




































 

ページ 行 改正案 現行

142 14-17
複合地区会則第5条8
会議は構成員の過半数をもって定足数とし、決議は
出席構成員の過半数をもって決する。

複合地区会則第5条８
会議は構成員の3分の2をもって定足数とし、決議は出席構
成員の3分の2をもって決する。

ページ 行 改正案 現行

156 24-25
複合地区会則第16条1-(b)
「地区ライオネス委員長、」を削除

複合地区会則第16条1-(b)
　下記のうち地区ガバナーが必要と認めて任命した者。
　地区会則委員長、地区PR委員長、地区会員委員長、地区
国際関係委員長、地区YCE委員長、地区ライオンズ情報委
員長、地区エクステンション委員長、地区視覚障害者福祉
委員長、地区聴覚・言語障害者福祉委員長、地区レオ委員
長、地区環境保全委員長、地区LCIF委員長、地区ライオネ
ス委員長、地区大会参加委員長、地区指導力育成委員長、
地区ライオンズクエスト委員長、地区献血委員長、地区IT
委員長、地区文化および地域社会活動委員長、地区会員維
持委員長、地区女性および家族会員増強委員長、地区ア
ラート委員長、地区青少年委員長

159 17-19
複合地区会則第18条19
地区アラート委員長は、地区ガバナーの指揮のもと
に、アラート活動の推進・指導に当たる。

複合地区会則第18条19
地区ライオネス委員長は地区ガバナーの指揮のもとに、ラ
イオネスクラブ結成および活動の推進指導に当たる。

ページ 行 改正案 現行

171 1-2
投票人に下記を加える。
　現・元国際理事会アポインティ/現・元LCIF理事

（記述なし）

◎ 1号議案、2号議案の可決には出席代議員の3分の2以上の賛成が必要

◎ 3号議案の可決には出席代議員の過半数の賛成が必要

改正の趣旨 国際協会公認プロトコルにも記載されており、投票人に入るべき役職である。

改正の趣旨 標準版複合地区会則 付則第5条第3項に準拠する。

(参考）
標準版複合地区会則 付則第5条第3項
定足数　ガバナー協議会のいかなる会合においても、構成員の過半数の出席をもって定足数が満たされたものとする。

第6号議案①：ガバナー協議会の定例会議における定足数と決議について

第6号議案②③：キャビネット構成員の任務について

改正の趣旨
ライオネスプログラムは2021年6月30日で終了していることにより、現行の第18条19を削除する。
その後に新たに第18条19として地区アラート委員長の任務を入れる。

第6号議案④：国際理事候補者推薦選挙手続規則　第16条　投票人について

第 2号議案























１．共通会計

（単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額
現金・普通預金 38,944,876 預り金 108,213
仮払金 100,513 正味財産 38,944,876
差入保証金 7,700

合　計 39,053,089 合　計 39,053,089

仮払い金内訳 100,513
差入保証金内訳 7,700

預り金内訳 108,213

（単位：円）
資産の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘　要

現金 67,916 13,606 13,606

普通預金 9,408,675 12,265,431 12,265,431 複合地区費会計
中国銀行 大供支店　№1503438

普通預金 10,012,851 14,977,511 14,977,511 複合地区大会費会計
中国銀行 大供支店　№1513522

普通預金 1,671,990 1,658,047 1,658,047 複合地区国際理事支援金 特別会計
中国銀行 大供支店　№2513968

定期預金 10,030,201 10,030,281 10,030,281 複合地区緊急援助資金 特別会計
中国銀行 大供支店　№1005069

資産合計(a) 31,191,633 38,944,876 38,944,876

負債の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘　要
負債 0 0 0

負債合計(b) 0 0 0
正味財産(a)-(b) 0 0 38,944,876

貸借対照表

財産目録

摘　要

　　　  2021/6/30現在

　　　  2021/6/30現在

資産の部 負債・正味財産の部

労働保険料￥82,635・子育て拠出金12か月分\17,878
駐車場(マルケー商事㈱）

夏期賞与分社会保険料(健･介･厚￥88,115 税金￥20,098)



２．複合地区費会計

（単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額
現金 13,606 負債 0
普通預金 12,265,431 正味財産 12,279,037

合　計 12,279,037 合　計 12,279,037

（単位：円）
資産の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘　要

現金 67,916 13,606 13,606

普通預金 9,408,675 12,265,431 12,265,431 複合地区費会計
中国銀行 大供支店　№1503438

資産合計(a) 9,476,591 12,279,037 12,279,037

負債の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘　要
負債 0 0 0

負債合計(b) 0 0 0

正味財産(a)-(b) 0 0 12,279,037

　  2021/6/30現在

貸借対照表

資産の部 負債・正味財産の部
摘　要

財産目録

　  2021/6/30現在
【収入の部】 （単位：円）

科　目 本年度予算 実施額 差引残額 摘　要
複合地区費 21,336,000 21,291,280 44,720
日本ライオンズ費 12,288,000 12,069,600 218,400
受取利息 160 143 17
雑収入 0 60,000 -60,000

当期収入合計 33,624,160 33,421,023 203,137
前期繰越金 10,606,790 10,606,790 0
合　計(a) 44,230,950 44,027,813 203,137

【支出の部】
科　目 本年度予算 実施額 差引残額 摘　要

会議費 545,000 1,408,183 -863,183
旅費交通費 6,500,000 3,724,755 2,775,245
図書印刷費 750,000 361,016 388,984
通信費 750,000 660,035 89,965
人件費 6,800,000 7,745,304 -945,304
福利厚生費 1,020,000 574,459 445,541
慶弔費 100,000 3,861 96,139
家賃 3,200,000 2,431,350 768,650
事務用品費 250,000 399,192 -149,192
負担金 100,000 0 100,000
日本ライオンズ費 12,288,000 12,069,600 218,400
退職積立金 360,000 355,000 5,000
雑費 200,000 328,746 -128,746
予備費 761,160 1,080,669 -319,509
支払手数料 0 189,420 -189,420
法定福利費 0 394,246 -394,246
消耗品費 0 36,546 -36,546

当期支出合計(b) 33,624,160 31,762,382 1,861,778
当期収支差額(a)-(b) 10,606,790 12,265,431 -1,658,641

合　計 44,230,950 44,027,813 203,137

収支計算書
集計期間：2020/7/1～2021/6/30,決算仕訳



科目 予算額 決算額 実行率 差引 予算額 決算額
MD通帳より 12,041,280 12,169,120 101.1% △ 127,840 12,515,520 12,736,480
雑収入 100,000 110 0.1% 99,890 67
当年度収入合計（A） 12,141,280 12,169,230 100.2% △ 27,950 12,515,520 12,736,547
前年度繰越収支差額 9,981,683 9,981,683 100.0% 0 5,728,333 5,728,333
収入合計（B） 22,122,963 22,150,913 100.1% △ 27,950 18,243,853 18,464,880

《 事 務 局 費 》 予算額 決算額 実行率 差引 予算額 決算額
通信費 350,000 296,331 84.7% 53,669 350,000 409,238
事務局費 1,500,000 920,300 61.4% 579,700 2,300,000 2,481,897
印刷費 400,000 26,912 6.7% 373,088 100,000 33,000
会議費 300,000 194,046 64.7% 105,954 100,000 80,000
交通費 100,000 70,320 70.3% 29,680 100,000 36,784
雑費 300,000 69,195 23.1% 230,805 100,000 18,930
予備費 50,000 0 0.0% 50,000 50,000 4,028,848

事務局費計 3,000,000 1,577,104 52.6% 1,422,896 3,100,000 7,088,697
《 大 会 費 》 予算額 決算額 実行率 差引 予算額 実行額
会場費 3,500,000 0 0.0% 3,500,000 1,000,000 1,100
標識・看板費 800,000 210,500 26.3% 589,500 1,300,000
式典費 3,550,000 1,911,410 53.8% 1,638,590 3,700,000 359,400
記念誌費 2,000,000 836,760 41.8% 1,163,240 1,600,000 1,034,000
記録費 0 0.0% 0 0
受付費 300,000 159,500 53.2% 140,500 300,000
総務、糧食費 350,000 186,632 53.3% 163,368 200,000
交通・駐車場費 350,000 171,246 48.9% 178,754 1,200,000
広報費 1,000,000 1,848,000 184.8% △ 848,000 50,000
予備費 50,000 272,250 544.5% △ 222,250 50,000

大会費小計 11,900,000 5,596,298 47.0% 6,303,702 9,400,000 1,394,500
当年度支出合計（C） 14,900,000 7,173,402 48.1% 7,726,598 12,500,000 8,483,197
当年度収支差額（A-C） △ 2,758,720 4,995,828 15,520 4,253,350
次年度繰越収支差額（B-C） 7,222,963 14,977,511 5,743,853 9,981,683

前夜祭登録料（D） 6,000,000 0.0% 6,000,000 6,000,000 0
前夜祭費（E） 6,000,000 0 0.0% 6,000,000 6,000,000 0
前夜祭　支出合計 6,000,000 0 0.0% 6,000,000 6,000,000 0
前夜祭当年度収支差額（D-E） 0 0 0 0

記念ゴルフ登録料（F） 1,000,000 0.0% 1,000,000 1,000,000 0
記念ゴルフ費（G） 1,000,000 0 0.0% 1,000,000 1,000,000 0
記念ゴルフ　支出合計 1,000,000 0 0.0% 1,000,000 1,000,000 0
記念ゴルフ当年度収支差額（F-G） 0 0 0.0% 0 0 0

弁当登録料（H） 0.0% 0
弁当費（I） 0 0.0% 0
弁当　支出合計 0 0 0.0% 0
弁当当年度収支差額（H-I） 0 0 0.0% 0

支　　　出　　　の　　　部 第66回高知大会

収支計算書

集計期間：2020/7/1～2021/6/30,決算仕訳

336複合地区大会 会計報告（第67回年次大会費ホストクラブ事務局）

（単位：円）
収　　　入　　　の　　　部 第66回高知大会３．複合地区⼤会費 会計

科 ⽬ ⾦ 額 科 ⽬ ⾦ 額
14,977,511 14,977,511

14,977,511 14,977,511

資産の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘 要

10,012,851 14,977,511 14,977,511

10,012,851 14,977,511 14,977,511

負債の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘 要
0 0 0

0 0 0

0 0 14,977,511

資産の部 負債・正味財産の部
摘 要



４．複合地区緊急援助資金 特別会計

（単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額
定期預金 10,030,281 正味財産 10,030,281

合　計 10,030,281 合　計 10,030,281

（単位：円）
資産の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘　要

定期預金 10,030,201 10,030,281 10,030,281 複合地区緊急援助資金 特別会計
中国銀行 大供支店　№1005069

資産合計(a) 10,030,201 10,030,281 10,030,281

負債の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘　要
負債 0 0 0

負債合計(b) 0 0 0

正味財産(a)-(b) 0 0 10,030,281

【収入の部】 （単位：円）
科　目 本年度予算 実施額 差引残額 摘　要

受取利息 160 179 -19
当期収入合計 160 179 -19
前期繰越金 10,030,102
合　計(a) 10,030,281

【支出の部】 （単位：円）
科　目 本年度予算 実施額 差引残額 摘　要

当期支出合計(b) 0 0 0
当期収入差額(a)-(b) 10,030,281

合　計 10,030,281

収支計算書
集計期間：2020/7/1～2021/6/30,決算仕訳

貸借対照表

資産の部 負債・正味財産の部
摘　要

財産目録

　  2021/6/30現在

　  2021/6/30現在

５．複合地区国際理事支援金 特別会計

（単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額
普通預金 1,658,047 正味財産 1,658,047

合　計 1,658,047 合　計 1,658,047

（単位：円）
資産の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計

普通預金 1,671,990 1,658,047 1,658,047

資産合計(a) 1,671,990 1,658,047 1,658,047

負債の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計
負債 0 0 0

負債合計(b) 0 0 0
正味財産(a)-(b) 0 0 1,658,047

【収入の部】 2018/7/27～現在 （単位：円）
科　目 本年度予算 本決算合計 通算実施額 差引残額 摘　要

国際理事候補者支援金
特別会計繰越金

4,241,089 0 4,241,089 0

支援金(336-B地区より） 3,766,500 0 3,528,000 238,500
受取利息 0 7 7 0
雑収入 100 12 58 42

当期収入合計 8,007,689 19 7,769,154 238,535
前期繰越金 1,719,078 0
合　計(a) 8,007,689 1,719,097 7,769,154 238,535

【支出の部】 2018/7/27～現在
科　目 本年度予算 本決算合計 通算実施額 差引残額 摘　要

国際理事候補者支援金
特別会計未払金

2,619,265 0 2,619,265 0

会議費 700,000 0 16,640 683,360
図書印刷費 200,000 0 7,462 192,538
旅費交通費 2,000,000 60,720 348,410 1,651,590
接待交際費 500,000 0 0 500,000
登録料 500,000 0 119,000 381,000
その他の費用 1,000,000 0 3,000,000 -2,000,000
雑費 150,000 220 220 149,780
予備費 338,424 0 0 338,424
支払手数料 110 110 -110

当期支出合計(b) 8,007,689 61,050 6,111,107 1,896,582
当期収入差額(a)-(b) 1,658,047 1,658,047

合　計 1,719,097 7,769,154

集計期間：2020/7/1～2021/6/30,決算仕訳

貸借対照表

資産の部 負債・正味財産の部

財産目録

収支計算書

　  2021/6/30現在

　  2021/6/30現在

摘　要

摘　要
複合地区国際理事支援金 特別会計
中国銀行 大供支店　№2513968

摘　要





１．共通会計

（単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額

現金・普通預金 70,292,300 預り金 101,287

仮払金 72,262 仮受金 29,913,235

差入保証金 7,700 正味財産 40,357,740

合　計 70,372,262 合　計 70,372,262

（単位：円）

資産の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘　要

現金 5,282 0 5,282

普通預金 42,773,061 0 42,773,061 複合地区費会計
中国銀行 大供支店　№1503438

普通預金 15,849,089 0 15,849,089 複合地区大会費会計
中国銀行 大供支店　№1513522

普通預金 1,634,504 0 1,634,504 複合地区国際理事支援金 特別会計
中国銀行 大供支店　№2513968

定期預金 10,030,364 0 10,030,364 複合地区緊急援助資金 特別会計
中国銀行 大供支店　№1005069

仮払金 72,262 0 72,262 労働保険料・子育て拠出金

差入保証金 7,700 0 7,700 駐車場(マルケー商事㈱）

資産合計(a) 70,372,262 0 70,372,262

負債の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘　要

預り金 101,287 0 101,287 冬季賞与分社会保険料

仮受金 29,913,235 0 29,913,235 東京オリンピック・
パラリンピック支援金準地区返金分

負債合計(b) 0 0 30,014,522

正味財産(a)-(b) 0 0 40,357,740

貸借対照表

財産目録

摘　要

　　　  2021/12/31現在

　　　  2021/12/31現在

資産の部 負債・正味財産の部

２．複合地区費会計

（単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額

現金・普通預金 42,778,343 預り金 101,287

仮払金 72,262 仮受金 29,913,235

差入保証金 7,700 正味財産 12,843,783

合　計 42,858,305 合　計 42,858,305

（単位：円）

資産の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘　要

現金 5,282 0 5,282

普通預金 42,773,061 0 42,773,061 複合地区費会計
中国銀行 大供支店　№1503438

仮払金 72,262 0 72,262 労働保険料・子育て拠出金

差入保証金 7,700 0 7,700 駐車場(マルケー商事㈱）

資産合計(a) 42,858,305 0 42,858,305

負債の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘　要

預り金 101,287 0 101,287 冬季賞与分社会保険料

仮受金 29,913,235 0 29,913,235 東京オリンピック・
パラリンピック支援金準地区返金分

負債合計(b) 0 0 30,014,522

正味財産(a)-(b) 0 0 12,843,783

財産目録
　　　  2021/12/31現在

貸借対照表
　　　  2021/12/31現在

資産の部 負債・正味財産の部
摘　要



【収入の部】 （単位：円）
科　目 本年度予算 実施額 差引残額 摘　要

複合地区費 20,477,520 10,277,740 10,199,780
日本ライオンズ費 11,701,440 5,852,640 5,848,800
受取利息 160 83 77
雑収入 0 0

当期収入合計 32,179,120 16,130,463 16,048,657
前期繰越金 12,279,037 12,279,037 0
合　計(a) 44,458,157 28,409,500 16,048,657

【支出の部】
科　目 本年度予算 実施額 差引残額 摘　要

会議費 1,500,000 1,158,743 341,257
旅費交通費 5,000,000 2,514,084 2,485,916
図書印刷費 200,000 134,983 65,017
通信費 750,000 389,162 360,838
人件費 7,000,000 3,457,221 3,542,779
福利厚生費 20,000 10,988 9,012
慶弔費 100,000 0 100,000
家賃 1,700,000 797,973 902,027
事務用品費 400,000 135,072 264,928
日本ライオンズ費 11,701,440 5,852,640 5,848,800
退職積立金 360,000 180,000 180,000
雑費 200,000 60,000 140,000
予備費 300,000 66,330 233,670
支払手数料 100,000 35,420 64,580
法定福利費 700,000 619,563 80,437
消耗品費 300,000 153,648 146,352

当期支出合計(b) 30,331,440 15,565,827 14,765,613
当期収支差額(a)-(b) 14,126,717 12,843,673 1,283,044

合　計 44,458,157 28,409,500 16,048,657

収支計算書
集計期間：2021/7/1～2021/12/31,決算仕訳

３．複合地区大会費 会計

（単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額
普通預金 15,849,089 正味財産 15,849,089

合　計 15,849,089 合　計 15,849,089

（単位：円）
資産の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘　要

普通預金 15,849,089 0 15,849,089 複合地区大会費会計
中国銀行 大供支店　№1513522

資産合計(a) 15,849,089 0 15,849,089

負債の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘　要
負債 0 0 0

負債合計(b) 0 0 0

正味財産(a)-(b) 0 0 15,849,089

　  2021/12/31現在

貸借対照表

資産の部 負債・正味財産の部
摘　要

財産目録

　  2021/12/31現在



４．複合地区緊急援助資金 特別会計

（単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額
定期預金 10,030,364 正味財産 10,030,364

合　計 10,030,364 合　計 10,030,364

（単位：円）
資産の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘　要

定期預金 10,030,364 0 10,030,364 複合地区緊急援助資金 特別会計
中国銀行 大供支店　№1005069

資産合計(a) 10,030,364 0 10,030,364

負債の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計 摘　要
負債 0 0 0

負債合計(b) 0 0 0

正味財産(a)-(b) 0 0 10,030,364

【収入の部】 （単位：円）
科　目 本年度予算 実施額 差引残額 摘　要

受取利息 160 83 77
当期収入合計 160 83 77
前期繰越金 10,030,281
合　計(a) 10,030,364

【支出の部】 （単位：円）
科　目 本年度予算 実施額 差引残額 摘　要

当期支出合計(b) 0 0 0
当期収入差額(a)-(b) 10,030,364

合　計 10,030,364

収支計算書
集計期間：2021/7/1～2021/12/31,決算仕訳

貸借対照表

資産の部 負債・正味財産の部
摘　要

財産目録

　  2021/12/31現在

　  2021/12/31現在

科 ⽬ 本年度予算 実施額 実⾏率 差引残額 摘 要
11,701,440 5,000,000 43% 6,701,440

50,000 0% 50,000
0

11,751,440 5,000,000 43% 6,751,440
14,977,511 14,977,511 100% 14,977,511
26,728,951 19,977,511 21,728,951

⼤会費 科⽬ 本年度予算 実施額 差引残額 摘 要
2,600,000 0 0% 2,600,000

650,000 0 0% 650,000
3,000,000 0 0% 3,000,000
1,700,000 0 0% 1,700,000

300,000 0 0% 300,000
200,000 0 0% 200,000
120,000 0 0% 120,000
170,000 170,000 100% 0
50,000 0 0% 50,000

1,000,000 0 0% 1,000,000
9,790,000 170,000 2% 9,620,000

事務局費 科⽬ 本年度予算 実施額 実⾏率 差引残額 摘 要
350,000 11,830 3% 338,170

1,900,000 417,543 22% 1,482,457
300,000 51,000 17% 249,000
400,000 41,160 10% 358,840
250,000 32,000 13% 218,000
300,000 0 0% 300,000
50,000 0 0% 50,000

3,550,000 553,533 16% 2,996,467
13,340,000 723,533 12,616,467

4,276,467
13,388,951 19,253,978

5,200,000 0 0% 5,200,000
5,200,000 0 0% 5,200,000
5,200,000 0 0% 5,200,000

0 0 0

750,000 0 0% 750,000
750,000 0 0% 750,000
750,000 0 0% 750,000

0 0



５．複合地区国際理事支援金 特別会計

（単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額
普通預金 1,634,504 正味財産 1,634,504

合　計 1,634,504 合　計 1,634,504

（単位：円）
資産の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計

普通預金 1,634,504 0 1,634,504

資産合計(a) 1,634,504 0 1,634,504

負債の部 上半期合計 下半期合計 本決算合計
負債 0 0 0

負債合計(b) 0 0 0
正味財産(a)-(b) 0 0 1,634,504

【収入の部】 2018/7/27～現在 （単位：円）
科　目 本年度予算 本決算合計 通算実施額 差引残額 摘　要

国際理事候補者支援金
特別会計繰越金

4,241,089 0 4,241,089 0

支援金(336-B地区より） 3,766,500 0 3,528,000 238,500
受取利息 0 7 14 0
雑収入 100 0 58 42

当期収入合計 8,007,689 7 7,769,161 238,528
前期繰越金 1,719,097 0
合　計(a) 8,007,689 1,719,104 7,769,161 238,528

【支出の部】 2018/7/27～現在
科　目 本年度予算 本決算合計 通算実施額 差引残額 摘　要

国際理事候補者支援金
特別会計未払金

2,619,265 0 2,619,265 0

会議費 700,000 0 16,640 683,360
図書印刷費 200,000 0 7,462 192,538
旅費交通費 2,000,000 23,440 371,850 1,628,150
接待交際費 500,000 0 0 500,000
登録料 500,000 0 119,000 381,000
その他の費用 1,000,000 0 3,000,000 -2,000,000
雑費 150,000 0 220 149,780
予備費 338,424 0 0 338,424
支払手数料 110 220 -220

当期支出合計(b) 8,007,689 23,550 6,134,657 1,873,032
当期収入差額(a)-(b) 1,695,554 1,634,504

合　計 1,719,104 7,769,161

集計期間：2021/7/1～2021/12/31,決算仕訳

貸借対照表

資産の部 負債・正味財産の部

財産目録

収支計算書

　  2021/12/31現在

　  2021/12/31現在

摘　要

摘　要
複合地区国際理事支援金 特別会計
中国銀行 大供支店　№2513968

摘　要






  


  

  
  
  

   
 

  
  


   
   


  
  

  
  

  


  

  
  
  

  
  

   
  

   
   

  
  


      





 


  
  
  
  




  

  




  
  

   
  

  
  

  
  
  

   
  


  
  
  
  

  
  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

   
   

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  




  
  


  
  

  
  

  
  


  
  
  

   
     
  

   

     

     




  
  
  
  

 
 


       




         
        

 
        




     



 
 












   


   
    

  
  
  
  










  



     
 





     


 

     

       
    
     

 
   

 
 

   
 









 



 


  


  



  





     
 





     


 

     

    
  
   
   

 
 

    
  
    

  


  
  

  


  


 

  


  

 


   























   
   
   

   



     
 





     


 

     

   
    

  
  
  

   
  
  
  
 

 
 
 

 



    
  
   
   

 
 

    
  
    

  


  
   

 


 


 

  


  

 


   















新 中  淑 弘
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