
第 61 回 336-B 地区年次大会代議員総会決議要録 

2015 年 4 月 12 日(日） 

米子市コンベンションセンター 

受付／８：００～８：３０ 代議員総会／８：５０～９：５０ 

 

        司会        キャビネット副幹事  青砥 德直 

議事録作成人  ８Ｒ－２Ｚ・ＺＣ     重村 六郎 

      議事録署名人  ７Ｒ－２Ｚ・ＺＣ     小山 正人 

      議事録署名人  ８Ｒ－１Ｚ・ＺＣ     川上 和人 

         

         

１、開会宣言   地区ガバナー 別所 清平     

  皆さんおはようございます。         

  只今より ライオンズクラブ国際協会 336-Ｂ地区 第 61 回地区年次大会代議員会を 

開催致します。        

         

２、国旗に敬礼 

      

３、役員紹介 

     

４、議長挨拶          地区ガバナー 別所 清平   

朝早かったので投票に間に合わなかった方もいるようです。 

代議員会は一年に一回の事ですので、粛々と行わせて頂きます。 

          

５、議事規則の説明      議事運営委員会委員長 大谷  博 

  議事規則の説明をさせていただきます。 

  記念誌の２６頁に書いてありますので、ご覧下さい。 

       

６、資格審査結果発表    資格審査委員会委員長 上田井 保夫 

それでは 資格審査委員会の審査結果を発表いたします。    

審査委員会は 本日午前 8 時 10 分から 8 時 40 分まで開き、その使命でございます 



代議員の資格について審査いたしました。代議員の総数は ２８６名、 

本日の 実出席者内訳は、 クラブ代議員総数 272 名のうち ２２１名、 

クラブ代議員以外の総数 14 名のうち １２名でした。 

実出席者数 ２３３名 いずれも適格者で、代議員総会は成立するものといたします。 

         

議長 それでは 代議員会に提案されました 議題の審議に移ります。  

 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ます。 

 議事録 作成人として   8Ｒ－2Ｚ・ＺＣ の 重村 六郎氏  

 議事録 署名人として    7Ｒ－2Ｚ・ＺＣ の 小山 正人氏   

                  8Ｒ－1Ｚ・ＺＣ の 川上 和人氏 に 

お願いしたいと思います。       

  

７、提出議案審議         

議長   

議案の１・2 及び３につきましては、これらを一括審議してまいりたいと存じます。 

指名選挙委員会委員長 宗像 慶夫さん、報告お願いします。  

 

  指名選挙委員会委員長  

    代議員 50 名ぐらい遅刻、欠席でした。各クラブで案内はあったとは思うのですが、 

一番大事なところが欠落してしまったような気がいたします。それぞれの立場で 

反省すべき事項だと思います。  

      

（議案-１）次期地区ガバナー選出について   

 国際会則付則第 9 条第 6 項（a)及び 336－Ｂ地区第 61 回地区年次大会議事規則 

11 の（1）の（イ）により選挙を行いました。  

 投票総数 233 票、賛成 231 票、無効投票 2 票で、2015～2016 年度地区ガバナー 

として届け出のあった尾﨑  博氏 (岡山西ＬＣ所属) に決定しました。 

                   承 認 

（議案-2）次期第一地区ガバナー選出について 

国際会則付則第 9 条第 6 項（ｂ)及び 336－Ｂ地区第 61 回地区年次大会議事規則 

11 の（2）の（イ）により選挙を行いました。 

投票総数 233 票、賛成 232 票、反対 1 票で、2015～2016 年度第一副地区ガバナー

として届出があった大谷  博氏 (岡山ＬＣ所属)に決定しました。 

                 承 認 

 



（議案-3）次期第二副地区ガバナー選出について 

国際会則付則第 9 条第 6 項（ｃ)及び 336－Ｂ地区第 61 回地区年次大会議事規則 

11 の（3）の（イ）により選挙を行いました。 

投票総数 231 票、賛成 226 票、反対 1 票、無効 4 票で、2015～2016 年度第二副 

地区ガバナーとして届出があった太田 健一氏 (総社雪舟 LC 所属)に決定しました 

                      承 認 

議長 ３人のエレクト 尾﨑さん、大谷さん、太田さんに ご挨拶を頂きます。 

        

  ◎次期地区ガバナーエレクト 尾﨑  博氏 挨拶 

    日本では 34 年ぶりに山田国際会長が誕生し、翌 6 月には福岡で国際大会が開かれ

ます。輝かしい年度に地区ガバナーをさせて頂くことを大変光栄に思います。 

私は山田国際会長と同じ年です。精一杯頑張ります。ご協力お願いします。 

        

  ◎次期第一副地区ガバナーエレクト 大谷  博氏 挨拶 

    ライオンズ 100 年という節目の年を迎えます。ご協力ご支援をよろしくお願いします。

尾﨑ガバナーと共に頑張っていきます。      

 

◎次期第二副地区ガバナーエレクト 太田 健一氏 挨拶 

  初めてお会いする方が大勢いらっしゃいます。初心忘るべからずで、前を向いて頑張

っていきます。よろしくお願いいたします。     

    

議長   議案 4 の審議に入らせて頂きます。 大会記念誌 34～42 ページをご覧下さい。

         

（議案-４）2013～2014 年度地区一般会計収支報告書及び第 60 回地区年次大会 

収支報告の承認を求めることについて 

         

議長 前期キャビネット会計 小澤 直人さん より報告いたします   

前年度キャビネット会計 小澤 直人氏 会計報告説明 

 2013 年～2014 年度（2013 年 7 月 1 日～2014 年 6 月 30 日） 

１．	一般会計・委員会運営費収支計算書 

２．	緊急援助資金等特別会計科目収支報告ほか 

３．	合計貸借対照表・財産目録 

４．	仮払金・仮受金・未払金明細 

５．	第 60 回地区年次大会収支計算書 

６．	第 60 回地区年次大会貸借対照表・財産目録 

７．	参考資料：キャビネット主催会議・研修会等収支報告 

  



前年度キャビネット監査委員 福島  登 監査報告      

2014 年 8 月 20 日 キャビネット事務局に於いて前期キャビネット三役及び 

今期キャビネット三役立ち会いのもと、もう一人の監査委員 伊澤 新一氏と  

監査を行いました。        

その結果は、記念誌 44 ページ に記載の通りで、収支報告及び諸帳簿・書類等 

いずれも整然かつ正確に処理されていると認めました。   

      

   2013～2014 年度全ての会計報告について承認  

         

（議案-5）2014～2015 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 

議長 今年度キャビネット会計 梅林 広志さんより報告いたします。   

今年度キャビネット会計 梅林 広志氏 会計報告説明 

2014 年～2015 年度上半期会計報告 

１．	一般会計上半期収支計算書 

２．	緊急援助資金上半期収支報告ほか 

３．	上半期合計貸借対照表・財産目録 

４．	前払金・未収金・仮払金・預り金・未払金・仮受金明細 

５．	第 61 回地区年次大会上半期収支計算書 

６．	第 61 回地区年次大会上半期貸借対照表・財産目録 

７．	参考資料：キャビネット主催会議・研修会収支報告 

今期監査委員 伊澤 新一 監査報告      

2015 年 1 月 13 日に キャビネット事務局において関係者立ち会いの下で監査を行いま

した。その結果は、記念誌 55 ページ に記載の通りで、収支報告及び諸帳簿・書類等

いずれも整然かつ正確に処理されていると認めました。   

   2014～2015 年度上半期会計報告について承認

   

（議案-６） 地区緊急援助資金 次年度の補填について    

議長  現在、地区緊急援助資金は、同資金規定により積立基準額を 10,000,000 円と 

定められています。2015 年 1 月 31 日現在の残高は、9,940,139 円となっており、基

準額を下回っているため、本来、次年度において補填しなければならないが、福岡

国際大会支援金や東京オリンピック支援金等の特別拠出金が多く、またLCIF献金

キャンペーンも引き続き行われるため、次年度においては特別に補填しないことと

します。                                             

                      承 認 



 (議案-７) 2015～2017 年度 国際理事立候補者の推薦について 

  議長 第98回ハワイ・ホノルル国際大会において選出される2015－2017年度国際理事

候補者として、331 複合地区 L 安井 克之(やすい かつゆき)(331－B 地区 旭

川東 LC 所属)ならびに 337 複合地区 L 佐藤 宜之(さとう よしゆき)(337－B 地

区 大分 LC 所属) を今年度 国際理事候補者 選挙管理委員会において、8 複

合地区の統一候補者として推薦を決議されていますし、先ほどの国際理事候補

者推薦委員会におきましても決議されておりますので、336-B 地区と致しましても

支援して参りたいと思います。 

                   承 認 

   

（議案-8）2020 年第 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       

  議長 東京で開催されるにあたり、大きな経済効果も期待されており、また多くのボラ

ンティアの力が大会運営の柱となり、多方面での労力奉仕や資金援助が予想さ

れる。そこで、2015 年 7 月から 2020 年 6 月までの 5 年間において、一年間会費

ひとり当たり 1,000 円ずつ合計 5,000 円を各年度上半期中に拠出し、ライオンズ

クラブとしてもこの世界的行事への支援を行いたい。    

但し、この支援金についても、日本家族会員パイロットプログラムによる会員 

およびクラブ支部会員については免除としたい。   

                   承 認 

           

（議案-9）日本家族会員パイロットプログラムに拠る 336 複合地区における二人目以降

の家族会員会費の納入について     

 議長 日本家族会員パイロットプログラムに拠る二人目以降の家族会員会費の納入 

ついては、既に 2014 年 1 月 1 日より会費免除で実施中であり、遡っての会費 

徴収は非現実的である。 従って、2014 年 1 月 1 日より 2016 年 12 月 31 日の上

記プログラムの期間は、当時の336複合地区ガバナー協議会における決定事項

の通り、複合地区への会費納入は行わないことを決議したい。  

                          承 認         

    

        

 

 



次期地区ガバナーからの提出議案   次期地区ガバナー 尾﨑  博  

（議案-１）2015～2016 年度の地区アクティビティ・スローガン並びに ガバナー・キーワ

ードについて 

   地区アクティビティ・スローガン  『地域とともに輝く未来』 

   ガバナー・スローガン        『力を結集し、未来を動かそう！』 

   ガバナー・キーワード        『会員増強』『次世代育成』『奉仕力アップ』 

         

（議案-２）次期の地区会費、地区大会費について 

今年度と同額にする。 

地区会費 850 円、地区大会費 300 円。     

    

（議案-３）次年度 第 62 回地区年次大会について 

2016 年 4 月 17 日（日）、岡山シンフォニーホール（岡山市）で開催し、 

ホストクラブは２R1Z・２Z・３Z、１４クラブとする 

    

議長 3 議案について皆様の承認を確認いたしました。    

     

８、閉会宣言           

議長 以上で 第 61 回地区年次大会代議員会を終了いたします。 

代議員の皆様方のご協力に感謝いたします。 どうもありがとうございました。 

 

 

 2015 年 4 月 12 日 

 

 

 

署名人    

 

 

 

署名人 


