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                CLUB REACTIVATION REPORT 
                          クラブ復帰報告書 

  

次の情報をご記入の上、Eメールで国際本部の太平洋アジア課 (pacificasian@lionsclubs.org) までお送

りください。 
 
 
 
___________________________________________   _____________________         _________ 
Club Name クラブ名 (ローマ字)    クラブ番号             地区 
 
 
下記を完了しました（チェックマークを付けてください）: 
 

 クラブは未納金を完納し、振込金受取書のコピーを添付しました。 
 クラブには、少なくとも10名の会員がいます。 

 
 
 
クラブが復帰した後に、国際会費および入会費 35ドル（新会員と退会後一年以上経過した元会

員の場合）がクラブ口座に請求されます。 
 
 
 

 
OFFICERS OF THE CLUB 

(クラブ役員) 

 

PRESIDENT (会長) 
 
氏名（ローマ字）:             
 
会員番号:        
 
クラブ事務局住所(ローマ字): 

               

                      JAPAN 
 市町村    都道府県          郵便番号 

 

クラブ事務局電話番号        

Fax:        E-mail:        

  

mailto:pacificasian@lionsclubs.org
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FIRST VICE PRESIDENT (第一副会長) 

 
 
氏名（ローマ字）:             
 
会員番号:        
 
クラブ事務局住所(ローマ字): 

               

                      JAPAN 
 市町村    都道府県          郵便番号 

 

クラブ事務局電話番号        

Fax:        E-mail:        

 
 
 
SECRETARY (幹事) 

 
 
氏名（ローマ字）:             
 
会員番号:        
 
クラブ事務局住所(ローマ字): 

               

                      JAPAN 
 市町村    都道府県          郵便番号 

 

クラブ事務局電話番号        

Fax:        E-mail:        
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TREASURER (会計) 
 
氏名（ローマ字）:             
 
会員番号:        
 
クラブ事務局住所(ローマ字): 

               

                      JAPAN 
 市町村    都道府県          郵便番号 

クラブ事務局電話番号        

Fax:        E-mail:        
 
 

MEMBERSHIP CHAIRPERSON (会員委員長) 
 
氏名（ローマ字）:             
 
会員番号:        
 
E-mail:        
 

SERVICE CHAIRPERSON (奉仕委員長) 
 
氏名（ローマ字）:             
 
会員番号:       
 
E-mail:        
 

MARKETING COMMUNICATIONS CHAIRPERSON  
(マーケティング・コミュニケーション委員長) 
 
氏名（ローマ字）:             
 
会員番号:       
 
E-mail:        
 

LCIF COORDINATOR (LCIFコーディネーター) 
 

氏名（ローマ字）:             
 
会員番号:       
 
E-mail:        
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CLUB REACTIVATION REPORT (FORMER MEMBERS) 
 
クラブが解散した時点で在籍していた会員のリスト(ローマ字) 

 

復帰する会員のみを記入してください。本ページは、必要に応じてコピーしてご使用くださ

い。 
 
 
 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
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CLUB REACTIVATION REPORT (NEW AND TRANSFER MEMBERS) 
 
新入会員及び転入会員のリスト 
会員の氏名、および新入会員の場合にはスポンサー、転入会員の場合には前所属クラブ名を

ローマ字で記載して下さい。 
 

 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
__________________________________   _____________________________ 
  Sponsor (新入会員の場合はスポンサー)   Club Name if transfer (転入会員の場合は前所属クラブ名) 

 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
__________________________________   _____________________________ 
  Sponsor (新入会員の場合はスポンサー)   Club Name if transfer (転入会員の場合は前所属クラブ名) 

 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
__________________________________   _____________________________ 
  Sponsor (新入会員の場合はスポンサー)   Club Name if transfer (転入会員の場合は前所属クラブ名) 

 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
__________________________________   _____________________________ 
  Sponsor (新入会員の場合はスポンサー)   Club Name if transfer (転入会員の場合は前所属クラブ名) 

 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
__________________________________   _____________________________ 
  Sponsor (新入会員の場合はスポンサー)   Club Name if transfer (転入会員の場合は前所属クラブ名) 

 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
__________________________________   _____________________________ 
  Sponsor (新入会員の場合はスポンサー)   Club Name if transfer (転入会員の場合は前所属クラブ名) 

 
______________________________________________ 会員番号     
  氏名（ローマ字）        
 
__________________________________   _____________________________ 
  Sponsor (新入会員の場合はスポンサー)   Club Name if transfer (転入会員の場合は前所属クラブ名) 
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GUIDING LION  ガイディングライオン  （任意） 

 

クラブ会長と地区ガバナーの同意により、以下の会員が、このクラブのガイディングライオン

となります。 

 

氏名（ローマ字）: ________________________________________________________________ 

会員番号: __________________ 

所属クラブ名 (ローマ字): __________________________________________________________ 

クラブ番号: _____________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

 

         

クラブ会長署名  日付 

 
 
 
 
 
 
 

地区役員署名 

 
 
クラブ復帰報告書に記載されている内容が正しいことをここに証明いたします。 
 
 
 
 
_______________________________________________  ___________________________________________ 
地区ガバナー署名      日付 
 
 
 
_______________________________________________  ___________________________________________ 
第一副地区ガバナー署名     日付 
 
 
 
_______________________________________________  ___________________________________________ 
ゾーン･チェアパーソン署名    日付 
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