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2016～2017 年度 

第 1回キャビネット会議議事録 
 

議    長：地区ガバナー Ｌ．喜禎 光弘 

司会進行：キャビネット幹事 Ｌ．八坂 泰司 

 

 

【 日 時 】2016 年 7 月 30 日(土) 16：00～17：30 

【 場 所 】鹿児島市／城山観光ホテル 5F｢ルビーホール 飛天｣ 

 

  

 

１．開会宣言並びにゴング 地区ガバナー 喜禎 光弘 

２．国旗に敬礼・国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱 

３．物故ライオンに黙祷 

４．出席調査報告 総数 58 名中(欠席者 14 名) 

５．出席者紹介 

(キャビネット幹事より、要綱掲載 P.1 出席者名簿の通り紹介がなされた。) 

６．地区ガバナー挨拶 

(地区ガバナーより鹿児島市での第 1回の開催にあたり、歓迎と決意の挨拶がなされた。) 

７．前年度地区ガバナーへパーストバッジの贈呈 

(前年度の功労に対し、前地区ガバナーへパーストバッジが贈呈された。) 

８．役員バッジ並びに委員長タブの贈呈 

(国際本部よりの役員バッジが、地区ガバナーより関係役員へ贈呈された。) 

９．本年度活動方針 

(１) 国際プログラム (会議要綱 P.4～P.5／参照) 

(２) 地区ガバナーの基本方針並びに重点目標について (会議要綱 P.6～P.7／参照) 

((1)(2)について、地区ガバナーL.喜禎光弘より伝達並びに説明とお願いがなされた。) 

(３) 第 1 回長期計画委員会報告(ガバナーの意向によりオブザーバー参加型) 

① 地区旅費規定(案) (会議要綱 P.19／参照) 

【(注)5.項に、役員の支給については実費～半額の範囲内とする。の条文が新たに加わった。】 
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② 地区慶弔規定(案)並びにキャビネット事務局慶弔規定(案) (会議要綱 P.20／参照) 

【従来通り。】 

③ 地区長期計画委員会規定(案) (会議要綱 P.21／参照) 

【規定内、別表／編成の委員に各委員会委員長が新たに加わった。】 

④ 地区「緊急災害援助基金」規定(案) (会議要綱 P.22／参照) 

【内容は従来通り。5.運用（２）全委員の 3分の 2以上の賛成の部分に罫線が新たに引かれた。】 

(①～④について、長期計画委員会にて了承されたことが委員長より報告がなされた。) 

⑤ 第 63 回地区年次大会ガバナーズアワード授与基準(案) (会議要綱 P.23～P.24／参照) 

(ヌ)ホームページ特別優秀クラブ賞 

(前年度 PR 委員長よりの要望事項を検討し、新設されたことの説明があり、了承された。） 

⑥ 前キャビネットからの申し送り事項 (会議要綱 P.8／参照) 

(（１）代議員会決議による事項の①を除いた項目については、了承された。) 

⑦ 長期計画委員会への提案事項 

(１)「第 62 回地区年次大会代議員会並びにキャビネット会議決議の無効について」 

(提案者／鹿児島さつま LC 会長 説明者／元地区ガバナー L.塩倉安伸) 

【開催日時】2016 年 4月 23 日(土)15：30～17：30(式典含む) 

【会  場】沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」 

【代議員会】登録 236 名中／出席 206 名(出席率 87％) 
 

上記、代議員会において別紙(決議含む：3 枚)の議案 1 が上程されたが出席代議員数 206 名

中賛成 96名、反対 66 名という結果であった。 

①その結果を受けて、代議員会壇上において決議委員長 L.新里正雄、地区名誉顧問会議長 L.

有村純徳、また名誉顧問の任命権は次期地区ガバナーにあることから第一副地区ガバナーL.喜

禎光弘の三者が協議し、この問題は提案者からの要望事項ということで「次期キャビネットに

申し送る」ことの決議報告がなされた。 

②加えて、提案者である地区ガバナーL.海老原万道より「L.前森一德を永久特別名誉顧問に推

薦したい。」旨、緊急動議がなされた。よって、大会議事規則にある通りその決議には 3分の 2

の同意が必要であることは歴然としている。 

■翌、第 4回長期計画委員会並びにキャビネット会議決議の無効について 

【開催日時】2016 年 4月 24 日(日) 

◎長期計画委員会 9：30～ ◎キャビネット会議 10：30～ 

【会  場】那覇市／パシフィックホテル沖縄(出席者 44 名) 

①長期計画委員会においては、委員長 L.有村純徳より昨日の代議員会決議の報告があり、議案

1(名誉顧問の人数削減と地区内規制定の件)については、過半数に満たなかったとの報告がな

された。 

②然しながら引き続き開催のキャビネット会議において、地区ガバナーL.海老原万道より「過

半数とは、出席し投票した代議員の過半数をもって決する。よって代議員会での 206 名中、賛

成 96名・反対 66 名、白紙棄権を除くので可決された。」と報告がなされた。(※5月 12 日発信

／5月 11日 HP 掲載の議事録も同内容である。) 
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③次期への引き継ぎが曖昧なまま、喜禎次期ガバナー承認のもと名誉顧問全員に委嘱願いが出

されたものの、提案者である海老原ガバナーから口頭で引き継がれたのは、代議員会提出議案

とは異なる、議長(1名)鹿児島 R(2 名)沖縄 R(2 名)⇒1名へと変更されている。(一旦出され委

嘱願いは、撤回された。) 

このことからも緊急動議であったことは明らかであり、決議そのものが無効である。 

(２) 「第 62 回年次大会代議員会第 1号議案決議について」 

議案１．今後の名誉顧問の人数削減と地区内規制定について(提案／地区ガバナー 海老原万道) 

(提案者／指宿 LC 会長 説明者／名誉顧問・元地区ガバナー L.肥後光春) 

4 月 23 日那覇市(沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」)において開催された代議員会に

提出された 1号議案については、下記の通り当日途中修正された動議であり、議長は議場に諮

り必要な 3分の 2の賛同者を得た上で審議に付さなければならない。 

しかしながら、それがなされないまま採決された決議は議案そのものが無効である。 

◎当日議案⇒議長(1 名) 鹿児島 R(2 名) 沖縄 R(2 名) 

◎修正決議⇒議長(1 名) 鹿児島 R(2 名) 沖縄 R(1 名) 

上記、⑦（１）（２）については、決議方法に一部不備があったことが確認された上で、既にガ

バナーの任命により新年度もスタートしていることなどからキャビネット会議において審議

しないことで了承された。 

(３) 「要望とお願い」 (提案者／鹿児島 R.7Z.ZC L.篠田照明) 

クラブ三役や会員に奉仕活動の計画や実行及びクラブ運営に必要となる地区やリジョンの

情報を適切に与えていただきたくお願いです。 

★規定類の開示 

「共同アクティビティ規定」など種々の規定があると思います。会員に必要な規定に関す

る情報を会員が必要な時に見られる状態に置いていただきたい。 

ホームページに置いていただけると助かります。 

★災害義捐金等の情報を適切、タイムリーに 

１）災害が起きて、義捐金などへ動く時期が遅いと感ずることが多々あります。 

例えば広島の土砂災害の時は発生から約１カ月過ぎたころゾーン・チェアパーソンが会員

から「どうなっていますか？」と質問され、答えられず困惑されていました。 

どこが、どう動くのか解ってないのですが発生後 2週間ぐらいでは何らかの動きを発信し

ていただきたい。 

２）義捐金を送金したら、いつ、いくら、どこ宛てに送金したかをタイムリーにホームペー

ジで情報を流していただきたい。会員はお金は出すがどうなったか？は殆ど知らされていま

せん。 

上記、（３）については、日本レベル・複合レベルとの連携もあることから適宜な対応はなされ

ているが、各Ｒの規定類の開示については前向きに検討することで了承された。 
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10．協議事項 

(１) 前キャビネットからの申し送り事項 (会議要綱 P.8／参照) 

(（１）代議員会決議による事項の①を除いた項目については、承認された。) 

(２) 地区財務運用、管理の基本事項に関する承認について(案) (会議要綱 P.9／参照) 

【前年度からの取引銀行の変更と予算会員数に変動あり。他は従来通り。】 

(３) 地区本年度(2016.7～2017.6)の収支予算案の承認について (会議要綱 P.10～P.15／参照) 

○ 2016～2017 年度 一般会計予算案 (P.10～P.12) 

○ 2016～2017 年度 YCE 特別会計並びにレオ・ライオネス特別会計収支予算案 

 (P.13～P.14) 

○ 2016～2017 年度 ライオンズクエスト特別会計収支予算案 (P.15) 

○ 2016～2017 年度 諸会費納入ガイド並びに送金先ガイド (P.16～P.17) 

今年度より連絡事務所とライオン誌の統合により、地区においてライオン誌並びに複合地区

費を徴収することになった。 

【その他、国際本部よりの地区ガバナー経費も計上することとする。】 

― 以上について、キャビネット会計より説明がなされた。― 

(地区ガバナーL.喜禎光弘より(2)(3)項の一括提案がなされ、拍手を以て承認された。) 

(４) キャビネット幹事・会計の任務遂行上の保証としての担保の承認について 

(地区ガバナーL.喜禎光弘より慣例に従って、担保なしでの承認を受ける。) 

(５) ガバナー職務推進事項について(行事関係事項 イ.～ハ.) 

イ．キャビネット会議 (会議要綱 P.2／10.(5)イ.参照) 

ロ．ガバナー公式訪問 (会議要綱 P.25 ガバナー公式訪問実施表／参照) 

ハ．その他 

(地区ガバナーL.喜禎光弘が説明し、予定は変更もあり得ることの承認を受ける。) 

(６) 諸規定の承認 

イ．地区キャビネット引継基金規定 (会議要綱 P.18／参照) 

【内容は従来通り。5.実施及び改廃 出席し、投票した代議員の過半数の賛成の部分に新た

に罫線が引かれた。】 

ロ．地区旅費規定(案) (会議要綱 P.19／参照) 

【(注)5.項に、役員の支給については実費～半額の範囲内とする。の条文が新たに加わった。】 

ハ．地区慶弔規定(案)並びに地区キャビネット事務局慶弔規定(案) (会議要綱 P.20／参照) 

【従来通り。】 

ニ．地区長期計画委員会規定(案) (会議要綱 P.21／参照) 

【規定内、別表／編成の委員に各委員会委員長が新たに加わった。】 

ホ．地区｢緊急災害援助基金｣規定(案) (会議要綱 P.22／参照) 

【内容は従来通り。5.運用（２）全委員の 3分の 2以上の賛成の部分に新たに罫線が引かれた。】 

(以上の全項目について、地区ガバナーL.喜禎光弘より説明と提案がなされ、承認さ

れた。) 
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(７) 第 63 回地区年次大会ガバナーズアワード授与基準(案) (会議要綱 P.23～P.24／参照) 

(本議事録 No.2⑤の通り、（ヌ）ホームページ特別優秀クラブ賞が新設されたことの

説明がなされ、承認された。) 

(８) ガバナー公式訪問実施表 (会議要綱 P.25／参照) 

(９) 地区年次大会他 (会議要綱 P.26／参照) 

イ．第 63 回地区年次大会 2017 年 4 月 22 日(於：奄美市) 

ロ．第 63 回複合地区年次大会 2017 年 5 月 27 日(於：別府市) 

ハ．第 55 回東洋東南アジア・フォーラム 2016 年 11 月 10 日～13 日(於：香港) 

ニ．第 100 回国際大会 2017 年 6 月 30 日～7月 4日(於：米国/ｼｶｺﾞ) 

ホ．○周年式典等予定表 (会議要綱 P.27／参照) 

8/23 現在変更なったクラブ 
・名護 LC(2016.10.21→11.4) ・恩納 LC(2017.2 月予定→2.25) 
・浦添 LC(2017.3 月予定→3.17) 

11．各ＲＣ並びにＺＣ及び各委員長の方針と目標について 

(各関係役員の就任挨拶(抱負)はザ・ラタに掲載。各自発表をいただいた。) 

― 当日、ガバナーズレター“ザ・ラタ Vol.１(７月号)配布„ ― 

12．報告事項(資料項) 

(１) 地区大会開催地並びに大会会長 (会議要綱 P.28／参照) 

(２) 地区歴代キャビネット三役 (会議要綱 P.29／参照) 

(３) 地区クラブ調査票 (会議要綱 P.30～P.31／参照) 

(４) 地区組織編成表 (会議要綱 P.32／参照) 

(キャビネット幹事より、お目通しいただくようお願いがなされた。) 

13．その他 

14．ライオンズ・ローア 

(全員起立しての会議の終了を、ライオンズ・ローアで締めくくった。) 

15．閉会宣言並びにゴング 

(地区ガバナーL.喜禎光弘の閉会宣言並びにゴングで、第 1回キャビネット会議を終

了した。) 


