
2021-2022 年度 ライオンズクラブ国際協会 330-C 地区 

第 2回キャビネット会議議事録 

 

日時：2021 年 10 月 29 日(金) 

15：00～17:30 

場所：大宮 東天紅 

 

 

【 出   席   者 】 別紙参照 

【 司   会   者 】 キャビネット副幹事 Ｌ．下田 清  

【 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 

 

開会前、地区ガバナーＬ．藤井栄一が、議事 8. 2020-2021 年度地区会計報告書承認の件で、監査報告者

である前期監査Ｌ．佐藤保夫の議場への入室許可の賛否を図り、全会一致で承認を得た。 

 

 

１．開会                      3Z ゾーン・チェアパーソン Ｌ．畑中 勝廣 

 

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 

 

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                        キャビネット幹事 Ｌ．勝呂 太郎 

 

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(1 名 遅参含む) 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．田口真悟を指名。 



１１．議事録署名人の指名                         議長 Ｌ．藤井 栄一 

6Z ゾーン・チェアパーソンＬ．村松良虎、 7Z ゾーン・チェアパーソンＬ．木村邦彦を指名。 

 

１２．議事                                議長 Ｌ．藤井 栄一 

【審議事項】 

［ガバナー提出案件］ 第 68 回 330-C 地区年次大会の件 

1.第 68 回 330-Ｃ地区年次大会 大会実施要項の件   資料集 P6～P8       【全会一致承認】 

 

2.第 68 回 330-Ｃ地区年次大会 予算書の件      資料集 P9         【全会一致承認】 

          

3.第 68 回 330-Ｃ地区年次大会 議事規則の件        資料集 P10～P17            【全会一致承認】 

 

4.2022～2023 年度 330-Ｃ地区 地区ガバナー立候補届出要項の件  資料集 P18～P21 【全会一致承認】 

 

5.2022～2023 年度 330-Ｃ地区 副地区ガバナー立候補届出要項の件  資料集 P22～P29 【全会一致承認】 

 

6.第 68 回 330-Ｃ地区年次大会 アワードの件     資料集 P30～P33      【全会一致承認】 

 

◎ここで議長より、当日追加の審議議案上程について提案。セコンドを確認し、議案上程について賛否を 

諮る。                           【全会一致承認を得て議案資料配布】 

7. LCIF 地区シェアリング交付金申請の件         追加資料 P2～P11      【全会一致承認】 

 

［前地区ガバナー提出案件］ 

8. 2020～2021 年度地区会計報告書承認の件            資料集 P34～P49 

・(質問) Ｌ．大嶋洋一より、P43 ライオンズクエスト特別積立金 協賛金内訳 記載、 

秩父 LC は秩父中央 LC の誤りではないか？ 

  ・(回答) 表記ミスであり、訂正を致します。 

  ・議長より前期会計監査Ｌ．大塚 亮ご逝去により、2名での監査となった旨を補足説明。 

                                【全会一致承認】 

 

［各位提出案件]  会則・会員・指導力育成委員会 委員長 Ｌ．鈴木 晃夫 

9.地区ガバナー、第１副地区ガバナー、第２副地区ガバナー選出規定の件  資料集 P50～P58 

１．３３０-Ｃ地区で制定されている次の規定を廃止したい。  

(1) 【地区ガバナー・第 1副地区ガバナー・第２副地区ガバナー】選出規定 

(2) 【地区ガバナー・第 1副地区ガバナー・第２副地区ガバナー】選出規定付則 

(3) 【選挙管理委員会特別会計運用規則】 

２．上記１．のご承認を得られた場合、「添付２」のとおり、新たに制定し直したい。 

３．上記２．のご承認が得られた場合、第 68 回地区年次大会に上程したい。 



・(質問) Ｌ．三浦宏仁より、発効は何時からなのか？ 

・(回答) 2022 年地区年次大会閉会後より発効される。 

・(確認) Ｌ．中村泰久より、国際会則に抵触している部分の変更は、年次大会の決議ではなく国際 

会則が優先され、今回の議案はの決議は報告だけで承認は不要であり、今年度の選挙でも適用され 

ると思われる。 

・(回答) 一文を変更し今回のキャビネット会議承認後より発効ではいかがか。ただし選挙管理委員 

会も既に立ち上がっており既存の立候補要領・議事規則の矛盾が生じるので審議とは別に臨機応 

変に対応して頂きたい。 

・議長より内容の整理が必要なので、継続審議としたい旨の提案 

・(意見) Ｌ．森川明治郎より、国際会則・付則及び国際理事会方針書に反する規則は無効であり、 

優越性として国際会則などの上位規則が優先され、上程議案１は審議不要であり、ガバナー権限で 

明らかに抵触している部分は改訂し次回キャビネット会議で報告。その後発効で良いのではない 

か。 

・(質問) Ｌ．田中雄一より、発効後は地区の新たな選出規定が適用となり、規程内第 2条の 4 つの 

新たな委員会が設置となり、各委員会の役割も記載されており既存の立候補届出書記載の委員会 

名及び委員長名を指名委員会・委員長へと修正するか否か？ 

・(回答) 規程内の 4つの委員会は選挙管理委員会の下に紐づけされた委員会であり、記載変更は不 

要。来期からは規程内の指名委員会委員長宛の届出書へ変更する。 

・(質問) Ｌ．三浦宏仁より、発効が決定事項で有るからには、提出書類の修正を来期からでは無く 

早急に対応をするべきではないか？ 

・(回答) もっともな意見では有るが、本日承認いただいた 3.4.5.をひっくり返す事になってしまう 

ので来期より変更を提案した。 

・(質問) Ｌ．三浦宏仁より、今期は選挙管理委員会で来期は指名委員会と整合性がとれない様に思 

えるが記載ミスという概念はないのか？ 

・(回答) 修正するには慎重に精査しなければならず時間が必要で有る 

・(意見) Ｌ．三浦宏仁より、修正が出来ないのであれば議案を取り下げるべきだ。 

・(意見) Ｌ．森川明治郎より、もっともな意見では有るがキャビネット構成員の選挙管理委員会・ 

委員長等の地区役員を 4つの委員会へと変更するには条件等が有り執行部としては寛容に対応し 

て頂きたい。 

・議長より、本件に関しては整理が必要なので継続審議とさせて下さい。      【継続審議】 

 

⇒※１で議案 9.審議再開 （次頁参照） 

 

 

◎ここでＬ．大澤正志より、会議時間 30 分の延長動議及び 10 分間休憩動議が出されセコンドを確認し、 

動議について賛否を諮る。                            【全会一致承認】 

 

 



【330-C 地区報告事項】 

・ガバナー公式訪問メッセージ      資料集 P60～P63 

・2021～2022 年度 9 月末地区現勢報告    資料集 P64～P65 

・2021～2022 年度 LCIF 献金報告       資料集 P66～P68 

・熱海土石流災害支援金一覧          資料集 P69 

・地区行事予定表             資料集 P70 

【趣旨了承】 

 

【330-C 地区委員会報告事項】 

・会則・会員・指導力育成委員会委員長 Ｌ．鈴木晃夫より、 

「会員オリエンテーション」の YouTube 配信の報告。閲覧と拡散依頼。 資料集 P72 

・LCIF 委員会委員長 Ｌ．根岸 務より、 

ガバナー公式訪問時 LCIF 募金のお礼、2022 年 3月 14 日開催の年次大会記念 LCIF チャリティー 

ゴルフコンぺ開催の告知、各クラブメンバー1人 100 ドル献金のお願い。 資料集 P73 

・情報テクノロジー委員会委員長 Ｌ．祢津尚人より、 

Web 及びﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ会議時のセッティングから開催までのヘルプ窓口についての報告。 資料集 P74 

・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．吉田博晃より、 

 東京 2020 パラリンピック競技大会の開催終了のお礼と報告。 資料集 P75～P77 

【趣旨了承】 

 

【国際協会・330 複合地区関連】 

・ＧＡＴ進捗報告      資料集 P78～P83 

・３３０複合地区関連報告  資料集 P84～P88 

議長より奉仕アワードは、330-A地区東京ウィルLCのアクティビティが国際協会に提出される旨報告。 

【趣旨了承】 

 

 

⇒※１ 議案 9. 継続審議再開 

◎会則・会員・指導力育成委員会委員長 Ｌ．鈴木晃夫より、（9.地区ガバナー、第１副地区ガバナー、 

第２副地区ガバナー選出規定の件 資料集 P50～P58）の審議再開動議が出される。セコンドを確認し、 

審議再開について賛否を諮る。                  【全会一致承認を得て審議再開】 

 

・議案の提出の上げ方を変更した修正議案を提案 

P57・P58 の【地区ガバナー・第 1副地区ガバナー・第２副地区ガバナー】選出規定を年次大会へ上 

程したい。尚、年次大会で承認が得られた場合には、C地区既定の(1)【地区ガバナー・第 1副地区 

ガバナー・第２副地区ガバナー】選出規定、(2)【地区ガバナー・第 1副地区ガバナー・第２副地区 

ガバナー】選出規定付則、(3)【選挙管理委員会特別会計運用規則】の 3つの規定は廃止となる。 

【27 名中賛成 23 名で承認】 



(確認) Ｌ．森川明治郎より、P51・P52 添付 1《既定の【地区ガバナー・第 1副地区ガバナー・第 

２副地区ガバナー】選出規定》については国際会則に抵触している部分は自動的に改訂されるので 

ガバナーと委員長で整理をして報告してください。P57・P58 の添付 2 新しい【地区ガバナー・第 

1 副地区ガバナー・第２副地区ガバナー】が承認を得た場合には、添付 1（既定の選出規定）は自 

動的に廃止となると思うので 1つの議案で宜しいと思います。 

 

１３．閉会の挨拶                4Z ゾーン・チェアパーソン Ｌ．尾身  克  

 

 

 

議事録署名人 

 

6Z ゾーン・チェアパーソン Ｌ．村松 良虎  

 

7Z ゾーン・チェアパーソン Ｌ．木村 邦彦 

 

 

 



〇

〇


