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１）報告内容

品名 参加人員

金額

アクティビティ先 アクティビティ先

２）入力基準

対象 非対象 対象 非対象

家族は合算計算 従業員・第三者は除外

食事代・交通費（燃料代） アクティビティ時間

運営登録費
食事代・交通費（燃料代）

会議費
アクティビティ時間

ボランティア団体

市民の諸団体
家族・一般通例の招待客

送り先に送った時の

募金額

募金活動に要した

労力

周年行事式典出席 祝儀 出席された労力

相手クラブを通じて

施設への寄贈額

LC間の姉妹提携（国内外）に

要した費用

LC間の姉妹提携（国内外）に

要した時間

派遣生の渡航費全般

派遣生・受入YCE生

及び受入家庭に送っ

た金品

送迎会などでメンバーから

徴収した会費及びメンバー

自身の飲食代・交通費

YCE関連行事への参加

（キャビネット・

 官公庁 主催）

クラブ行事などへの

会員参加

ホスト家庭における

食事代・交通費・

写真代・観覧料

受入家族が負担したYCE生

に対する食事代・お土産代

アクティビティは

一日最大7時間とする

派遣・受入のための

宣伝広告費

キャビネット・複合地区が

主催する行事に出費した

交通費・登録料
チャリティ ゴルフ・バザー・カラオケ・各種チャリティ行事は資金獲得の手段で奉仕活動ではない

行事
出演料・入場料看板などの

金額・協賛金
受付時間 メンバーのショー観覧時間

バザー バザー開催費用
バザーの集合から

解散までの時間

留学生・身体障害者

老人等を招待
要した金額 要した時間

メンバーのみの開催 要した費用 準備・プレー等の時間

一般参加者が多数 設営・運営の時間
ﾚｵｸﾗﾌﾞのｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ

はｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞ

レオクラブへの金銭
レオクラブに要した

時間

レオクラブ結成に

要した金額

新クラブ結成に要した費用

（記念品・金銭）

レオクラブ結成に

要した時間
新クラブ結成に要した時間

その他

・ 葬儀（眼球提供者も含む）は特定の一個人に対する儀礼・交際費でありクラブへの金銭・労力アクティビティともに対象外。

・ 例会の開催（出席）やクラブ内の打合せ（委員会）等は、アクティビティ対象外。例会日、場所等の記録としてサバンナの

「クラブ活動報告書」に記載する場合、金銭や時間は記入しないこと。

レオクラブ

EXT関係

サバンナ アクティビティ算定基準

純利益金の中で実際

に献金した金額のみ

各種のアクティビティ

公園・海岸清掃等の

アクティビティ

国際協調LCIF

YCE関係

R-Z・LC合同の

アクティビティ

納涼・クリスマス会・

各種例会等の接待客

共同募金

金銭アクティビティ 労力アクティビティ

所要時間 1人当たりの時間（自動計算）

アクティビティ項目
金銭アクティビティ 労力アクティビティ



ACTの内容
チャリティーバザー ボーイスカウト・ガールスカウト
チャリティーゴルフ 地域活動支援
募金活動 学校行事支援
その他 学校活動支援
クラブ単独 平和ポスター・コンテスト
ゾーン合同 レオクラブ
リジョン合同 その他
他団体合同 老人施設支援
アイバンク献眼登録 スポーツ
アイバンク献眼提供 レクリエーション
アイバンク支援 敬老祝賀会
JRPS支援 身辺介護
盲導犬 その他
中古めがね収集、送付 障害者施設支援
色覚相談 スポーツ
視力検査 レクリエーション
地域社会教育 身辺介護
視力障害者レクリエーション その他
その他 薬物乱用防止教育指導
聴力障害者レクリエーション 保健教育
予防・教育 その他
その他 地域社会清掃

献体 献体登録 水辺のクリーン作戦
献腎 腎バンク登録 水の清浄化

祭り協力 空港周辺美化
バザー協力 植樹
スポーツ 生物保護
駅伝・マラソン ホタル飼育
ゲートボール ウミガメ保護
レクリエーション ビオトープ
文化・芸術 サケ放流
行事協力 ひかり藻
公園整備 姉妹提携クラブとの合同ACT
防災 資金援助
災害救援 物資援助
防犯 学校建設
海岸巡視 青少年交換（地域）
交通安全 留学生支援
その他 その他
青少年育成資金 空港送迎（時間 x 人数）

レクリエーション 次のホストへの引継ぎ

スポーツ 基本ACT

野球、サッカー、柔道、剣道大会 移動、滞在、招待

ﾊﾞｽｹｯﾄ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、相撲大会 ウェルカムレセプション・歓迎会

CAPワークショップ その他

弁論大会 その他 （コメントを記入すること）

英語発表会  ヘアードネーション 等

国際関係

YCE

サバンナ月例報告書の項目一覧

資金獲得

献血奉仕

視力奉仕

聴力奉仕

高齢者福祉

障害者福祉

健康奉仕

環境保全

地域社会奉仕

青少年関係



あ い う え お が ぎ ぐ げ   ご

A I U E O GA GI GU GE   GO

か き く け こ ざ じ ず ぜ   ぞ

KA KI KU KE KO ZA ZI ZU ZE   ZO

さ し す せ そ だ ぢ づ で   ど

SA SHI SU SE SO DA JI DU DE   DO

た ち つ て と ば び ぶ べ   ぼ

TA CHI TSU TE TO BA BI BU BE   BO

な に ぬ ね の きゃ きゅ／きゅう きょ／きょう

NA NI NU NE NO KYA KYU KYO

は ひ ふ へ ほ しゃ しゅ／しゅう しょ／しゅう

HA HI FU HE HO SHA SHU SHO

ま み む め も ちゃ ちゅ／ちゅう ちょ／ちょう

MA MI MU ME MO CHA CHU CHO

や ゆ／ゆう よ にゃ にゅ／にゅう にょ／にょう

YA YU YO NYA NYU NYO

ら り る れ ろ ひゃ ひゅ／ひゅう ひょ／ひょう

RA RI RU RE RO HYA HYU HYO

わ ん みゃ みゅ／みゅう みょ／みゅう

WA N MYA MYU MYO

りゃ りゅ／りゅう りょ／りょう

RYA RYU RYO

ぎゃ ぎゅ／ぎゅう ぎょ／ぎょう

GYA GYU GYO

じゃ じゅ／じゅう じょ／じょう

JA JU JO

（例）

・山田一郎 （正）Yamada Ichiro （誤）Yamada Ichirou

・土屋五郎 （正）Tsuchiya Goro （誤）Tsuchiya Gorou

・島田裕二 （正）Shimada Yuji （誤）Shimada Yuuji

・田中善次 （正）Tanaka Zenji （誤）Tanaka Zenzi

ローマ字／かな対応表

（この表を基準にしてください）


