０１６年開催予定の福岡国際大会について、全日本レベルで協力拠出

金会員１人当たり５，０００円の拠出が提案され、了承。 

第６０回３３３複合地区年次大会にて決議、２０１３年度より施行。 

残すところ、２０１５年上半期の１，０００円を納付して終了。 

２０１３年上半期（済） 1，０００円 

２０１３年下半期（済） 1，０００円 

２０１４年上半期（済） 1，０００円 

２０１４年下半期（済） 1，０００円 

２０１５年上半期 1，０００円 
 



ラ
イ
オ
ン
誌 

特別負担金 

送料（実費） 

上半期=1冊 50円×6ヵ月+半期送料 

下半期=1冊 50円×6ヵ月+半期送料 

＊地域によって多少の誤差があるが、 

1冊当り約 60円の送料です。 

ライオン誌日本

語版事務所より

請求書・振込用紙

が送られる。 

みずほ銀行 築地支店 

ライオン誌日本語版事務所 

普通預金 2137842 

左記の口座のほか、郵便

払込用紙も同封されてい

る。 

＊家族会員（2人目以降） 1世帯に 1冊扱いなので、請求なし － － － 

そ
の
他 

クラブ用品購入の場合 購入金額をレート換算 ライオンズクラブ 

国際協会 
国際協会会費と同様 国際協会会費と同様 

LCIF献金 寄付金額をレート換算 ライオンズクラブ 

国際協会 
国際協会会費と同様 

国際協会会費と同様 

振込後献金報告書を FAX 

 

諸会費項目 会員 1名当りの金額 請求書 振込先 納入期限 

☆
国
際
協
会 

会
費 

国際会費 半期分・・・$21.5 ×年 2回 

国際協会より半

期毎に各クラブ

に請求書がくる。 

MyLCI でも請求

書確認ができる。 

みずほ銀行 

第５集中支店 普通預金 

口座番号はクラブによって違う

ことに注意。 

≪受取人名≫ 

ライオンズクラブ国際協会 

クラブに割り当てられて

いる口座番号が 3 種類ず

つあり、クラブによってす

べて違うことに注意。 

 

請求書が手元に届いた月

の 21日までに振込。 

＊国際大会費 ＊国際会費として簡略され削除。 

＊ライオン誌購読料 ＊国際会費として簡略され削除。 

以上、合計 

 

半期合計・・$21.5 ×年 2回 

(年間で 1人$43.00－の支払い) 

＊入会金（入会時のみ） 1人$25.00 (該当する半期分に含まれる) 

＊家族会員(2人目以降) 

 上記会費の半分を支払う 
半期分・・・$10.75－×年 2回 

レオクラブ会費 

＊SPクラブが年 1回支払う 
1レオクラブに対して 100$×年 1回 

 


