
2021～2022 年度 ライオンズクラブ国際協会 330-C 地区

第１回キャビネット会議議事録 

 

 

日時：2021 年 7 月 21 日（水） 

15：00～17:30 

場所：大宮 東天紅 
 
 

【 出 席 者 】 別紙参照 

【 司 会 者 】 キャビネット副事務局長 Ｌ．中村 圭 

【 議事録作成人 】 キャビネット副幹事 Ｌ．中山英樹 Ｌ．田口真悟 
 
 

１．開会 1Z ゾーン・チェアパーソン Ｌ．戸塚智治 

 

２．国歌・ライオンズヒム斉唱 
  

全  員 

 

３．出席者の紹介 
 

キャビネット副幹事 
 

Ｌ．秋山博和 

 

４．ガバナー挨拶 
 

330-C 地区ガバナー 
 

Ｌ．藤井栄一 

 

５．元国際理事挨拶 
 

元国際理事 Ｌ．中村泰久 
 

欠席の為省略 

 

６.前地区ガバナー名誉顧問会議長挨拶 
 

前地区ガバナー名誉顧問会議長 
 

Ｌ．森川明治郎 

 

７.資料の確認 
 

キャビネット事務局長 
 

Ｌ．大澤正志 

 

８．議長の選任 
  

標準版地区会則・付則第 3 条 1 項（Ｃ)の規定により藤井ガバナーが議長席についた。 
 
 

９.定足数の確認 議長 Ｌ．藤井栄一 

投票権のある構成員 30 名中出席 27 名 欠席 3 名 90％ 定足数を満たし成立と報告。 

 
 

１０．議事録作成人の指名 議長 Ｌ．藤井栄一 

キャビネット副幹事 Ｌ． 中山英樹 Ｌ．田口真悟 



１１．議事録署名人の指名 議長 Ｌ．藤井栄一 

9Z ゾーン・チェアパーソンＬ．三浦宏仁 10Z ゾーン・チェアパーソンＬ．萩原 学 

 
 

１２．議 事 議長 Ｌ． 藤井栄一 

【審議事項】 

［ガバナー提出案件］ 

（1） 2021～2022 年度 地区運営について 資料集 P8～P27  【全会一致承認】 

（2） 2021～2022 年度 地区一般会計予算案承認の件 資料集 P30 【全会一致承認】 

地区一般会計予算案 説明 キャビネット会計Ｌ．鴨下直人 

（3） 2021～2022 年度 各種規定について 資料集 P31～P39 【全会一致承認】

10 分間休憩の動議により 10 分間の休憩。 

【地区報告事項】 

キャビネット幹事Ｌ．勝呂太郎より 

① 物品資産の報告。 

② さいたま YOU ライオンズクラブ・越谷平成ライオンズクラブ・熊谷中央ライオンズクラブ・熊

谷さくらライオンズクラブ・大宮グリーンライオンズクラブみやび支部 解散の件について

追加事項 P5～P9 を基に国際協会より解散処理が完了したとの旨を報告。 

③ リジョン廃止に伴うゾーン編成・地区の組織・ガバナー公式訪問開催要領・年会費・キャビネッ

トからのお願い事項・年間行事予定について報告。 

 
地区ガバナーより補足でガバナー公式訪問開催について現時点で約半分のゾーンより日程の要望が

きており、未申込のゾーンつきましては第一希望日に沿える様に段取りを進める為、担当副幹事と相談

し早めに申込をして頂くよう依頼した。 

 
・地区報告事項についての質疑 

● (質問)L.中山律子より P72 の【2021-2022 年度年会費等】国際本部項目の※入会金 35 ドル※チャ

ーター費 35 ドルは今年 12 月 31 日迄免除ではないか？免除の件が記載されておりません。 

(回答) 12 月 31 日迄は免除であり 資料を修正します。 

● (質問)L.栗原章人より 前年度の 5R の 3 名のZC より 5Z＝12 クラブを 2 つに分けるという話が出

ており、次回の諮問委員会で今後どうするか？と意見を聞かないとならないのだが、ガバナーのお考え

は有りますでしょうか？ 

(回答)10 ゾーンとして今スタートした所であり各ゾーンにおいて当然ながら良い点・悪い点が出

てくるかと思います。その中で理想形を導き出していく 1 年にしたい。地域のクラブの意見が一番

大事で有り 草案が無いわけではないが一旦 0 に戻し、ゾーンの意見を重視して頂き今年度新たに設

置した地区未来政策検討委員会にて各ゾーン・各クラブの声を出して頂き、その中でどの様な形がい

つのタイミングで変えて行けば良いかまた進化させて行けば良いかを 1 年間かけて揉んでいけれ 



ばと考えております。 

【趣旨了承】 

【委員会報告】※各委員長より 挨拶を兼ねて 

① 会則・会員・指導力育成委員会 委員長Ｌ．鈴木晃夫 欠席の為 藤井ガバナーより報告 

・会員種別及び退会防止の件について報告。諮問委員会でも話をするように依頼。 

② 会員維持・増強委員会 委員長Ｌ．中山 律子 

・今期ガバナー要請事項について、8 月 5 日に委員会メンバーを対象にハイブリット講習会の開催

を報告。 

③ 地区未来政策検討委員会 委員長 Ｌ．田中 明 

・10 ゾーンを変えるつもりは無い。第 1 回諮問委員会後でないと各クラブの実状が解らない為

お盆過ぎ頃に委員会を開催予定。 

④ LCIF 委員会 委員長 Ｌ．根岸 務 欠席の為 キャビネット幹事Ｌ．勝呂太郎より報告 

・LCIF 献金 MJF 献金状況について説明・今期啓発パンフレットを作成し各クラブメンバー全員へ配

布を報告。 

⑤ マーケティング・コミュニケーション・EXT・次世代発掘委員会 委員長 Ｌ．堀江 良彰 

・3 つの要請事項の他にコロナ禍では有るが人的交流を図りたい。 

⑥ 情報テクノロジー委員会 委員長 Ｌ．祢津 尚人 

・ZOOM の使い方マニュアルをより解り易く見直しYouTube 等で発信して行く。 

⑦ ＹＣＥ委員会委員長 Ｌ．柚山 明人 

・夏季・冬季ＹＣＥプログラム中止の報告・再開の際には皆様への協力をお願いしたい。 

・地区 HP 各種会議書庫のページへ受入れの際のマニュアルをアップしている事を報告。 

⑧ 薬物乱用防止委員会 委員長 Ｌ．きたがわ けい子 

・薬物乱用防止認定講師養成講座を 10 月 4 日にリアル開催にて開催予定。 

・スキルアップセミナーを年内に開催。 

⑨ ライオンズクエスト委員会 委員長 Ｌ．大嶋 洋一 

・ライオンズクエスト事業の理解と普及促進の件。 

⑩ オリンピック・パラリンピック・スペシャルオリンピックス委員会 委員長 Ｌ．吉田 博晃 

・330-C 地区より 2 名のアスリートがパラリンピックへ出場との報告。 

⑪ 地区年次大会・国際大会委員会 委員長 Ｌ．小岩井 貞幸 

・第 59 回 OSEAL フォーラムが中止となってしまいましたが年次大会・国際大会を藤井ガバナーの

下、盛大に開催。 

⑫ 選挙管理委員会 委員長 Ｌ．島田 和孝 

・重大な役割でしっかりと職務を果たしますとの報告。 

⑬ 地区 GMT コーディネーター Ｌ．渡邉 明 ・各クラブへ会員増強を依頼 

⑭ 地区スペシャルティクラブ・FWT コーディネーター Ｌ．ベイリー久美子 

・各地域に足を運び地区の会員を増やし GMT 委員会と協力しながら活動します。 



【その他報告】 
 
 

・追加事項 P2 議題「一般社団法人ライオンズクラブ事務サポートセンター」設立についての進捗状況

報告について報告 

・国際協会(一社)日本ライオンズクラブ 330 複合地区関連 

・2021 年 6 月国際理事会および第 103 回バーチャル国際大会報告について報告 

・YCE 委員会報告 

・静岡県熱海市における土砂災害被災者支援についてのお願い 

一般社団法人日本ライオンズ アラート委員長 Ｌ．森川明治郎より説明・報告 

 
 

【趣旨了承】 

 

 

 
１３．閉会の挨拶 2Z ゾーン・チェアパーソン Ｌ．秋元憲一 

 

 

 

 

 

 

議事録署名人 

9Z ゾーン・チェアパーソンＬ．三浦宏仁 
 

 

 

10Z ゾーン・チェアパーソンＬ．萩原 学 

 




