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司会 キャビネット副幹事 森 陽一郎 
議事録作成人 ４Ｒ－１Ｚ・ＺＣ 山磨 一陽  
議事録署名人 ４Ｒ－２Ｚ・ＺＣ 佐々木 正 
議事録署名人 １Ｒ－２Ｚ・ＺＣ 川野  豊 

 
１．開会宣言      前地区ガバナー 太田 健一 
   只今より、ライオンズクラブ国際協会３３６－Ｂ地区第６５回代議員総会を開催致

します。 
 
２．国旗に敬礼 
 
３．役員紹介 
 
４．議長挨拶       前地区ガバナー 太田 健一 
   皆さん、朝早くからお集まり下さり、本当にありがとうございます。井上ガバナー

が体調不良ということで、本日私が代行を務めてまいります。時間に限りがあります

のでスムーズな進行のご協力よろしくお願い致します。 
 
５．議事規則の説明   議事運営委員会委員長 金礪 毅 
   それでは、大会記念誌２６頁、２７頁をご覧下さい。なお、この議事規則は、皆様

事前にお送りさせて頂いている議案に添付してお知らせしておりますので、それに基

づいて進行をさせて頂きます。 
 
６．資格審査結果発表  資格審査委員会委員長 高見 仁志 
   それでは、資格審査委員会の審査結果を発表致します。審査委員会は、本日午前 

９時００分から９時３０分まで開き、代議員の資格を審査致しました。 
  代議員総数は２７４名 、本日の実出席者内訳は、クラブ代議員総数２６１名、出席

者 
  ２４８名、クラブ代議員以外の総数１３名のうち１１名、総数２５９名 、いずれも

適格者でしたので、代議員総会が成立することを確認いたしました。以上で報告を終

了致します。     

第６５回３３６－Ｂ地区年次大会代議員総会決議録 
  
２０１９年４月１４日（日） 玉野市総合体育館 

 受付／８：００～８：４０ 立候補者所信発表／８：３０～９：００ 
 委員会／９：００～９：３０（５委員会）代議員総会／９：４０～１０：４０  
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太田議長  それでは、代議員総会に提案されました議案の審議に入らせて頂きます。 
     まずは、それに先立ちまして議事録作成人と議事録署名人の選任を行いたい 
     と思います。 
 
       議事録作成人として ４Ｒ－１Ｚ・ＺＣ 山磨 一陽 
       議事録署名人として ４Ｒ－２Ｚ・ＺＣ 佐々木 正 
                 １Ｒ－２Ｚ・ＺＣ 川野  豊 
     この３名の方々にお願いしたいと思います。 
     皆さん、ご異議はございませんでしょうか。（拍手）ありがとうございます。 
     では、御三方よろしくお願いいたします。 
 
７．提出議案審議（地区ガバナーより） 
太田議長 
   それでは、これから提出議案の審議に入りますが、質疑がございましたら、まず議長

の許可を得て下さい。その際、所属クラブとお氏名を告げてからご発言下さいますよう

お願い致します。 
 
【議案－１】次期ガバナー選出について 
 
太田議長  
   大会記念誌２９頁、３２頁をご覧下さい。「地区ガバナー立候補届出規則」により、

２０１９～２０２０年度地区ガバナーとして届出があった小野 宗次（おの そうじ）

（倉敷真備ライオンズクラブ所属）に対し、国際会則付則第９条第６項（ａ）および３

３６－Ｂ地区第６５回地区年次大会議事規則１２（１）により選挙を行い、その結果の

報告を受け確認する事でございます。指名選挙委員長 榎本 明より結果報告を頂き

ます。 
 
指名選挙委員長 榎本 明 
     

投票総数 ２５９票 
賛成投票数 １８０票 
反対投票数 ７７票 
無効投票数 ２票 

  
 この結果をもって、大会議事規則１２（１）により小野 宗次さんが、次期地区ガバ

ナーと決定致しました。本当におめでとうございます。 
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承 認 
太田議長 ありがとうございました。議案－１につきまして、小野宗次ガバナーエレクト

誕生になりました。小野さん本当におめでとうございます。 拍手 
 
【議案－２】次期第一副地区ガバナー選出について 
 
太田議長 

      大会記念誌２９頁、３３頁をご覧下さい。「第一副地区ガバナー立候補届出規則」

により２０１９～２０２０年度第一副地区ガバナーとして届出のあった金礪 毅

（かねと つよし）（岡山京山ライオンズクラブ所属）に対し、国際会則付則第９条

第６項（ｂ）及び３３６－Ｂ地区第６５回地区年次大会議事規則１２（２）により

選出を行い、その結果の報告を受け確認する事でございます。指名選挙委員長 榎

本 明 より結果の報告を頂きます。 
 

指名選書委員長 榎本 明 
    

投票総数 ２５９票 
賛成投票数 １９１票 
反対投票数 ６７票 
無効投票数 １票 

 
この結果をもって、大会議事規則１２（２）により金礪 毅さんが、次期第一副地区ガ

バナーと決定致しました。本当におめでとうございます。 
承 認 

 
 
【議案－３】次期第二副地区ガバナー選出について 
 
太田議長 

      大会記念誌２９頁、３４頁をご覧下さい。「第二副地区ガバナー立候補届出規則」

により２０１９～２０２０年度第二副地区ガバナーとして届出のあった平山 智雄

（ひらやま ともお）（津山鶴山ライオンズクラブ所属）に対し、国際会則付則第９

条第６項（ｃ）及び３３６－Ｂ地区第６５回地区年次大会議事規則１２（３）によ

り選出を行い、その結果の報告を受け確認する事でございます。指名選挙委員長 

榎本 明 より結果の報告を頂きます。 
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指名選挙委員長 榎本 明 
    

投票総数 ２５９票 
賛成投票数 ２４８票 
反対投票数 １１票 
無効投票数 ０票 

 
この結果をもって、大会議事規則１２（３）により平山 智雄さんが、次期第二副地区

ガバナーと決定致しました。本当におめでとうございます。 
承 認 

 
太田議長 それでは３人のエレクト、小野さん、金礪さん、平山さんご挨拶をお願いしたい

と存じます。 
 
・地区ガバナーエレクト 小野 宗次 挨拶 
    おはようございます。無事、ガバナーエレクトとして承認を得ました。これから７

月の国際会議もあります。たくさんやること、準備することがあります。３３６－Ｂ

地区メンバーを増やし、１年後この年次大会で、みなさんと倉敷会った時に、「よう

やってくれたなぁ」と言われるように頑張っていきたいと思います。２年前、ライオ

ンズ１００周年という節目を迎えました。これからの１００年というものを考えて

いかなければならない。いろんな状況化に対応して、次年度のチョイ国際会長が言う

ように、多彩な奉仕、いろんな状況で奉仕を考えてきたい。ガバナー公式訪問で地区

をまわらせてもらいます。その時に、わかりやすくリジョン、ゾーン、クラブのメン

バーにお伝えして、理解を求めたいと思います。１年間頑張りますので、是非ともよ

ろしくお願い致します。簡単ではありますが、挨拶に変えさせていただきます。 
 

・第一副地区ガバナーエレクト 金礪 毅 挨拶 
    投票の結果ですが、昨年の候補者の時と違うなという実感です。今、結果がでたば

かりで、十分な分析はできませんが、３／４賛成、１／４反対という結果でした。少

し改革というものに抵抗があるのかなと思っています。いろんな変化には対応しな

ければなりません。メンバーの皆様にはご理解の上、進めていく所存であります。１

年後、２６％の反対が減ったなと言って頂けるように頑張りたいと思います。どうぞ

よろしくお願い致します。 
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・第二副地区ガバナーエレクト 平山 智雄 挨拶 
    投票ありがとうございました。緊張がすごく高まっております。３年間からだがも

つかなという不安があります。でも、緊張感というものを力に変えたいと思います。 
皆さんの話を聞いて、ライオンズを前進させて行きたい。小野さん、金礪さんに協力

して行きます。ご指導の程、よろしくお願い致します。 
 
【議案－４】２０１９～２０２１年度国際理事立候補者の推薦について 
 
太田議長 

 それでは、議案４の審議に移らせて頂きます。 大会記念誌２９頁、３５頁、  ３

６頁、３７頁をご覧下さい。第１０２回イタリア・ミラノ国際大会において選出され

る２０１９～２０２１年度国際理事候補者として、３３３複合地区 Ｌ川島正行（か

わしま まさゆき）（３３３－Ｅ地区土浦北ＬＣ所属）ならびに３３６複合地区Ｌ渡

部雅文（わたなべ まさゆき）（３３６－Ｂ地区倉敷西ＬＣ所属）については、今年

度国際理事候補者選挙管理委員会において、８複合致区の統一候補者として推薦を

決議されている。これを受けて３３６－Ｂ地区においても推薦の確認を決議したい

と思います。ご異議はないでしょうか。 
  拍手をもって承認 

 
【議案－５】２０１７～２０１８年度地区一般会計収支報告及び 

第６４回地区大会収支報告の承認を求めることについて 
 
太田議長  それでは議案５の審議に移らさせて頂きます。大会記念誌４０頁～４９頁を

ご覧下さい。これにつきましては前キャビネット会計 高木 哲弘から報告致

します。 
 
前期キャビネット会計 高木 哲弘 
    ～会計報告の説明～（一般会計収支報告） 
     皆さんおはようございます。記念誌の４１頁からご覧になって下さい。決算額を

中心にお話しをさせて頂きます。 
 
    １・ 一般運営費は、ほぼ執行率の範囲内におさまっていますが、３の友好親善交

流費が１０８％となっています。これはアジア大会が台湾であり、交流した分

がオーバーとなっています。 
    ２・ 次期キャビネット運営準備金収支計算書ですが、渡部雅文さんの支援金 

２００万を使わせてもらっています。 
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    ３・ 新クラブ結成、会員増強資金収支計算書は、岡山みらいライオンズクラブ結

成贈呈品、岡山東ハノイ支部結成支援金、倉敷西サムライ支部結成支援金を出

しております。また広告料として３２０，０００円が入っております。 
    ４． ライオンズクエスト事業収支計算書ですが、収入として８月２５日 就実中

ＷＳ参加費（ライオンズメンバー分）、ＷＳ開催主催クラブ負担、預金利息も

含めて１１５，７０４円入っております。次期への繰越額は、４１１，７５７

円です。後の青少年育成資金収支計算書、貸借対照表、合計貸借対照表、財産

目録などは目を通しておいて下さい。続きまして、第６４回地区年次大会収支

計算書をご説明致します。記念誌４７頁～４９頁をご覧下さい。 
    ５． 支出の大会費、会場設営費、演出費が３，１００，０００円オーバーになっ

ております。これは、前議長がメンバーに負担をかけたくないという思いから、

業者の方にお任せした部分が大きかったとうことです。 
      後の第６４回地区年次大会貸借対照表、財産目録は目を通しておいて下さい。 
      以上、をもちまして２０１７～２０１８年度地区一般会計収支報告および第

６４回地区年次大会収支報告を終わらさせて頂きます。ありがとうございま

した。 
 
太田議長  ありがとうございました。監査報告を２０１７～２０１８年度監査委員 
     渡邉 勝から報告をお願いします。 
 
前期キャビネット監査委員 渡邉 勝  
    ～監査報告～ 
      それでは、監査報告をさせて頂きます。２０１８年８月８日キャビネット事務

局において、前期キャビネット三役の立会いのもと、監査委員 木下 崇雄と監

査を行いました。その結果、記念誌５０頁の記載の通り、収支報告及び帳簿・書

類等はいずれも整然かつ正確に処理されていると認めました。 
以上、ご報告致します。 
 

太田議長  ありがとうございました。この決算報告のご承認について拍手をもって承認

して頂きたいと思います。 
（拍手） 有難うございました。 

 
２０１７～２０１８年度地区一般会計収支報告および 

第６４回地区年次大会収支報告について承認 
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【議案－６】２０１８～２０１９年度上半期地区一般会計収支報告の 

承認を求めることについて 
 
太田議長  次は議案－６の審議にうつらさせて頂きます。大会記念誌５２頁～６２頁を

ご覧下さい。この報告は、キャビネット会計 藤原 恭介にお願い致します。 
 
キャビネット会計 藤原 恭介 
    ～会計報告説明＝ 
     それでは、２０１８～２０１９年度上半期会計報告を致します。５３頁をご覧下

さい。 
 
   １．一般会計上半期収支計算書 
   ２．次期キャビネット運営準備金上半期収支計算書 
   ３．地区緊急援助資金上半期収支計算書・貸借対照表 
   ４．新クラブ結成・会員増強資金上半期収支計算書・貸借対照表 
   ５．ライオンズクエスト事業上半期収支計算書・貸借対照表 
   ６．青少年育成資金上半期収支計算書・貸借対照表 
   ７．西日本豪雨災害特別支援金上半期収支計算書・貸借対照表 
   ８．上半期合計貸借対照表・財産目録 
   ９．預り金明細・仮受金明細・未払金明細 
  １０．第６５回地区年次大会上半期収支計算書・貸借対照表・財産目録 
  １１．参考資料：キャビネット主催各会議・研修会収支明細 
 
   以上が上期の決算報告でございます。ご審議の程、よろしくお願い致します。 
 
太田議長  ありがとうございました。このことにつきましても監査を頂いております。 

今期、監査委員 高木 哲弘 より監査報告をお願い致します。 
 
キャビネット監査委員 高木 哲弘 監査報告  

２０１９年１月１０日、キャビネット事務局において、監査委員 渡邉 勝と

監査を行いました。その結果は、記念誌６３頁に記載の通り、会計報告及び諸帳

簿・書類等はいずれも整然かつ正確に処理されていることを認めました。 
 

太田議長  この件に関してご意見はございませんでしょうか。なければ拍手をもって承

認して頂きたいと思います。（拍手）  
     それでは、議案－６の上半期決算報告につきまして原案通り承認されました。 

 
２０１８～２０１９年度上半期地区一般会計収支報告について承認 
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８．次期地区ガバナーからの提出議案   次期地区ガバナーエレクト小野 宗次 
 
太田議長 
   つづきまして、次期地区ガバナーからの提出議案であります。大会記念誌３０頁、 

３１頁をご覧下さい。 
 
【議案－１】２０１９～２０２０年度地区アクティビティスローガン 

地区ガバナー・キーワード、ガバナー基本方針について 
 
ガバナーエレクト 小野 宗次 
 
・地区アクティビティスローガン「改革は成長のエネルギー」 
    改革は、その時代のズレを認識し、良くしようと思う心から生まれ、そこへチャレ

ンジしていくことこそ成長するエネルギーになります。地区メンバーの方々、新しい

発想のクラブ作り、新しい「Ｗe Serve」を構築し、実行していきましょう。 
 
・地区ガバナー・スローガン「人、命を守る Ｗe Serve」 
    これからの時代に、何が起きるか分からない。災害（地震・水害・台風）に対して、

人の命、全ての命を守る行動が必要とされます。その行動こそ「Ｗe Serve」～地域

を救う新たな奉仕です。 
 
・ガバナー・キーワード「アラート」「メンバーズファースト」「家族」 
    災害国日本の現在、何時どこでどんな災害が起こるか分からない。新たなアラート

組織を構築し、その時家族を守り、ライオンズメンバーを守る、そして社会全体を見

守り、奉仕するライオンズクラブでありたいと思います。 
 
 
 
 
【議案－２】２０１９～２０２０年度地区会費・地区大会費について 
 
ガバナーエレクト 小野 宗次 
   ３３６－Ｂ地区 会費一人当たり １ヶ月 
   会費８５０円  地区大会費３００円  合計１，１５０円（今年度と同額） 
          ※なお、二人目以降の家族会員は０円とする。 
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   ご審議の程、よろしくお願い致します。 
太田議長  ありがとうございました。以上、２議案についてご質問がございますでしょう

か。ないようでいしたら拍手をもって承認の方をお願い致します。 
         （拍手） 

     議案－１・２ 承 認 
 

 
【議案－３】地区緊急援助資金について 次年度での補填について 
 
ガバナーエレクト 小野 宗次 
    現在地区緊急援助資金は、同資金規定により積立基準額が １０，０００，０００

円 
   と定められており、今年度は、西日本豪雨災害をはじめとした被災者支援に拠出し、

２０１８年１２月３１日現在の残額は、４，５９６，８９４円となっている。よって、 
同資金規定より次年度は、会員一人当たり１，０００円の拠出 を求めたい。 
 

 
太田議長  この案件に関しまして、ご質問等がありますでしょうか。ないようでいしたら

拍手をもって承認の方をお願い致します。 
         （拍手） 

     議案－３ 承 認 
 

【議案－４】２０２０年度第３２回オリンピック競技大会ならびに 
第１６回パラリンピック競技大会開催への支援について 

 
ガバナーエレクト 小野 宗次 
    第３２回オリンピック競技大会（７／２４～８／９）ならびに第１６回パラリンピ

ック競技大会（８／２５～９／６）が２０２０年東京で開催される。その支援として

２０１５年７月から２０２０年６月までの５年間において１年間会員一人当たり１，

０００円ずつの合計５，０００円を各年度上半期中に拠出する旨、第６１回地区年次

大会において決議されており、既に４回の拠出を行った。引き続き、 
２０１９年～２０２０年度（次年度上半期）において５回目（最終回）の拠出 をお

願いする。また、前年度同様、二人目以降の家族会員およびクラブ支部会員について

は免除としたい。 
太田議長  ありがとうございました。この案件に関しまして、ご質問等がありますでしょ

うか。ないようでいしたら拍手をもって承認の方をお願い致します。 
         （拍手） 
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     議案－４ 承 認 
 

【議案－５】２０１９～２０２１年度国際理事立候補者Ｌ渡部 雅文への支援金について 
 
ガバナーエレクト 小野 宗次 
    ２０１８年１月１３日に行われた第３回キャビネット会議において、２０１９～

２０２１年度国際理事立候補予定者Ｌ渡部 雅文への支援金拠出の提案がなされ、 
２０１８年４月２２日、総社にて行われた「第６４回地区年次大会」で候補者とし

て推薦する旨の正式に決議を経て、翌５月２７日、岡山にて開催された「３３６複

合地区第６４回年次大会」において、最終の推薦決議がなされ承認された。その結

果に基づき、候補者支援金として２０１７～２０１８年度中に３３６－Ｂ地区次期

期キャビネット準備金よりの２００万円拠出並びに２０１８～２０１９年度（今年

度）上半期に３３６－Ｂ地区全会員一人当たり３，０００円のうちの初年度分１,５
００円の拠出を行った。引き続き、２０１９～２０２０年度（次年度上半期）にお

いて、３３６－Ｂ地区全会員一人当たり１,５００円の拠出（最終回）をお願いす

る。 
 尚、【議案－３】ならびに【議案―４】同様、二人目以降の家族会員およびクラ

ブ支部会員については免除としたい。 
 

太田議長  ありがとうございました。この案件に関しまして、ご質問等がありますでしょ

うか。ないようでいしたら拍手をもって承認して頂きたいと思います。 
         （拍手） 

     議案－５ 承 認 
 

【議案－６】２０１９～２０２１年度第６６回地区年次大会について 
 

ガバナーエレクト 小野 宗次 
 第６６回地区年次大会は、２０２０年４月１２日（日）倉敷市民会館において開

催し、ホストクラブは５リジョン１ゾーン・２ゾーン ９クラブとする。 
≪ホストクラブ≫ ５Ｒ１Ｚ（倉敷・倉敷東・倉敷真備） 
           ２Ｚ（倉敷中央・倉敷阿知・倉敷天領・        

倉敷平成・倉敷ほほえみ・新倉敷） 
 
 

太田議長  ありがとうございました。この案件に関しまして、ご質問等がありますでしょ

うか。ないようでいしたら拍手をもって承認して頂きたいと思います。 
         （拍手） 
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     議案－６ 承 認 
 

９．.閉会宣言   太田議長 
    これをもちまして、ライオンズクラブ国際協会３３６－Ｂ地区第６５回代議員総

会を閉会いたします。 
   長時間、ありがとうございました。 
 
 
 
２０１９年 ４月 １４日 
 
 
      議事録署名人 
 
      ４Ｒ２Ｚゾーンチェアパーソン   
 
 
 
 
      １Ｒ２Ｚゾーンチェアパーソン  
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