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2020-2021 年度 

第 4 回キャビネット会議 議事録 

 

開催日時：2021 年 4 月 17 日（土） 

13：00～16：30 

開催場所：岡山国際交流センター 

（岡山市北区奉還町） 

 

≪司会進行 キャビネット副幹事 松岡 哲也≫ 

【1】開会宣言  地区ガバナー 金礪  毅 

 

【2】国旗に敬礼・国歌斉唱 

 

【3】『ライオンズ・ヒム』（1 番のみ） 出席者全員 静聴 

 

【4】『ライオンズの誓い』 出席者全員 静聴 キャビネット副幹事 松岡 哲也 

 

【5】出席者紹介 キャビネット副幹事 松岡 哲也 

 

【6】国際理事 挨拶  現国際理事 渡部 雅文 

皆さま、こんにちは。 

ちょうど今私は今国際理事会開催の最中であり、4/12に始まり、13、14，15日とシカゴ時間の朝8時から、

日本時間では夜の 9 時から、3～3 時間半程度行われ、20、21 日に最終的な締めの会議が行われる予

定である。国際理事会で使用している翻訳ソフトの出来が素晴らしく、120～130 ページもあるウェブレポ

ートが一括で変換でき、内容の把握も十分に可能である。 

現在、私はリーダーシップ委員会に属しており、コロナ禍の中でセミナーや研修会もままならない状況

であり、今年度は全世界で 11 件しか開催されなかった。やっと、日本ではこの 5 月 11、12，13 日に次年

度へ向けての GLT や LCIF の研修会が開かれる予定である。 

今期最後となる今日の第 4 回キャビネット会議は、金礪キャビネットから平山キャビネットへ引継ぎを行

う会議となる。会員増強、LCIF はじめ、LCI の発展を推進くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

【7】地区ガバナー 挨拶  地区ガバナー 金礪  毅 

昨年の今頃から、新コロナウィルス感染が広がり、4、5、6 月での準備が大変であった。年末ごろには

徐々に落ち着いてきたが、ここにきて第 4 波がじわじわと岡山へ押し寄せている。幸い、岡山はまだひど

い状況ではなく、なんとかこの会合が開催でき、本日出席くださった皆様方には、感謝申し上げる。 

この一年を振り返ると、初めはかなり混乱した時期があり、多くの方々に多大なご迷惑をおかけし、改め

てお詫び申し上げる。併せて、期首よりキャビネットの民主的運営のスタートとは、まず情報の開示であろ

うと考え、その手段として他地区での HP を参考に新たなものを立ち上げ、成果を得たものと思っている。 
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事務方での各発信文書などを HP 上で時系列ならびに部門別にまとめ、整備された記録庫として、今年

度以降参考にして活用されるよう希望する。 

事務局員の良好な業務遂行も運営上の大きな要素であり、本日 2 名の事務局員が出席しているが、こ

こに至るまで職員の入職と退職が幾度も発生し、非常に混乱した。しかしこの 2 名がそれなりの成果を遂

げ、予てよりの混乱もおおむね解消しつつあるのではないかと考える。特にウェブ会議を行う上での知識、

設備・操作でのノウハウについては、ほぼ整備できたと思う。現在も職員の育成に努めており、次期平山

キャビネットにおいても活躍が期待できるものと考える。不足している部分は『経験』であり、次期キャビネ

ットにおいても育成の努力をお願いしたい。 

上半期は、新人教育とコロナ対策に多くのエネルギーを費やしてきた。その振り返りについては、地区

誌にてご覧いただきたい。業務の中で最も困ったのが、予てより行われてきた会計処理が非常に難解で、

それを解明し処理を進めるにあたり、かなりの時間を費やし、その結果、科目間配分や整備、現金出納簿、 

特に年次大会会計への資金移動など適切な処理が出来ておらず、大変不細工な上半期決算となった。

現三役で相談し、ありのままでの報告が肝要と考え、現状のままでの会計報告としてまとめた。 

また、この会計報告に対する質疑・意見等の受け入れについても、第 3 回キャビネット会議では時間の

確保が出来ず、本日のこの会議の中で説明をさせていただくこととした。以降、誰もが取り扱いやすく、分

かりやすい会計ソフトを導入し、IT 化と明確化を行っている。 

次年度に入れば、事務局員も業務に慣れて、本来のガバナーとしての活動も可能となるであろう。 

これから残りの期間で規約の整備を進め、やっとキャビネットらしい活動が行えるのではないか。 

このあとの会議でもいくつかの提案をしている。まずは事務局員の雇用について、2 項目の規約の改正案

を記載している。 

育ってきた人材をさらに育成し、将来の 336-B 地区のキャビネット事務局運営の要とするか否か、現お

よび次期ガバナーの関わり方、そして職員の職責について上程している。 

二つ目は、地区名誉顧問会議の定義を明確化したいと考えている。 

名誉顧問会は、キャビネットでの経験や知識が豊富な組織であり、新しいガバナーを指導・育成し、補佐

できる。これを活用するか否かの審議をお願いしたい。 

三つ目は、会員から納入された予算を使い切る運営をするのか、節約を基本として効率的な運営を行

い、来るべき危機にも備える仕組みにするのか どうか。 

四つ目は、事務局固定化に関する見解を明確にし、今後の移転時での検討資料として参照頂きたい。 

さて、複合地区年次大会や国際大会について、現在のコロナ感染状況により、未だ実施要領が定まら

ず、右往左往している。4/20 での最終会議にて何かしらの変更が生じる可能性が高いと思われる。 

また国際大会においては、コロナウィルス蔓延防止のため、バーチャル大会となっているので、本日配布

の資料にて確認いただきたい。 

昨日、ガバナースローガンとして『ピンチをチャンスに 新しいチャレンジへ望む』というものを建てた。

今回の国際大会は、まさにその通りのものと考える。国際大会代議員登録は、クラブ会員 25 名につき 1

名を登録するようになっている。今回はいつもの国際大会と違い、エアチケットや宿泊等のコスト無しで参

加でき、会員としての権利を行使できる機会でもある。各クラブから 4/30 までは一人 50 ドルで登録可能

であり、この投票チャンスをぜひ経験いただきたい。各クラブから 1 名以上、特に若い世代の会員の登録

と参加を望む。 

今期、地区年次大会と第 4 回キャビネット会議との日程を変更した経緯について、第 3 回キャビネット

会議で次期ガバナーが承認され、名誉顧問会議において、次期での組織案や予算案、運営方針案 な
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ど、先輩ガバナーのアドバイスを受けて第 4 回会議にて決議される予定であったが、年次大会代議員会

で提案や意見が出された場合、その後での修正を可能とするために、このような日程にした。336-A、C、

D 地区では、この形でバックアップ体制を取っており、従前よりもより良い方策と考えた。 

この趣旨が十分に次期ガバナーにお伝え出来ず、大変混乱したが、昨日および本日の名誉顧問会議

において、次年度予算計画、運営方針と組織概要などおおむねの評価を得た。 

本日の議案は現三役で練り、名誉顧問会議にもお知らせしアドバイスを受けたものである。 

元ガバナーの経験上から様々なアドバイスや改善の要求も多々あったが、昨日の名誉顧問会終了後、

我々現キャビネットとして検討した結果、”アドバイスはアドバイス”として、今後現キャビネットとしてどうす

るのかを今朝決定し、この形で進めることにした。 

また今期は RC を設置したが、ZC 一年生も多く、相互に相談しながら～というバックアップ体制につい

ても名誉顧問会議の中で耳の痛い話もあった。現三役だけでは知恵も足りず、「名誉顧問会議の意見を

聞いてよかった」 と思っている。 

最後になったが、年次大会では新コロナ対策に尽力いただいている岡山および鳥取両県の医師会へ

援助金を贈った。これは本会計からの拠出ではなく、既に承認いただいている大会会計の記念品費 270
万円のうち、250 万円を使った。バッジなどの品物ではなく、新コロナウィルス対策に貢献している方々へ

幾ばくかでも利用いただけるものと確信している。 

同時に会員皆様方と良好な関係でのワクチン接種の恩恵を受けていただくこととした。高齢者の多い

我々ライオンズに享受できることで記念品になるものと思う。さらに各報道媒体による PR も一役得たと考

えている。 
年次大会の進行において、キャビネット役員ならびに大会関係役員の皆様方、さらにホストクラブの皆

様方多数のご協力を得て、無事行われたこと、心より感謝申し上げる。 
最後に、第 4 回キャビネット会議は、ロバート議事規則によって進行する。第 3 回会議では混乱もあり、

本日質疑応答はひとり 3 分にて合図するので、時間厳守にてご協力をお願いしたい。 
様々な意見の違いもあると思うが、このロバート議事規則、キャビネット規則、複合会則、運営マニュア

ルなど様々なものを参考にしながら、進めていただければありがたい。 
本日は今期最後の会議となり、この会議の終了とともに、平山次期ガバナーの準備段階に入る。今日

の協議結果に基づき、地区規約を再度取り纏めて次年度へ引き継ぎ、今期最後の仕事とさせていただく。 

よろしくお願いいたします。 
 

 

【8】議事ならびに報告 

進行：地区ガバナー  金礪  毅 

議事録作成：キャビネット副幹事  山田 隆嗣 

議事録署名：    〃        松本匡司郎 

※第 3 回キャビネット会議議事録の確認と承諾 

※本日の投票権所持出席者 48 名 （うち WEB 出席 4 名）  →休憩後、1 名の追加出席あり 

 

【提案事項】 

Ø 提案  地区ガバナーエレクト 平山 智雄 
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先日行われた年次大会代議員投票において、ガバナーエレクトに承認いただき、心から御礼申し上げる。

今までは他人事のような気分だったが、格なる以上は一生懸命に努めさせていただく。 

 

●2021-2022 年度地区アクティビティ・スローガン   『サムシング ニュー Something New』 

「何か新しいことを始めよう」という意味合いで、コロナウィルス蔓延により、世界中が大変な影響を受け、 

今まで通りの活動が出来ない状況にある。集会や食事会さえもできず、我がクラブにおいても例会は月に

一回のみ、理事会はできるだけ少人数で何とか行っており、閉塞感ばかりを味わっている。 

しかしこれは、今までのような枠に捉われず ”何か新しいことは出来ないのか” という «示唆» として、 

考えていきたい。 

色々なクラブが色々なことを考えて事業を実施しており、国際協会 HP からも具体的なその内容がうか

がえるようになっているが、やはり各地区の情勢に合わせて行われてきた。この情勢を共有し、アイディア

を出し合い、それを参考にしてより良いアクトをしていきたいと考えている。 

 

●2021-2022 年度地区ガバナースローガン  『誇りと自信 そして前へ』 

コロナ蔓延による閉塞感の中で、«今までとは違うスローガンであるべき»と思った。 

特に今年度は 336 複合地区内 4 地区のなかで、B 地区のみ会員数が減少している。やはり、クラブに愛

着を持ち、クラブでの活動が楽しく、みんなで目標を共有して盛り上げていこう！という気持ちになれず、

自信を無くしている状況にあると考える。”もっと楽しく前へ進んでいこう”という観点から 『誇りと自信 そし

て前へ』 というものにした。 

また、”誇り”とは、「L 字の誇り」であり、中国や韓国では、L 字のバッヂが商売上でも役に立ち、信用度

が違うと言われている。日本では全くそのようなことはなく、逆に「まだそのバッジを付けているのか。」と言

われてショックを受けた人もいる。 

私自身は 40 年間在籍した中で、楽しい思い出ばかりである。ライオンズに入会し様々な活動をすること

によって、「誇り」が持てるからであり、各々が一生懸命にやっていることを次へ引き継いでいくということ自

体も必然的に「誇り」が持てるようになる。そして「自信」をもって、積極的に前へ向かって進むことが重要

である。みんなで明るく楽しい活動をし、引いてはそれが 『会員増強』 に繋がり、新メンバーも 「L 字の

誇り」 が持てれば、必然的に退会者の減少につながるはずである。 

 

＊地区ガバナー 金礪  毅 

議案 2、3、4 については、年次大会代議員会で既に承認されており、報告事項として説明いただきたい。 

 

＊地区ガバナーエレクト 平山 智雄 

先日の年次大会での代議員会提出議案として既に承認いただいているので、この議案を再度一読いた 

だきたい。ほぼ今年度での方策を踏襲していく。 

第 67 回地区年次大会については、昨年度に引き続きこのような状況になってしまい、残念に思う。 

しかし、このコロナウィルス感染は来年になってもまだまだ予断を許さない状況にあることは確実と思われ、

今後ワクチン接種がどんどん進んでいけば、津山での地区大会開催の見通しも明るいと思う。 

皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

●2021-2022 年度地区会費・地区大会費について 
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地区会費 月 850 円  地区大会費 月 300 円 合計 1,150 円～今年度同様 

（なお、二人目以降の家族会員は 0 円とする） 

 

●地区緊急援助資金 次年度での補填について  

2021 年 1 月 1 日現在、地区規定の積立金基準額 1000 万円を超えているため、次年度での補填は 

行わない。 

 

●2021-2022 年度第 68 回地区年次大会について 

開催日時 ： 2022 年 4 月 17 日（日） 

開催場所 ： 岡山県津山市 津山文化センター 

ホストクラブ ： 3R1Z ならびに 2Z 所属 11 クラブ、2 支部 とする 

 

≪以上、第 67 回地区年次大会代議員会にて 承認済み≫ 

 

 

Ø 提案 キャビネット幹事 坂本  誠 

議案-1 キャビネット事務局職員 人事～ガバナー・キャビネット事務局就業規則第 5 章人事 新たな制定について 

人事に関する事務局規定と就業規則が重複しているため、ひとつにまとめたい。 

 

ガバナーキャビネット事務局就業規則 第 5 章人事  第 15 条 

②採用については、先の第 3 回キャビネット会議において承認済み 

 

1．任免 «案»  

次期キャビネット事務局員の任免は、当該期の第一副地区ガバナーがガバナーエレクトの承認を地区年

次大会で受けた後、現地区ガバナーと協議し、現地区ガバナーが任免する。地区ガバナーの了承のもと

に現キャビネット幹事が人事を行う。 

ガバナーエレクトに就任した後、次の第一副地区ガバナーがガバナーエレクトに就任するまでの期間に

おける事務局員の任免は、前ガバナー・名誉顧問会議長と協議の上、行う。 

 

L.住吉   前ガバナーや名誉顧問会議長との協議がなぜ必要なのか？ 説明していただきたい。 

今までは現ガバナーと一副・二副ガバナー等で相談し決定してきたと思う。 

L.金礪   名誉顧問会を尊重し、名誉顧問会とキャビネットの関係を深くし、相談をするという意味である。 

L.住吉   提案者 L 坂本から説明いただきたい。 

L.金礪   名誉顧問会議長は前ガバナーなので、繋がりを強めていきましょうね！ ということです。 

L. ？    そもそも事務局の任免について、該当期でない者がそこまでする必要があるのか？ 

 おかしいのではないか？ 

L.福島   反対である。 

L.福島   承認決議される以前に既に決定されているような内容に思われる。 

L.金礪   まだ表決はしていない。これからである。 

L.福島   では 私は反対する。 
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L. ？    表決しようとする規約の内容がよく分からない。 

L.金礪   補足したようにキャビネットと名誉顧問会とのつながりを強くするために議長を入れる という内容 

である。 

L. ？    事務局員の採用の為にそこまでする必要があるのか、その理由を説明いただきたい。 

L.金礪   ”ある” と考えたうえで上程している。 

          では、「前ガバナー」ならびに「名誉顧問会議長」を削除した内容に賛成の挙手を求める 

 

賛成：議決行使出席者 48 名中 25 名 （うち WEB 出席賛成 3 名） 

 

L. ？   条文がどういうことになるのか？ 

L.坂本  ガバナーエレクトがガバナーに就任したのち、次の第一副地区ガバナーがガバナーエレクトに

就任するまでの期間における事務局員の任免は・・・・・・・ 

L. ？   当該期のガバナーが行うのが当然ではないのか？当該期でない者には何の決定権もないは 

ずである。 

L.金礪  では、議案録 13 ページの 1 行目と 2 行目を全文削除する ということで、12 ページの 3 行の 

みになる。 

L.藤井  職員については”任免”でなく”採用”ではないのか？ 

”任免”はメンバーであって、職員は”採用”であるはず。 

L.金礪  ”任免”という言葉が今でも使われており、”任免”も含めて”採用”である。 

L.藤井  それはおかしい！ 表現も含めての解釈の仕方 ということなのか。 

L.西尾  議案の記述内容、文章内容の意味が不明、全く理解できない。13 ページの 1 行目 2 行目を割 

愛するとなると,誰と誰が協議して進めていくのか ということが全く分からなくなる。 

従って、『ガバナーエレクトがガバナーに就任したのち、次の第一副地区ガバナーがガバナー

エレクトに就任するまでの期間における事務局員の任免は、当該現ガバナーと前ガバナーが協

議のうえ行う』 ということにすれば、すっきりと纏まるのではないか。 

L.金礪  では、名誉顧問会議長は削除 ということで修正決議する。 

 

★上記内容にて再度の修正   議決行使出席者名 48 名中 賛成 34 名（うちウェブ出席者 3 名） 

≪よって 議案-1 は否決  二度にわたる修正内容にて 可決≫ 

 

 

2．採用の期間 ならびに 第 16 条 採用の手続きおよび職性«案»       ≪審議ならびに決議なし≫ 

 

 

Ø 提案 キャビネット幹事 坂本  誠 

議案-2 地区名誉顧問内規を複合地区運営マニュアル第 18 条名誉顧問会制度に記載されている機能を加え、

キャビネット運営が活力あるものになるよう取り入れた内規に改定したい 

 

L.住吉  この案件では、キャビネット会議の前の名誉顧問会議にて、上程されているすべての議案を 

通さなければ、キャビネット会議での協議すらできない ということなのか？ 
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L.金礪  336 複合地区内 A、C、D 地区とも 2 回に分けてキャビネット会議の前日に名誉顧問会議を行 

っている状況であり、規定にはないが、年明けから事務方のお世話が手薄になったこともあり、 

このような形の検討をした。 

冒頭の挨拶の中でも申したが、三役での協議の中でこの方法が最も良い と良いということにな

り、昨日および先ほど行われた名誉顧問会での参加者の賛同を得ている。 

 

L.住吉  先日行われたレガシー委員会でも協議され反対されたはずだが、今まで名誉顧問会議は地区 

ガバナーの要請において開催されてきたが、この案件では名誉顧問会議の承認がなければキ 

ャビネット会議での協議にも至らない、すなわち、地区キャビネットの上にさらに“名誉顧問会”と 

いう『別組織』がある ということではないのか。 

L.金礪  そうではなく、諮問があった場合に、大方みんな 『良いよ！』という形を求めたい。 

L.住吉  これでは、ガイディングライオン研修会や新会員研修会等で問題視され、またクラブでもよく見 

      受けられる“若い人が新しい事業を立ち上げよう”という時にクラブの長老、年配者との意見の食 

い違いが起こり事業がうまく実施できず、将来を担う若い人が育たず、クラブの衰退に繋がって 

いくという事と同様で、その状態にキャビネットもなってしまうのではないか？ 

地区内会員が推薦した一年任期でのキャビネットなので、その一年間を思う存分活動していた

だき、その中で問題があれば、現在の規約にあるようにガバナーの要請によって名誉顧問会に

諮問する という従来通りの形で良いのではないか。                 

≪拍手 多数≫ 

L.金礪  過去において、名誉顧問会議を開催しなかった年度もあり、その時には様々な問題もあったよ 

      うだが、名誉顧問会は、“地区の宝庫”として出来るだけ活用する方向で行きたいと思う。 

L.住吉  今まで通りで良いと思う。 

L.山田  従来通りで何ら支障はないと考える。ガバナーの意向すなわちキャビネットが必要とすることを 

名誉顧問会に諮問するのが当然であり、ガバナーが推進しようとしていることに対し、名誉顧問 

会議で賛成を得なければキャビネット会議での検討すらできない というのはおかしいと思う。 

また、すべてのことを諮問する必要は全くなく、今まで通りで良い。 

≪拍手 多数≫ 

L.金礪  「すべてを」とは記載していない 

L. ？   「ガバナーが必要とすることを諮問する」という文言を記述するべきではないのか。 

L.内山  議決する前にこれからガバナーになる方々の考えを聞きたい。 

L.平山  国際会則標準版地区会則の中では、「地区ガバナーは準地区内でのグッドスタンディングの元 

国際役員＝元地区ガバナーからなる委員会を必要に応じて設けることができる。この委員会は、 

地区ガバナーが要請する時に会議を開催できる。地区ガバナーの指示に従って、地区内の調 

和を推進する。本委員会の委員長は、地区ガバナーの要請があれば、地区会議に出席する。」 

となっている。 

今日のこの案件では、キャビネット会議の前に名誉顧問会議を開催して、顧問の賛同を得た後 

にキャビネット会議に臨むという内容になっており、やりすぎではないのか？ 

もちろん、会議を開いて、あるいは個人的にいろいろと意見を聞きアドバイスいただくことはある 

と思うが、この形では頭の上に重しを乗せられたような感じがする。 

L.西尾  名誉顧問の方々は確かに経験豊富で、その知識はぜひとも活用させていただきたいと思う。 
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その中で、この文章からすると、非常に名誉顧問会のウエイトが高くなる。 

その観点からすれば、「地区ガバナーが必要と認めた事項については名誉顧問会に諮問する」 

という形にすれば、ガバナーもやりやすいと考える。 

L.藤井  私も西尾第一副地区ガバナーと同意見である。名誉顧問会そのものの必要性も理解している

が、様々なことを相談しながらキャビネット運営を執り行っていくのが本筋で、ガバナーの勝手な

判断で進めていくのではない。 

検討されたことが正式な議案として上程される前段階での”相談可能なポジション”であってい 

ただきたい。 

L.金礪  では、従来のままでいくのか？  新しくするのか？ 

従来のままで良い との内容にて挙手をお願いする。 

 

議決行使出席者 48 名中 賛成  32 名 （うちウェブ出席賛成 2 名） 

≪よって議案-2 否決≫  

 

休憩 10 分間 

 

 

Ø 提案 キャビネット幹事 坂本  誠 

議案-3 336 複合事務局固定化の見解を地区規約集に記載したい 

 

L. ？  議案そのものが地区規約集に掲載しなければならないものではない。 

参考とするだけのものではないのか。 

Ｌ. ？  理由④に書かれている「事務局員の態度が悪くなる」などという文言は除くべきと考える。 

L.遠藤 この内容での上程および趣旨が全くの不明。すでに決まっていることを地区の規則集に掲載する 

必要もない。複合地区でのことなので、参考とするのみで良い。 

L.山田 複合でのことを地区の規約に加えて、なんの意味があるのか？ 全く理解できない。 

 

議案-3 について 議決行使出席者 49 名中 反対 41 名 （うちウェブ出席賛成 2 名） 

≪よって議案-3 否決≫ 

 
 
Ø 提案 キャビネット幹事 坂本  誠 

議案-4 西日本豪雨災害で全国から送られた義援金を“地区緊急援助資金”に繰り入れたい 

 

L.山田  昨年 12 月末の時点で 540 万円余りの資金があるが、そもそも義援金をくださった方々の目的を 

考慮すべきではないか。 

L.内山  西日本災害支援の為に意志をもって送金してくださったお金であり、それなりの使い方をしてお 

かなければならないものである。その目的が宙ぶらりんになっているのはなぜなのか？ 

L.坂本  今現在 540 万円余りあるうち 320 万円は、真備の方で備蓄品に使う予定である。その残額につい 

て、いつまでも残しておいても仕方ない。 
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L.金礪  今のところ使い方での規定が決められていない。 

L.内山  決められていないから、仕方ないから、 ではなく、送金くださった方々の意思を受けて、それなり 

の使い方をするのが本筋ではないか。 

L.眞治  オブザーバーだが、この義援金は西日本豪雨災害において、真備町を中心に岡山県各地で起 

こった災害に対しての義援金である。 

L.内山  それは、だれが責任を持ち、その使途や内容などをいつ、どこで決めたのか？ 

L.金礪  今まではアラート委員会で具体的に決めてきた。 

L.藤井  アラート委員会では、この“地区緊急援助資金”ではなく、“災害支援特別資金”での事業に携わ 

ってきた。336-B 地区に送られてきた資金を災害が発生した地区に対する義援金として、拠出 

した。 

あくまでもこの 540 万円何某は、真備町の復興支援の為に頂いたお金である。従って、早めに 

この資金を活用した支援事業をするべきではないか との意見をアラート委員長時から再三申し 

上げてきた。必要な支援事業は探せばいくらでもあると思う。 

このあと、LCIF に申請する真備町災害支援物資備蓄品寄贈事業～備蓄物資購入代金として、 

320 万円を拠出する事業が提案される。 

その残り約 200 万円をどうするか？ での議論が必要である。 

L.内山  寄附してくれた方々の意思に反するような扱いをしないためにも、この場において我々が決定し 

ても良いものなのか？ ほかにより良い方法はないのか？ その当事者にもお聞きしたい。 

L.渡部  今回 LCIF 交付金に申請する 320 万円の残額は、真備に災害で頂いたお金なので、全額真備 

のクラブに送り、真備町の支援に使用することで処理してはどうか。 

L.金礪  要するに宙に浮いている残金は、真備ライオンズクラブに送る ということなのか？ 

L.宮重  前年度アラート委員長より、この資金は全額真備町の復興支援の為に使いたい と聞いている。 

今回、アラートに必要な物品に全額を使い切ることができないことから、キャビネットの緊急援助資 

金に組み込めば、日本国内外のどこで災害が発生してもその支援に使用でき、一つの資金の流 

れとして分かりやすいことから提案をした。 

備蓄品購入代金 320 万円に関しても真備町だけでなく近隣での災害発生時にこの備蓄品が発送 

され、広範囲での支援となる。 

また地区緊急援助金の積立最低額 1000 万円との規定もあり、1000 万円に満たなければ、また集

めなくてはならない。 

L.松岡  今はお金の行き先ではなく、規約としての文言や内容を検討しているので、次に進めていただ 

きたい。 

L.上田  繰り入れるのは良いと思うが、残金 200 万円の行先として国内外広く使えるような形にするのか？ 

あるいは、真備町等の復興支援のためのみに使うようにするのかは、今決めておくべきだと思う。 

L.宮重  地区緊急援助資金に組み込んだとしても、その内訳として 200 万円はどうするべきものなのか、担 

当者が認識しておけば良いのではないか？ 

L.小野  今回申請をした備蓄品については、一応必要とされるすべてのものを入れているが、あまり多額 

にならないよう控えめに申請の見積りをしたが、現段階において、完成式典開催での費用を始め、 

後々に必要となるであろうと思われるものが多く残っている。 

前回、交付金申請をして寄贈した移動図書館についても 336-B 地区として過去にない多額の支 

援金をいただき、有難いことであるが、今回このような残金に関する協議が行われることになり、渡 
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部国際理事が言われるように、全額を使い切るように計画をすればよかったと思う。今回の備蓄品 

寄贈事業を実施するにあたり、申請したもの以外で費用が発生した場合は、領収書提出のうえ、 

地区から支出していただき、そこからの余剰金に関してはクラブに送金していただく方法ではどう 

か？この方法で了解していただければ、真備クラブとしても大変助かる。急な提案であるが、検討 

いただきたい。 

L.金礪  どうだろうか。 

正直言って、全国からいただいたお金に対する使途については明文化されていない。今期、規 

約の見直しを行い、ここ 1～2 年の情勢の変化もあり、災害支援金規定の制定は、必要と感じた。 

きちんと規約を作ってから使う という形がベストではないかと思い、今回の提案となった。 

L.住吉  他地区では、このような場合どのように対処しているのか、確認してみてはどうか。 

最終的には真備町の復興の為に使うべきと考える。 

L.金礪  もともと真備町の支援のためであるが、336-B 地区に頂いているお金であり、本会計とは別個に

扱っているのであれば、それなりの規定が必要と考える。 

L.内山  しかし、336-Ｂ地区で災害が起こって大変！！ということで頂いた義援金を 「これから先の災害

時に使うために地区でプールしておこう」 という考えは、援助してくれた方々の意思に反すること

であり、おかしいと思う。早々に何かしらの復興支援事業を実施し、それに拠出するべきと思う。 

L.金礪  では、今までの形のままで新たな規約をつくるのではなく、復興支援のために出来るだけ早く事

業を行って使い切るという形で進める旨、議事録に残して次期に申し送ることでの賛同をお願い

したい。 

 

議案-4 前述の内容にて 議決行使出席者  49 名中 賛成 39 名（うちウェブ出席賛成 3 名） 

≪よって議案-4 否決≫ 

 

 

提案 キャビネット幹事 坂本  誠 

議案-5 新クラブ結成・会員増強資金規定を改定したい 

現状では、資金の拠出先もクラブ種別による贈呈金額も不確定であったため、補足説明として、その詳細を 

口頭での申し送りではなく、規則文面の中に記載する。 

 

議案-5   議決行使出席者 49 名中 賛成 44 名 （うちウェブ出席賛成 4 名） 

≪よって議案-5 可決≫ 

 

 

Ø 提案 キャビネット幹事 坂本  誠 

議案-6 財政健全化基金規定（案） の制定と実施について 

 

※文面の訂正   2.資金（1）2 行目 全文削除   

5.運用（1）援助の「活用の」発案は・・・「 」内の加筆 

（2）「規定の」運用にあたっては・・・「 」内の加筆 
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L.遠藤  想定外の危機 とはどのようなケースを想定しているのか？ 

L.金礪  想定外 であるが、例えば、新々コロナウィルス蔓延により会員への会費免除措置や会員への支 

援が必要となった場合、また会費を補填しなければならなくなった場合、また予算内で賄えない事 

案が発生した時などで、基金として特別会計にしておき、何かの時の為に備えておく。 

L.遠藤  繰越金の中から積み立てるのか？ それは基本的には剰余金ではないのか？ 

L.金礪  キャビネット会議の承認を必要とするため、資金の使い方は明確にできる。 

L. ？  それに匹敵することなのかどうか疑問だが、2 年続いて地区年次大会が中止され、その経費も大 

幅に削減され、多額の余剰金が発生しているはずである。 

元々、会員から集めているお金なので、そういう提案をここで決めてもいいものかどうか疑問である。 

L.坂本  大会費ではなく、一般会計でのことである。 

L.金礪  賛否をお願いする。 

議案-6   議決行使出席者 49 名中 賛成 47 名 （うちウェブ出席賛成 2 名） 

≪よって議案-6 可決≫ 

 

 

Ø 提案 キャビネット幹事 坂本  誠 

議案-7 地区監査委員の資格規定 （案） の制定と実施について 

336-B 地区に監査委員の規約がないため、新たに制定したい。 

 

※文面の訂正  

（2）「公認」会計士、税理士の資格を有する者が望ましい。 

（3）任期は 2 年目と 1 年目の 2 名とし、毎年度新監査委員 1 名を選ぶこととする。 

（4）地区ガバナーの所属するリジョンから委嘱することは、監査の中立を期するため避けるべきである。 

 

L. ？  公認会計士はメンバーの中でどのくらいいるのか？ 

L.金礪  実数の把握はしていないが、それなりにいると思われる。 

L.住吉  前キャビネット会計ではない ということなのか？ 

L.金礪  そうである 

L.住吉  メンバーの中から選ぶのか？ 

L.坂本  キャビネット会計が監査委員をするという規約もない。 

L.藤井  その都度、委嘱するのか?  また（1）もしくは（2）ではないのか？ 

キャビネット会計をした人は、それなりに内容も分かり業務に精通しているのではないか。 

（1）でも良いのであれば、今まで通りで何ら問題ない。 

L.住吉  そういった資格有する人をどのような方法で選ぶのか？ 

L.金礪  監査委員の資格に関する取り決め項目が全くないので、このような形を決めておきたい意向である。 

（4）については、「前ガバナー、現ガバナーが所属するリジョンから」を加筆したい。 

L.遠藤  企業の一経営者として、この会計内容、決算内容が分からない ということ自体、考えられない。 

色んな話があったとしても、それは本人の資質の問題でしかなく、会計士や税理士でなくても、 

当該ガバナー所属のリジョン以外であれば構わないのではないか。 

L.金礪  では、現状のままで OK の方の挙手をお願いする 
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議決行使出席者 49 名中 13 名 （うちウェブ出席 3 名） 挙手 

 

L.上田  「望ましい」という曖昧な言葉も削除するべきではないのか。 

 

※文面の最終訂正  

（1）全文削除 

（2）「公認」会計士、税理士の資格を有する者とする。 

（3）任期は 2 年目と 1 年目の 2 名とし、毎年度新しい監査委員 1 名を選ぶことが望ましい。 

（4）現ならびに前地区ガバナーの所属するリジョンから委嘱することは、監査の中立を期するため避け

るべきである。 

（5）全文削除 

議案-7   議決行使出席者 49 名中 賛成 38 名 （うちウェブ出席賛成 4 名） 

≪よって議案-7 可決≫ 

 

 

Ø 地区 GLT コーディネーター 内山  茂 

報告事項   公認ガイディングライオン研修会 開催結果の報告 

 

Ø 地区 GST コーディネーター 四木 秀章 

提案事項  LCIF 地区シェアリング交付金申請による池田動物園への支援事業について 

先日、JC の支援により、池田動物園にキリンが導入されたことを受けて、子どもたちがキリンと触れ合い、 

えさやり体験が出来るようキリンの背の高さに合わせたプラットホーム（えさやり台）を寄贈し、子どもたち 

の体験を援助し動物園の入場者増も実現できる。池田動物園は株式会社であるため、ライオンズクラブ 

が一企業へ支援するのはいかがなものか？との意見も多々あるが、336-B 地区で唯一の動物園であり、 

JC やローリークラブでも様々な支援活動を実施されている。ライオンズクラブにおいても何か出来ること 

はないのか？との意見から、今回の提案に至った。今後、それらの他団体との合同事業も計画したい。

（当日配布 見積書 参照） 

また今期になって７R 以外のリジョンでの諮問委員会に出席し、このコロナ禍の中、非接触で出来る事業

の計画について多くの相談を受けた。献血をはじめ一部紹介したが、地域的な都合や先の見えない状況

もあり実施に至っていない。この池田動物園支援の事業をその一つとしてご了解いただきたい。 
 

議決行使出席者 49 名中 賛成 33 名 （うちウェブ出席賛成 3 名） 

≪可決≫ 

 

Ø LCIF・アラート委員長  宮重 美信 

提案事項 

三色運動の準備（案） 災害発生時に指示運営者を明確にし、一目で識別可能にするもの 

赤帽～ライオンズクラブ アラートオフィサー 青帽～コマンダー 黄色のハンカチーフ～We need Serve 

年度末までにサンプルを発注する。（合計費用 95,000 円） 
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議決行使出席者 49 名中 賛成 45 名 （うちウェブ出席賛成 4 名） 

≪可決≫ 

報告事項 

・LCIF への参加促進（1 月末現在） 

・アラートコマンダーの登録募集（2 月末時点で 30 名） 

・LCIF 西日本災害対策備蓄基地構想～岡山県において岡山空港に同様の施設確保の予定 

 

 

Ø LCIF 交付金事業申請 提案事項 

倉敷市真備町に建設される防災コミュニティハウスでの災害支援物資保管庫に常備する発電機や被災

者のための生活必需品等の支援物資寄贈事業として、320 万円を地区から拠出する旨、賛同をいただき

たい。 

議決行使出席者 49 名中 賛成 48 名 （うちウェブ出席賛成 5 名） 

≪可決≫ 

 

【報告事項】 

Ø 2020-2021 年度上半期会計監査報告について 

キャビネット会計 小田 克介 

上半期会計監査では、現金出納簿や預金帳簿、ならびに領収証との確認作業と各々の仕訳が間に合っ

ておらず、大変不細工な報告となり、支出の部について、改めて確認した。 

①会議費   

公的な会場の予約が出来ず、ホテル開催がメインとなり、また出席者の登録料なし、食事なし での設 

定となり、会場費が嵩んだ。 

⑤人件費および⑥福利厚生費 

 事務方の混乱からの人手不足もあり、パート職員を増やしたために経費がかさんだ。 

⑧家賃光熱費 

 期の初めならびに大会事務局との家賃計上が重複し、按分出来ていなかった。 

⑪事務用品・消耗品費 

 これも大会事務局との仕訳が出来ておらず按分されていない。 

⑰雑費～734％の拠出 

 事務局の移転に伴い、トイレ改修を行った費用が算入されている。 

ほか、地区会費と大会費との仕訳が出来ていなかった。 

しかしながら、収支全体としては 55％の拠出となっており、ほぼ予定通りの収支としてご了解いただきたい。 

 

 

Ø 第 103 回バーチャル国際大会について 

今までになくひとり 50 ドルで登録可能な大会として、ぜひとも多くの若いメンバーに参加していただきた

い。代議員登録に関しては、会員数 1～37 名に対して 1 名、その後 25 名ごとに 1 名追加となる。 
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Ø 『こどもの未来 古本募金』ならびに『ヘアドネーション』各事業での現状報告 

 

Ø 6R1Z 笠岡ライオンズクラブ 6/30 にて解散報告があった 

 

Ø 今年度 MJF 献金者集計 

 

Ø バーチャル国際大会に関する LCI からの連絡事項 

 

【質問事項】 

L.住吉  先の地区年次大会で実施された岡山・鳥取両県の医師会への寄付事業について、キャビネット 

会議での事前の了解が得られていないのではないか。 

L.金礪  会議冒頭の挨拶でもお話ししたように、大会予算のなかで記念品費として計上している 275 万円 

で賄った。この拠出の承認は、キャビネット会議での大会予算案承認にて了解されたものとご理解 

いただきたい。寄付の趣旨としては、医師会において、コロナワクチン接種に向けてのパンフレット 

作製費用に充てたい との要望であった。 

Ｌ.岩本 これは大会予算の中で、”会員に対する記念品”という元々の解釈であったが、以前より大会参加 

者のみ、あるいは全会員に対する記念品という 2 通りの形で年度ごと様々に行われてきた。 

今回は、大会参加者に対して記念品を出すという予定であったが、コロナ禍の状況により第 3 回 

キャビネット会議開催時では未決定であった。 

その後、コロナ蔓延により大会要領の変更を余儀なくされ、昨年同様に組織そのものから急遽変 

更し、その中で、大会運営については、選挙管理委員会が執り行うこととなり、諸問題ついて色々 

と審議を重ね、このような形となった。 

記念品については、各会員がひとり 700～800 円の記念品を受け取って喜ぶであろうか？という率 

直な意見から始まり、医師会への寄付事業については、私が提案をした。 

キャビネット会議での承認は確かに得ていないが、大会予算として承認いただいていることから、 

大会委員会にある程度の権限を持たせていただき、任せていただくという認識にて実施していか 

なければ、このコロナ禍の中では不可能であったと思う。 

ライオンズクラブの本質は、『We Serve !』であることから、ご理解、ご承諾をいただきたい。 

 

 

【8】閉会宣言 地区ガバナー  金礪  毅 

 

以上 

2021 年 4 月 17 日 

 

 

 

 

議事録署名 


