
2021-2022 年度 

第 １回 キャビネット会 議 

議 事 録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区アクティビティ・スローガン 

『サムシング ニュー Something New』 

地区ガバナー・スローガン 

『誇りと自信 そして前へ』 

 

日時 / 2021 年 7 月 17 日(土)    場所 / 津山鶴山ホテル 

 

ライオンズクラブ国際協会 336-B 地区 

〔キャビネット事務局〕 

〒700-0902 岡山県岡山市北区錦町 5-15 南田辺ビル 3F 

TEL.086-232-7722  FAX.086-232-1155 

URL https://lc336-b.org  E-mail info@lc336-b.org 

https://lc336-b.org/
https://lc336-b.org/


1 

2021-2022 年度 

第 1 回 キャビネット会議 議事録 

 

日時：2021 年 7 月 17 日(土) 

13：00～16：00 

場所：津山鶴山ホテル 

 

«司会» キャビネット副幹事 瀧川 浩司  

 

1. 開会宣言                                        地区ガバナー 平山 智雄 

 

2. 国旗に敬礼・国歌斉唱 

 

3. 『ライオンズ・ヒム』（1 番のみ）斉唱 

 

4. 『ライオンズの誓い』唱和                          第一副地区ガバナー 西尾 慎一 

 

5. 出席者紹介                                    キャビネット副幹事 瀧川 浩司 

 

6. 役員へガバナーピン授与                                 地区ガバナー 平山 智雄 

 

7. 地区ガバナー挨拶ならびに報告                         地区ガバナー 平山 智雄 
 

＊平山ガバナー： 
私にとって、本日はデビューの日であり、色々と不慣れな点から皆様方にご迷惑をおかけすることと 
思いますが、何卒寛容の精神にてよろしくお願いいたします。 

  小野元ガバナーの年度からコロナの影響が出始め、昨年度金礪ガバナーの時も大変な一年でした。 
もうそろそろ収まるかと思っていたのですが、変異型が次々と出ており、そのような状況下での 
ご出席、誠にありがとうございます。 

  私自身は一応医療従事者ですので、ちょうど 2 カ月前に 2 回目のワクチン接種を終えました。 
今朝も念のために体温を測定してまいりましたが、今後は感染者の中心が若い世代に移っていきます。 
この会場では、既に 2 回の接種を終えた方が多いと思いますが、若い世代はまだ 1 回も接種していない 
人の多い状況です。 

  そうした中で世界各国、もちろん日本も、わが地区も非常に大きな影響を受けていますが、かといって、

ライオンズクラブが何もしないという訳には参りません。ライオンズ活動に対するテンション⇒やる気を

維持することが、私たちの急務と考えています。 
  しかし誠に残念なことですが、前年度末わが地区の会員数は、昨年７月期首と比べ、マイナス 145 名 と 

いう結果になり、本日の議案の中にある今期予算案は、2,400 名ということで組みましたが、現実的には、 
約 2,300 名 ということで、早速何らかの手当が必要かと考えています。 
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  第二副地区となった 2 年前から様々な研修を受け勉強して参りました。 

これから西尾第一副地区ガバナー、藤井第二副地区ガバナーも同様に研修を受けていく事になりますが、 
以前と比べ、ガバナーの職務内容が非常に多岐にわたり複雑になったように感じます。 

  インターネットというのは非常に便利で本当に素晴らしいものですが、ある面では情報過多の状況にあり、 
スマホに縛られているような気さえします。 

 昨日夜、メールを開いてみましたところ、1 日のライオンズ関係からの受信だけで約 20 通ありました。 
その中には、聞き流すだけでいいのもありますが、早急に手を打たなければならないものも多くあり、 
自分自身のキャパシティーを超えるのではないかという不安もあります。 

  しかし、どのような状況下でも一生懸命に取り組む所存でありますので、皆様方の改めてのご協力を 
  よろしくお願いいたします。 
  今年度のガバナー方針として、2 つ出しております。 

1 つは「サムシング・ニュー」。今までの考え方に捉われず、あらゆるところを掘り下げて新しい可能性を 
探り、突破口を開いて前へ進んでいきたいと考えています。 

  コロナの影響で社会全体が閉塞感にあふれ、色々な業種で消費が停滞しています。しかし、このような状 
況の中においても『会員数を増やせ』と国際協会からは言われております。 
先日、LCIF のウェブの会議が 2 回、GAT の会議もありました。 

  その中で、現在全世界のキャンペーン 100 委員長をされている山田實紘元国際会長から、336-B は何とか 
しろ！というお言葉を直々に受けました。 渡部国際理事と LCIF 西日本の副エリアリーダー大谷さんを 
前にして、MD336 の成績が悪い！ 日本８複合地区平均でのキャンペーン 100 賛同クラブ数が 34％に 
対し、MD336 は 17％～半分、さらにその中でも 336-B 地区はわずか 9％！ どういうことだ！ と。 
渡部国際理事そして大谷エリアリーダーにも恥をかかせてしまったと感じています。 
もうひとつのスローガンとして、「誇りと自信、そして前へ」ということを申し上げております。 
ライオンズクラブが誕生して 100 年あまり。その間、既に亡くなられた諸先輩方、そして私も入会して 
40 年になりますが、我がクラブのチャーターメンバーとして今もご健在なのは森岡元ガバナーだけです。 
当時私はまだ 28 歳で、クラブの平均年齢を随分と下げたな！と言われましたが、その私がクラブ内で 
在籍年数も 2 番目となり、色々な意味で若い世代に継承するべきことがたくさんあると考えています。 

  皆様方も原点に返って、ライオンズクラブは、何のためにあるのか、ただ奉仕をするだけではなく、多く 
の方々と対面で色々な話をし、それによってテンションを上げてやる気を起こし、『楽しいな！』という 
感覚を持ってさらに前に進みたいと思います。 

  今現在のこのような状況の中でも何ができるかということをみんなで考えて実践する～それがライオン 
ズの素晴らしい部分であり、世間一般に対してもっと誇るべきだと思います。 
これから新しく入って参加するメンバーも、私たちと同様な気持ちで、将来も一生懸命ライオンズ活動を 
続け、世の中に良い影響を与えていく、そのことに対する自信を持ってまいりましょう。 
その上でもっとテンション上げて、前へ向かって進んでいきたいと考えております。 

  まだまだ当面の間、コロナの影響は続きます。用心ばかりしていても前に進みませんので、本年度は公式 
訪問は出来るだけ各ゾーンに出向き、皆様方に挨拶したいと考えています。 
皆様方とともにライオンズをさらに楽しく、広く良い影響を与えていけるよう頑張りたいと思います。 
山田幹事はじめ、各コーディネーターの方々、委員長、副幹事の方々、皆様方にご協力を賜りながら、 
頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。（拍手） 
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＊瀧川副幹事： 
ありがとうございました。それでは、本日の議事に入らせていただきます。 
事前にお配りしております第 1 回キャビネット会議議案録をお手元にご用意ください。 
なお、本日の議事録作成人は、キャビネット副幹事 鹿野 祐司、議事録署名人は、キャビネット 
副会計 杉浦 為佐夫 に指名させていただいております。 
それでは、地区ガバナーの平山 智雄さん、お願いいたします。 

 
本日の会議出席者数 52 名   WEB での出席者数 23 名   欠席者数 11 名 

会場投票権 35 名   WEB 投票権 12 名  当日投票権総数 47 名 (決議 32 名以上) 
 
 

8. 議   事 
＊平山ガバナー 
第 1 回キャビネット会議は当然ながら予算案の上程、そして地区会則については、複数の方々と 
相談し、様々調査しました。本日の議案録でのページと同じページ番号を下に振っていますので、 
こちらを参照しながら見てください。また訂正が何カ所かあります。 

   それぞれに皆様方の賛同の確認をするのが原則です。 
面倒ですが、松岡さんよろしくお願いいたします。 

 
   まず、29 ページ「勤務時間を変更することがある」と従来ではなっていましたが、「勤務体系や勤務 

時間を変更する」ことができる という形にしました。今回のコロナのような非常事態が起きたときに、 
1 名はウェブで対応することもこれからは考えないといけません。ご意見がありますか。 
 

＊松岡副幹事： 
投票機能が使えないので、ウェブ参加の方々に挙手のアナウンスをお願いします。 

 
＊平山ガバナー： 
ウェブ参加の方、賛同していただけますか。投票権のある方、挙手をお願いいたします。 

 
＊平山ガバナー： 
会場の皆さま方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
 

＊金礪前ガバナー： 
規約の手続きには 3 分の 2 以上の賛成数がいるので、数を数えられたほうがいい。 
 

＊平山ガバナー： 
再度挙手をお願いします。委員の方は、議決権ございません。議決権のある方だけということで。 

   
＊平山ガバナー： 
出席者名簿で議決権のある方にはマークを付けています。 
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＊鹿野副幹事： 

47 名中 賛成数 41 名です。 
 

＊平山ガバナー： 
はい、分かりました。それでは決定いたします。                  【承認】 

 
    引き続きページ 31。これは昨年度の第 4 回キャビネット会議にて「次期キャビネット事務局員の 

採用」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、現地区ガバナーが採用する。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。ガバナーエレクトが就任した後、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採用は、前ガバナーと協議の上行う」と決めら 
れました。これは、その当該期のガバナーが全責任を持つという形が正しいと私は解釈いたしますで、 
まず、この 1 の項目は「次期キャビネット事務局員の採用は、地区年次大会で承認されたガバナー 
エレクトが次期予算勘案のもとに次期ガバナーチームの了解を得て採用し、次期キャビネット幹事が 
人事を行う。年度途中での採用についても、当該期のガバナーチーム了解のもとに地区ガバナーが採

用し、キャビネット幹事が人事を行う」と変えさせていただこうと思います。 
2 番目の採用のことについても採用の期間、「キャビネット事務局業務の特殊性から 1 年間任期での 
契約ではなく正規継続契約とし、安定した事務局員の労働環境を確保する。」ということだったが、こ 
れは「キャビネット事務局員の雇用期間は、毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの 1 年間とし、契 
約更新については、本人の勤務状況や業務能力、年間予算等の諸条件により検討し、更新可能とする。」 

前期第 4 回キャビネット会議でこのような形を決めるまでは 1 年契約でした。やはりそのときのガ 

バナーが責任を持って行う訳ですので、このようにさせていただきたいと思います。 
    それから、3 番目の定年につきましてですが、前年度、キャビネット会議で私からも申し上げました 

が、現在、厚生労働省はじめ政府全般として定年は 65 歳にするということが、その方向で動いてい

ます。ライオンズクラブにおきましても、職員の定年、これは否応なしに定年になりましたが、 
本来退職していただくわけですが、これは職員の定年は、満 65 歳になる月の 20 日締めという形に 
改正し、さらに 定年後は正社員以外の雇用（例：アドバイザー契約など）は可とし、雇用条件に 
ついては、当該期のガバナーが決定する。という形にさせていただきたいと思います。 

    色々と長期雇用に対しての弊害も指摘されていますが、三役、ガバナーチームはじめ監査の方にも 
    ご協力いただき対応したいと思いますので、皆さま方のご賛同をお願いします。 
    それでは、この第 15 条 1、2、3、4，人事 という項目につきまして、採決をお願いします。 
 

＊金礪前ガバナー： 
平山ガバナー、これですけど、1 項目ずつ票決を。 

 
＊平山ガバナー： 
それでは、15 条の 1、要するに、当該期のガバナーが決めるということで、全く問題なければその 
まま雇用を継続すればいいと考えます。賛成の方の挙手をお願いいたします。 
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＊鹿野副幹事： 

47 名中 38 名。 
 

＊平山ガバナー： 
それでは、これもうこのようにさせていただきます。                【承認】 

 
次に採用の期間ですが、これにつきましても、賛成の方は挙手お願いいたします。 

 
＊鹿野副幹事： 

47 名中 37 名です。 
 

＊平山ガバナー： 
ありがとうございます。                             【承認】 

 
それでは、3 番目、定年の項目です。これにつきましても挙手をお願いいたします。 

 
＊鹿野副幹事： 

47 名中 39 名です。 
 

＊平山ガバナー： 
ありがとうございます。それでは、これも決定させていただきます。         【承認】 

 
47 名中 39 名の賛成頂きました。ウェブの方、お分かりでしょうか。大丈夫ですね。 

 
4 番目、定年後の給与の問題ですが、定年後なので正社員としては雇用しないという形です。 
これにつきましても、賛成の方、挙手をお願いいたします。 

 
＊鹿野副幹事： 

47 名中 40 名です。 
 

＊平山ガバナー： 
47 名中 40 名ということで、このように決めさせていただきます。          【承認】 

 
31 ページの 16 条、このうちの 4 番目の項目、「事務局の事務処理を行うため事務局職員を 2 名置き 
内 1 名を事務局主任とする」。2 名体制につきましては、当然のことながら 1 名のみの場合、何かし 
らあればたちまち事務局の運営に大変困ることになりますので、以前から私はこのように考えており 
ました。ただ、1 名を事務局主任とするという点、これはいろいろ対応方がありますので、この文言 
はとりあえず残しておいて、この後ガバナーチームで検討させていただきたいと考えます。 

【再検討】 
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5 番目の項目、元の原本のほうの 5 番目の項目は、6 番目と重なる部分があるので、6 番目の項目 
の方を「事務局職員は、キャビネット幹事及び事務局長の指示により事務処理をする」というよう 
に分かりやすくさせていただきます。キャビネット幹事というのは、当然ながらガバナーと相談の 
上でやっている訳ですから、文言を分かりやすくします。この変更点につきまして、特に異論がなけ

れば、また賛否を採らせていただきます。 
 

＊斉藤 FWT 委員長： 
これはキャビネット幹事と事務局長からの指示がなければ、事務処理をしていただけないのですか。 
例えば、○○委員長とか各委員さんとかはどのように依頼をすれば良いのですか？ 

 
＊平山ガバナー： 
そういう場合は、事務局職員から誰々の依頼に基づいて処理する旨の報告をもらうことで対応します。 
賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 
＊鹿野副幹事： 

4７名中 38 名です。 
 

＊平山ガバナー： 
それでは                                     【承認】 

33 ページ。これは事務的な問題でありますが、本人に直接現金を払うのではなく、預金口座より振 
込みでお支払いをするという形に変えさせていただきます。それでは、挙手をお願いします。 

 
＊鹿野副幹事： 

43 名中 41 名です。 
 

＊平山ガバナー： 
では、そのように変えさせていただきます。                      【承認】 

 
続きまして、34 ページ第 8 条の 2。事務局員が自家用車で通勤するとき、駐車場料金を今までは全額 
キャビネットが負担するようにしていましたが、諸情勢、予算の問題、その他考えました結果、料金 
の半額を支給する でお願いをします。 

 
＊平山ガバナー： 
その次の通勤手当ですね。今までは、15km 以上 20km 未満まではありましたが、20km 以上は規定

されていなかったので、今回まず左の通勤距離の仕訳を 15km 以上で一括りという形を取りたいと

思います。金額については矢印の右のように変更したいと。5km 未満の場合は支給なしを考えてい

ますが、ご意見ありますか。 
 

＊西尾第二副地区ガバナー： 
基本的に官公庁が採用している交通費旅費規定を参考にして決めればいいのでは と考えます。 
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＊平山ガバナー： 
ありがとうございました。官公庁の旅費規定になるべく準じる形で近いものを考えていきますが、 
どなたか官公庁での数字、ご存じないですか。 

 
＊西尾第二副地区ガバナー： 
私が入手をしております官公庁の規定によりますと、6km 未満で 2,700 円というものがあります。

ですから、4km 以上 6km で 2,700 円。逆に言えば、4km 未満は出してないということですが、 
これに準じた形でするのであれば、これは 0 ではなく、元の 3,000 円ということでもいいのでは 
ないかと思います。 

 
＊平山ガバナー： 
はい、分かりました。それでは、取りあえずこの一番上の項目、5km 未満 0 というのは撤回して 3,000
円のまま残します。その他のところは官公庁のほうに概ね合っているということですので、今回提案

いたしました金額でいきたいと思います。 
 

＊川本アラート委員長： 
その横に記載のある 11 日以上 18 日未満、10 日以下、ここについても決められた 0 なのかどう 
なのか。 

 
＊平山ガバナー： 

0 というのは撤回させていただきます。官公庁での規約をもう 1 回調べまして、かけ離れた部分が 
ありましたら、第 2 回キャビネット会議で報告させていただきます。それでは賛成の方、挙手お願い

いたします。 
 

＊鹿野副幹事： 
47 名中 38 名です。 

 
＊平山ガバナー： 
ありがとうございます。                             【承認】 

 
その下、34 ページの下、賞与及び退職金でございますが、第 10 条で「賞与は年 2 回、支給時期に 
在籍する局員に対して、夏期及び冬期に支給する」。第 11 条、支給日の指定になっております。 
ところが、第 12 条におきまして、「賞与支給実施の有無ならびに賞与の金額は、地区ガバナーが 
定める」。何月何日に支給すると書いてある上に、払うか払わないかはそのときの地区ガバナーの 
裁量ですよ という形になっています。 
これは地区ガバナーに丸投げのような状況ですが、今年度、会員数がマイナス 145 という状況、 
1 人あたり地区会費は年間約 1 万円になりますので、145 名分 これは相当影響を受けることは 
間違いありません。 
企業経営におきましても、新しい職員の最初の 1 年間は、通常、まともな額の賞与は払わないもの 
と思いますので、そういうことを勘案した上で考えていきたいと思います。どうにでも取れる表現 
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ということで、このまま文言を残させていただきます。これは変更がありませんので、説明だけに 
留めさせていただきます。 

 
続きまして、35 ページ。退職金ですが、1 年間であった場合、退職金積立ての金額が問題になります

が、一応このように、「退職金は支給しないが、状況によってはガバナーの判断により慰労金を支給

することができる」という形にさせていただきたいと思います。 
実は、前年度は 1 人あたり 1 カ月に結構な金額の退職金積立が行われております。ですから、これが

福利厚生費でかなりマイナスが出ており、今年度の地区予算案とかけ離れた額になりますので、この

ようにしたいと思います。もちろんガバナーの判断での慰労金であり、すごい金額になることは想定

しておりませんが、そのときのガバナーの考えに任すという形を取らせていただきたいと思います。 
 

＊遠藤 GLT 委員長：  
これはどのような、事務局員は 1 年単位での契約と考えるということで。 

 
＊平山ガバナー： 
基本的には、1 年単位です。 

 
＊遠藤 GLT 委員長： 
これから先、定年 65 歳の中で、例えば 10 年、20 年働いた方には、そのときのガバナーの裁量で退

職金を出すということですか。 
 

＊平山ガバナー： 
1 年ごとの雇用契約更新時でもいいと思いますが、その辺までは考えておりません。 

 
＊遠藤 GLT 委員長： 
雇用形態は 65 歳まで継続してあるわけです。契約期間は確かに 1 年かもしれませんが、仮に事務局

員さんが 65 歳まで働いた場合、退職金がいくらになるのか明確にし、今までのように積み立てた方

が良いのではないか。そうしないとどこからその退職金を拠出するのかということになってしまう。 
それで、勤労者退職金共済機構の規定と書いてありますけれども、月々いくらという積立ての決め方

をすればいいと思います。1,000 円なのか 1 万円なのか、それは一応キャビネットで決められた金額

でいいと思います。 
 

＊平山ガバナー： 
分かりました。改めましてここはもう 1 回検討し直し、次の第 2 回キャビネット会議の時に再度提案

をさせていただきます。 この採決は採りません。 
 

続きまして 41 ページ。これも先ほどの就業規則の短時間労働の場合ですが、当然同じことです。 
勤務体系や勤務時間を変更することができる。先ほどの事務局員、正規職員の場合と同じ表現に 
しております。この件につきましては、いかがでしょうか。このまま決めさせていただこうかと思 
いますが、一応決を採ります。 
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＊鹿野副幹事： 

47 名中 40 名です。 
 

＊平山ガバナー： 
はい。                                     【承認】 

 
続きまして、44 ページ。こちらも先ほどの正規の事務局員と同じで、本人名義の預金口座へ 
振込みを行う。 

 
＊H： 
この時短労働の場合は、人事とか先ほどみたいな変更はどうなのでしょうか。 

 
＊平山ガバナー： 
特にこちらに変更する必要はないと思って、今回は出しておりません。 

 
変更部分のみ説明をさせていただいておりますので、これにつきましては変わりません。第 4 条、 
諸手当、こちらも先ほどの正規の職員と同じ、交通費につきましても同様な扱いをしたいと思います。

それでよろしいですか。 
 

＊鹿野副幹事： 47 名中 39 名。                           【承認】 
 

＊平山ガバナー： 
はい。それでは、その次のページ、45 ページの分ですが、これも先ほどと同じ検討という形、 
4km 未満は官公庁でも出てないということですので、勘案した上で変更がある場合には第 2 回 
キャビネット会議で出したいと思います。【再検討】 
 
続きまして、48 ページ。新クラブ結成・会員増強の規定でございますが、これは分かりづらい表現を

簡単にしたということです。1 番の名称、それから 2 番目の目的、これを簡略にまとめたというだけ

です。 
名称のところに、クラブ支部結成、スペシャルティークラブ などの文言は既に分かっていることな

ので、入れる必要はない、それから、2 番目のところは、理論的には何も変更はありませんが、分か

りやすい表現にしただけです。よろしいでしょうか。それでは、挙手をお願いします。 
 

＊鹿野副幹事： 
47 名中 41 名です。 

 
＊平山ガバナー： 
先ほど 47 名中 41 名の賛成でした。よろしくお願いします。              【承認】 
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続きまして、49 ページ。旅費規定、運賃の計算方法です。昨年度、その場その場で小分けした金額を 
持っていき、皆さんに支払うというのが非常に事務局の負担になるということで、出席した会合を 
事務局でチェックをしておき、その金額を半期に一度まとめてお支払いをするという形をとられまし 
たが、結果的に様々な混乱を来たしました。 
個々の会合への出席がきちんとチェックできているのか？ その明細もなければ、具体的なチェック

方法もありませんでした。例えば、半期分の出席の一覧表が示されてそれをチェック出来ればまだ良

かったのですが、途中で確実にできているのかどうか尋ねたら、2 回ほどよく分からないのがある 

という不透明な回答でした。 ですから、本日も出席された方の金額を事前に計算して、その時点で

直接お支払いをする。もし来られなければ支払いが無い訳です。あとの事務処理はそれなりに複雑で

すが、皆さんが納得できる形を取らせていただこうと思います。 
そして、第 4 条、「運賃の計算」ですが、「地区内は別表により、地区外は実費にて、最短距離により

計算する」。この最短距離につきまして、私が考えていたのは、各クラブの所在地から実際に行った

所までの距離という形ですが、西尾さんから車で来たら通常の範囲内で行けるけど、JR 利用をした

場合はこの金額では済まない ということをお聞きしました。したがって、これはその前の小野ガバ

ナーの時までの旅費計算表、ほぼそのまま出させていただいています。50 ページの表ですね。どう

しても実態に合わない場合は、申し出ていただきましたら検討させていただきます。 
 
    地区外は、航空運賃はじめ鉄道運賃、また特急料金、急行料金、グリーン料金、ほか通信雑費につい 

ては、以前のそのまま継続しようと考えております。 
地区内は別表により という、これにつきまして特に異論がなければ一応この形でいきます。 

 
＊鹿野副幹事： 

47 名中 40 名です。 
 

＊平山ガバナー： 
はい。47 名中 40 名の方の賛成を頂きました。                    【承認】 

 
＊1R2Z-ZC 福田： 
岡山フェニックスの福田です。よろしいでしょうか。 
先ほどのお給料の関係ですけれども、今回の議題には挙がっていなかったのですが、地区規則集を 
拝見したところ、時短の勤務者と正社員との有給休暇の日数が全く同じになっていました。普通そう

いうことは考えづらいので、少し検討なさったほうがよろしいと思います。以上です。 
 

＊平山ガバナー： 
分かりました。確かに時短、言ってみればアルバイトという感覚もございます。もう一度いろいろ 
精査して、次回ご返答申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。 

 
続きまして、それでは 52 ページ。第 3 条、業務の中の 9、「各種経費事務」と一括りにして、当然な

がら本人の能力にもよりますが、9 個の項目を挙げさせていただきました。 
本人に出来ないことをしろという訳ではありませんが、ここに書いてないから、特に挙げてないから 
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やる必要はない というふうに受け取られないよう、予防線のような意味です。もちろん全く能力が 
ない場合には、そのようなことは期待もできません。 
ただ、ここに書いてあるようなことは、会計事務所その他にお願いした場合に、やはりそれなりの 
経費が発生します。できるならここまでやってね、勉強してね という形で挙げさせていただきまし

た。これにつきましていかがでしょうか。 
 

＊遠藤 GLT 委員長： 
出来る、出来ないにかかわらず、出来るように指導してください。 

 
＊平山ガバナー： 
分かりました。それでは、取りあえず文言としてこれを入れてよろしいでしょうか。挙手をお願い 
いたします。 

 
＊鹿野副幹事： 

47 名中 41 名です。 
 

＊平山ガバナー： 
はい。ありがとうございます。【承認】 

 
続きまして、54 ページ。キャビネット事務局長の任務に関する規定、今までのものが 6 月 21 日より

翌年 6 月 20 日までが事務局長の選任期間ということ、どういう理由でこのようになっていたのか分

かりませんが、やはり年度替わりまでという形のほうが自然ではないかと考え、「7 月 1 日より 6 月

30 日まで」という形に文章上変えたいと思います。 
  

これは元々の付則で 2004 年 7 月 17 日に改定となっておりますが、どういった経緯で 6 月 20 日ま

でという形になったのか存じておりませんが、やはり分かりやすく変えさせていただこうと思います。 
これも決をお願いいたします。 

 
＊鹿野副幹事： 

47 名中 40 名です。【承認】 
 
 
＜休憩 10 分間＞ 
 
 

＊平山ガバナー： 
先ほど審議が遅いとのお叱りを受けました。申し訳ございません。ちょっと急ぎます。 

 
続きまして、56 ページ。財政健全化基金規定ですが、336MD 内の他地区ガバナーにもお聞きしまし

たが、繰越金は従来通りそのまま次期キャビネットの予算に繰り入れれば、何かあったら使えるので 
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は？ という意見が圧倒的でした。 

 
ただ、こういう特別基金があること自体は、邪魔にはなりませんが、今までの規定でいくと、その 
基金を使うのにキャビネット会議の承認を必要とする ということになっていました。まずこの 
文言の 2 番目の資金という項目の後半部分、「キャビネット運営上予算予備費を超える資金が」と 
いう文言、これはその次の 3 番目の資金活用の対象という内容がそのまま書いてあり、完全にだぶっ

ていますので、これは削除します。 
3 番目に書いてある「キャビネット運営上、資金が必要になった場合に活用する資金とする」という

文言も重複して書いてありますので、これは必要ない。その代わり、その額について、繰越金がどの

ぐらい出るかというのはもちろんある程度は事前に分かると思いますが、年度末決算の確定は、第 2
回キャビネット会議ですので、繰越金額が確定した後にこの案に書いてあるように、ガバナーチーム

でその額を決定し、キャビネット会議で提案をすればいいのではないかと考えます。それから、限度

額もなく幾らでも貯めればいい というものでもございません。こちらに書いてあるように「キャビ

ネットを運営上予算や予備費を超える資金が必要だった場合」、たぶんこれはアラートその他、各地

区に支援金や負担金の要請が来た場合のことだと思いますが、ガバナーチームで相談した結果、限度

額 500 万円ぐらいでいいのではないかという結論に達しました。 
それから、4 番目の項目、運用ですが、「但し、必要に応じ、電話、FAX」、これは FAX の上にメール

を付けていただきたい。今時 FAX よりもメールのほうが多いので、「電話、FAX、メールで確認する

ことができる」という形にさせていただきます。 
この「基金の執行に際してはキャビネット会議の議決を要する」という項目がございますが、ここは

先ほど言いましたように、必要に応じ、電話、FAX で確認。要するに、慌てて運用のことを決めるわ

りには、キャビネット会議が終らないと実際に執行できないという形になっています。これは考えど

ころかなと思い、ここは波線じゃなくて、普通のアンダーラインを入れさせていただきました。 
キャビネット会議までは予備費その他で取りあえずの執行はできると考えますが、繰越金額を確定し

た後にどのくらいの額を予備費として残して、この基金に繰入れるのかということは、ガバナーチー

ムまたはガバナー、幹事、会計含めてキャビネット五役で検討するというルールを作ろうということ

です。 
いかがでございましょうか。特に異論がなければ、挙手をお願いいたします。 

 
＊鹿野副幹事： 

47 名中 36 名です。 
 

＊平山ガバナー：  
47 名中 36 名の賛成ということで、そのように決めさせていただきます。        【承認】 

 
続きまして、58、57 ページ。地区名誉顧問会の内規でございますが、私、キャビネットに役職とし

て出始めてから非常に長いのですけども、疑問に思う点が多々あります。 
まず、ここの構成の 3 番目、これは「元国際理事」という役職が入っていたわけですが、今現在、渡

部国際理事は元国際理事より上でございますので、国際理事が抜けているというのはおかしいので、

ここに「国際理事並びに」という形を入れさせていただこうと思います。 
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それから、4 番の運営ですが、ハという項目、会議のうちのハです。「議長は議事録を作成し、地区ガ

バナーに報告するとともに、必要な事項をキャビネット会議に報告する」。これは私、今まで何回も 
 
名誉顧問会議にいろんな役職で出させていただきましたが、議事録なんて 1 回も見たことがございま

せん。過去に作ったことがないと思います。 
昨年の第 4 回のキャビネット会議の時に、突然、議事録という形で配布されましたが、その議事録の

内容にも疑義がありました。そもそも名誉顧問会議というのは、地区ガバナーの諮問に応え、地区運

営の円滑化を図る、これが目的です。議決を要する機関ではありません。 
地区ガバナーに対して、今までの経験から得た指導をし、多くの情報を発し、非常に明るく楽しい会

だと私は解釈していました。また会議ですから、色んなことが協議されるのは結構ですが、会議全て

が議事録として出された訳ではなく、2 日間のうちの一部だけが議事録という形で配られました。で

すから、そのような議事録は元々必要ないと考えます。 
かつて議事録を配ったことがない、私が思う中でまだ 1 回も見たことがないわけですから、議決機関

でない以上、議事録を作成する必要もなければ、それを皆さんに配る必要もない と考えて、本来の

名誉顧問会議に戻していこうということで、今回これは削除させていただきます。 
もちろん元ガバナーの方々にも、何かご意見がありましたらお聞きしたいのですが。こういう項目が

いつからあったのかも私は存じておりません。勉強不足で申し訳ありませんが。 
以上、この 2 点につきまして、挙手をお願いいたします。 

 
＊鹿野副幹事： 

47 名中 37 名です。 
 

＊平山ガバナー：  
47 名中 37 名の賛成を頂きました。ありがとうございました。【承認】 

 
続きまして、58 ページ、キャビネットカウンセラー設置内規ということになります。これは分かり

にくかった点、もともとの原文では、「GLT、GMT、FWT に関する会合」ということに書いてござ

いましたが、その他の委員会は駄目なのかということで、いろいろ考えた結果、ガバナーチームにも

ご協力をお願いしたいということ、それから、GLT、各委員会全てに対しても要請があれば参加して

いただきたいということで、このような文章に変えさせていただきました。実質大したことでもない

ですけれども、仕事を増やす可能性がございますが、よろしくお願いします。それでは、これ挙手を

お願いいたします。 
 

＊鹿野副幹事： 
43 名中 41 名です。 

 
＊平山ガバナー： 

43 名中 41 名ということで、ご了承いただきました。【承認】 
 

続きまして、72 ページ。これは前年度第 4 回のキャビネット会議でもおきまして、「公認会計士また 
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は税理士の資格を有する者」というのが地区監査委員の資格ということで追加されましたが、このま

までいきますと、公認会計士または税理士であれば、ライオンズのメンバーであろうと何であろうと

OK という形になります。いわゆる監査ということで外部から監査を受けるという事ももちろんある 
かと思いますが、もしそれを行いますと、当然、料金が発生いたします。ということで、今年度、こ

の中に「地区内のクラブに在籍し」ということでお願いします。 
監査委員ですので、もちろん旅費とかはお支払いしますが、その結果として、それに対する特別な対

価は発生しない形で、このように書かせていただきました。特に問題なければ、このまま賛否を取り

たいと思います。 
 

＊鹿野副幹事： 
43 名中 41 名です。 

 
＊平山ガバナー： 

41 名、ありがとうございます。地区会則の改正につきましては、一応全部終了いたしました。 
ありがとうございました。                            【承認】 

 
この中で漏れていたことが 1 つございます。76 ページをお開けください。ここに「役員および来賓

の席順」、プロトコールでございますが、国際協会のプロトコールにはいろんな役職がありますが、

そこの中にキャビネットカウンセラーというのはありません。それと、地区名誉顧問会議長および副

議長がありません。そこで、8 番目「第二副地区ガバナー」の次、通常ですと議長は前地区ガバナー

とですので、6 番目に入りますが、そうすると名誉顧問会の副議長は、どこに入るのか ということ

になります。地区内の役職で考えると、元地区ガバナーであるので 12 番より上、すなわち 8 と 9 と

の間に入れてはどうかと思いますが。 
これも一応決を採るのですか。 

 
＊平山ガバナー： 
もう 1 回いろいろ詰めてみて、次回〓提案〓させていただきます。 以上です。    【再検討】 

 
それでは、提出いただきました議案と一般会計予算案の方。時間も残り 1 時間ですので。 

 
＊Ｋ： 
すみません。途中ですが。 
内容そのものではありませんが、審議規定とかの文字の問題ですけど、例えば、旅費規定とかの定が

程という方が良いのではないかと。程度の程。漢字、間違いじゃないかと思いますけれど、表現上。 
例えば、49 ページ。タイトルで旅費規定〓に〓程、定っていう字が程度の程の方が正しいのではな

いかと。 
 

＊平山ガバナー： 
規定の定の字。 
申し訳ございません。もう 1 回、字を確認して、修正したものをお配りしようと思います。 
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それでは、提案事項の方に移らせていただきます。まず、GMT コーディネーター小野大作さん、 
よろしくお願いいたします。 

 
＊小野 GMT 委員長： 

GMT コーディネーターをしております、岡山東ライオンズクラブ所属の小野大作でございます。 
① キャビネット事務局は現在、岡山駅前のほうに移転しました。それとまた以前の事務局員の方が

退職することになったということを聞いております。その結果として、事務局移転、そして経費

の削減は、時のガバナーの思惑通り行っていったのでしょうか。また、今後事務局については、ど

うされようと思っているのか、そのことをお聞きしたい。 

② 今年の年次大会時にガバナーが 250 万円のアクティビティとして、岡山と鳥取の医師会に 250 万

円を寄付されたと。これはどういった経緯からこのようなことをされたのか、そのことも前ガバ
ナーにお聞きしたいと思います。 

 

＊金礪前ガバナー： 
①については、決算が終ってないので通年のことは分かりかねますが、ご理解いただきたいのは、商

工会議所から移る際、6 月末までに荷物が出せなかったので、7 月分まで家賃を支払いしています。

それから、新しい事務所は、5 月から家賃を払っています。5 月 6 月家賃を支払いしていますので、

結構だぶっている期間が長いことと、職員が新しいということで、思いの外、経費がかかったなと。 
それから、途中で〓才能〓といいますか、仕事のできる良し悪しがありましたので、事務局職員の 
交代があり、経費がかさんだなと思っていますが、問題ないと。 

  ざっくりした決算では、今年度の地区への申し送りというのは、一応財政健全化基金には 500 万円 
入れられるだけのお金があり、残りあとどのくらい上積みできるかは決算が出ないと分かりません。 

 
＊小野 GMT 委員長： 
もう 1 つお聞きしたいのが、先般、各ライオンズクラブの事務局のほうに FAX が入ってきまして、

6 月 30 日で 1 人の事務局員が退職したということを聞いておりますが、それはまたどうしてこんな

ことになったのでしょうか。  
 

＊金礪前ガバナー： 
それについては、先ほどの名誉顧問会議の中におきましても詳細に調べて事実確認をしてくださいと

いうことで、実は 6 月 30 日、私は日本ライオンズの社員総会に出ておりまして、その局面に遭遇し

ておりません。幾人からは事情を聴いているのですが、詳細なことが分からないので、先ほどのメー

ルの段階では調査のお願いをしています。報告が上がってくるものと思います。 
 

＊小野 GMT 委員長： 
分かりました。これについては、急に辞めたという、6 月 30 日でもって急に辞めたということは、

これは由々しき問題だと思います。 
それから、もう 1 人の事務局員についても、この 1 カ月後、7 月いっぱいで退職したいという希望が

出ています。それと同時に、1 週間休ませてくれということで病欠ということで休んでいますよね。

これは何かあったのではないかと思いますけど、その点についてはどう思われますか。 
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＊金礪前ガバナー： 
私は、そこの事情については分からないのですが、1 週間休んでよろしいっていう判断は、7 月 1 日 
 
にされていますので、これは平山さんの判断でなさったのだろうと思っています。何かあったのかと 
いうことについてもお調べくださいとお願いをしています。 

 
＊小野 GMT 委員長： 
分かりました。そのことについては、次回にきちっとした報告をしていただくといったことで、1 番 
目は終わります。  

 
＊金礪前ガバナー： 

2 番目ですけれども、ご存じのように年次大会が行われないということで、275 万円の記念品の予算

を取っておりました。これはキャビネット会議でご承認いただいているのですが、この 250 万円の記

念品を頭割りすると、だいたい 1,400 円か 1,500 円ぐらいのものを 1 人、全員に送るのかどうしよう

かということが、地区年次大会の総務委員会の中で議論されております。 
結局、送料等も考えると 1,000 円そこそこのものを送るよりは、当時ワクチンの接種が話題になって

おりましたので、総務委員会の中で承認をお取りいただいて、物ではなくて、われわれほぼ高齢者で

すので、ワクチン接種をしていただくという記念品を頂くという概念のもと、250 万円寄付のアクテ

ィビティを実施するということで承認され、人口割合を考えて鳥取県医師会に 100 万円、岡山県医師

会に 150 万円の新型コロナウイルスに関わる助成金と、援助金という形で執行されました。 
 

＊小野 GMT 委員長： 
それは分かるのですが、既に執行されたことは仕方がないとしても、歴代、地区でもってガバナーが 
アクティビティをするなんてことは、かつてあったのですか？  

 
＊小野元ガバナー： 
すいません。今質問されていることは、先の 4 回目のキャビネット会議のときに出席役員から質問が 
あり、孫時点で全て説明しております。ですから、今年度の GMT 委員長がこのような質問の懸案で 
そういうことを質問される前に、そのとき出席されていた現ガバナーと幹事が出席されているので、 
まずはそちらで確認するのが筋です。 
全く同じ内容での話をしていますので、キャビネットの方でもう少し精査して、事前に説明してあげた 
方が、良いと思います。 

 
＊平山ガバナー： 
一応 小野さんはオブザーバー出席でございますので、マイクを放してください。 

 
＊小野元ガバナー： 
オブザーバーの言うことですよ。そういうことでやっていただかないと、キャビネットの本来の・・・・。

（不明） 
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＊平山ガバナー： 
ですから、それは小野さんのお考えです。こういう素朴な疑問というのは、当然皆さま方持たれてお

りますし、今回も提案事項も私は見させていただきましたが、私自身があのときの 4 回目の会議に納 
 
得できないものですから、皆さんも同じように思われているのだろうと考え、もう 1 回ちゃんと確認

したほうがいいのではないかと思った次第です。 
 

＊小野 GMT 委員長： 
今日電車で岡山からこっち来るときに、前回の年次大会の関連ですかね、先般送られてきた冊子を見て

いたら、そのことが書かれていました。岩本大会委員長が書かれていました。 
いずれにしても今後のことがありますから、今回に限らず、そもそもうちのこの 336-B 地区ではそう

いったことはかつて行っていなかったということだけ認識してください。以上、終わります。 
 

＊金礪前ガバナー： 
ありがとうございました。ここにも書いてありますように、かつて行われていなかったから今も行われ

てないということではなくて、「サムシング・ニュー」というまさしく平山ガバナーのスローガン、何

か新しいことをやっていこうという過程で行って、独断でやったという訳でなく、ある一定の相互理解

で決議を受け、その前には年次大会予算で記念品費としての承認は頂いておりますので、ご理解お願い

したいと思います。 
 

＊平山ガバナー： 
私の理解が、考え方が古いと言われるかもしれませんが、入会以来今までずっと歴代の先輩方からはっ

きり言われたのは、「キャビネットというのは、みんなから集めたお金を使って、アクティビティをす

るところではない」と、「アクティビティの主体は、あくまでもそれぞれのクラブであり、その運営と

推進をスムーズにうまく図り、皆さんのお手伝いをするのがキャビネットだよ」と、現在もそれが前提

だと思っております。 
確かに大会予算は、もちろん 275 万円というのがあったというのもちょっと怪しいですけど、私はその

ときの委員会に出ておりませんので分かりませんが、委員会で決めた中だけで執行していいのかどうか、

250 万円という多額の金額をキャビネット会議にもかけていない訳ですから、それに対する疑問は未だ

に持っています。 
 

＊金礪前ガバナー： 
何度も申し上げますけれども、275 万円の記念品費の承認は、第 4 回キャビネット会議で承認を受け

ております。キャビネット会議で承認を受けていないお金は使っておりませんから、どうぞご理解く

ださい。 
 

＊平山ガバナー： 
はい。分かりました。そのように一応、議事録に記載してください。 
先ほど言いましたように、まだ時間ございますので、先に、FWT コーディネーター斉藤さん、 
よろしくお願いします。 
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＊斉藤 FWT 委員長： 
皆さん、こんにちは。今期 FWT コーディネーター、FWT 委員長を仰せつかりました 1R3Z 岡山 
みらいライオンズクラブの斉藤です。よろしくお願いします。今回キャビネット会議の議案、提案事 
項が書かせていただいているのですけど、正直私も第 1 回キャビネット会議までの流れが分からなく 
て、取りあえずガバナーチームと相談して方針を決めて、これがキャビネット会議になるものだと 
思っていました。当初の疑問点だけがここに記載されておりますので、方針とは違いますが、説明を 
させていただきたいと思います。 
MD336 の FWT コーディネーター有本さんともお会いさせていただいて、複合での方針を聞いてま

いりました。MD としては、FWT 四本柱の活動を推進しており、その 4 つの項目を簡単に説明だけ

させていただきます。1 つ目は、つな髪、ヘアドネーションです。皆さん何度も耳にされたこともあ

ると思いますが、この 7 月末をもって 15cm 以上 30cm 未満という一番ドネーションしやすかった髪

の長さが中止になりました。 
 
この理由として、つな髪さんは、既に 10 万人の方々からヘアドネーションいただいています。です

が、7 万人分がまだつな髪さんの手元に残っています。また 3 万人分全てが寄贈できているわけでは

なく、これは集めた髪をベトナムに送ってベトナムで.小児がんの方に使っていただけるウィッグを

作って、それを日本にまた送り返してお渡しするという、大変な時間のかかる工程を踏んでいるんで

すね。これ日本ですると、経費が大変なことになってできないとのことです。 
 実際 750 名くらいの方には既にウィッグが届いています。でも、現時点で髪の毛が手元にたくさん

あり過ぎて、対応ができない状態のようです。 
フルウイッグ、髪を全部作るっていうのは 31cm 以上ないと作れないので、当面の間、15cm 以上

31cm 未満のものは休止、またほかにも条件があり難しいのですが、ヘアドネーションは継続して実

施したいと思っております。 
 参考までに、高校とか女子校、大学のボランティア部とかの卒業記念で、卒業のときにしましょう

とか、そういった形で推奨していかないと、一般的の方に髪伸ばしてください、30cm 以上、カラー

も何もせずに切ってくださいっていうのは正直難しいので、学校や美容院とかに広く声掛けをしても

らって、そこでできればいいかなと思っております。 
 2 つ目、こどものみらい古本募金、これも以前からありました。コロナ前の時点で、6 人に 1 人の

子どもが一日 3 食のご飯を食べられないという、日本における貧困の子どもたちの状況です。これコ

ロナの前なので、たぶん今はもっと数字は多いと思いますが、こういった子ども達に古本をあげるの

ではなく、古本集めてお金に換えてそれを寄付し、貧困の子ども達に食事のできる環境を与えましょ

うという、子どもの未来のための事業です。ただ、条件がとても厳しく、資料が手元にないとその内

容が分からないと思いますので、各クラブさんに後日お送りします。ぜひ目を通していただけたらと

思います。 
 3 つ目は、外貨の募金 これも今まで継続してありましたが、前期は実施されておりませんでした。

コロナの関係があり海外に行けないという事情もありましたが、全日本としても MD としても、ま

た 336-B 以外の地区ではずっと継続されているので、今期はぜひとも実施したいと思っています。 
最後にもう 1 つ、クラブ支部結成 ですが、これは 2021 年 3 月 2 日、国際協会会員開発部より全世

界のクラブにクラブ支部結成の推奨というものが出され、日本でも同様に推進されております。 
 スペシャルティークラブも、どちらかと言えば FWT のほうに付随しているものが多いので、セミ 
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ナーを開催してその内容や結成方法を認識して実例に触れ、できればスペシャルティークラブの作り

方、支部の作り方など、すでに支部を結成したクラブはよくご存じとは思いますが、関わったことが

無ければ、どういったものか全く分からないと思いますので、セミナーのなかで勉強できたらいいな

と思っております。 
以上になります。今期 1 年、よろしくお願いします。ありがとうございました。（拍手） 

 
＊平山ガバナー： 
ありがとうございました。9 月の初めにセミナーを開催しようという話が進んでいますので、決まり 
次第にまた連絡をさせていただきます。 
続きまして、GST コーディネーター片岡秀憲さん、よろしくお願いします。 

 
＊片岡 GST 委員長： 
失礼します。336-B 地区、6R1Z 井原ライオンズクラブから任命をされております GST 委員長、GST
コーディネーターの片岡と申します。 
本来であれば、予備会議、前年度の委員長お呼びしての引継ぎ委員会をし、そして、本日までに新年

度の委員会を開催しないといけないのですが、コロナ禍の折でありまして、まだ開催しておりません。 
それで、GST としては、ここに書いておりますが、四献、献血・献眼・献腎・骨髄移植云々とに向け

た研修会の開催を記載しておりますが、これもコロナ禍でありますので、日時や会場等も未定となっ

ております。 
それから、前年度の四木委員長からの引継ぎで、薬物乱用防止教育認定講師養成講座の開催を承って

おります。これもまた今期開催できるかどうか分かりませんが、3 年任期というのがありますので、

前向きに開催をしていきたいと思います。これまた青少年健全育成委員会との絡みもありますので、

共同でやっていけたらなと思っております。 
それで、〓趣旨説明〓ですが、新型コロナウイルスの拡大で献血者数が大変減少しております。研修

会を開催することにより、地区内の全会員の理解と意識の向上を図りたいと思っており、この中で血

液が足りないということで、赤十字のほうから承っております。三役研修会のほうでも赤十字の方を

お招きして説明をしていただきました。それから、県下でも今、岡山みらいライオンズクラブが 1,000
名の献血を募集されるということで活動されております。ぜひ全クラブでも献血推進事業をしていた

だけたらと思います。 
また先ほども言いましたように、薬物乱用防止教育認定講師養成講座を開催したいとも思います。 
あと MD336 の LCIF 会議のほうにウェブで 2 回出席をさせていただき、それから、先日来 LCIF の

ウェビナーのほうにも参加させていただきました。今年度は LCIF キャンペーン 100 の最終年度と

なっております。 
LCIF の活動をご理解いただき、各クラブ 1 人 100 ドルの献金をお願いしたいと思います。336-B 地

区、先ほどガバナーも言われていましたけれども、前国際会長のほうからお叱りのお言葉を承ってお

ります。 
今期 336-B 地区の目標金額が 26 万 4,000 ドルでございます。LCIF に寄付したらお金を捨てたよう

な気になるような風潮があるかと思いますけれども、山田實紘元国際会長は、LCIF はとても清らか

な財団であり、逆に赤十字に寄付すると手数料が確か 30％くらい取られて残り 70％しか届かないと

いうことを言っておられました。LCIF 財団は 100％届くので、決してドブに捨てるようなことはな 
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い ということですので、ぜひ 26 万 4,000 ドルの目標を達成したいと思います。キャンペーン 100
のコーディネーターは、西尾第一副地区ガバナーが着任されておりますので、一緒に協力させていた

だき、目標達成に向けて邁進したいと思います。以上、報告とさせていただきます。（拍手） 
 

＊平山ガバナー： 
ありがとうございました。ちなみに、この地区目標 26 万 4,000 ドルというのは、A、B、C、D 各地

区の中では一番低い金額です。なので、皆さま方にお願いしたい。特に本日は元ガバナーの方々にお

いでいただいております。先日はウェビナーの中でもありましたが、336-B 地区としては、元ガバナ

ーの献金というのがほとんどないということも指摘受けました。元ガバナーの方、申し上げにくいこ

とではあります。と言いながら、大きな声で言っておりますが、よろしく MJF 献金のお願いをいた

したいと思います。続きまして、アラート委員長、川本浩一郎さん、よろしくお願いいたします。 
 

＊川本アラート委員長： 
はい。皆さま、こんにちは。今期アラート委員長を務めさせていただきます岡みらい LC に所属して

おります、川本でございます。1 年間どうぞよろしくお願いをいたします。 
まず、皆さんのお手元に、89 ページにお配りをさせていただいております提案事項の前にまず 1 点、

お知らせさせていただきたいことがございます。今期 7 月に入りまして、静岡県の熱海市をはじめ、

またこの地区内でもあります鳥取や島根などの山陰地区の一部にて被害があったように聞いており

ますけど、豪雨により災害が発生しております。 
そうした中、日本ライオンズ並びに 334－C 地区ガバナーより「静岡県熱海市における土砂災害被災

者支援金口座開設のお知らせ」というのが届いております。これは各クラブへメールを送っていると

聞いていますが、支援金の受入口座が既に開設されておりますので、ご認識いただきたいと思います。 
くれぐれも誤解いただきたくないのは、決して支援金を強制するもの、または要請するような内容の

案内ではありませんこと。あくまでこうした口座ができたことを、お知らせするための案内でござい

ます。その中でこの口座を活用ということがあれば大いに活用いただきたいと思いますし、お聞きし

てるのは、明日この熱海の支援のために募金活動を行われるクラブもあるようにお伺いをしておりま

す。ぜひ引き続き各クラブ、また、ゾーンやリジョンでできる範囲での協力をいただきたいというこ

とを、まずお願いをさせていただきます。 
それでは、委員会としての提案事項です。基本方針として、3 点あります。 
1 つは「体制の強化」 次は「理解の促進」 そして 「歓迎の構築」であります。 
まず体制の強化に向けて、アラートチームメンバーの再募集、アラートメンバー再募集ということを

書かせていただいております。前期、複合地区のほうからアラートメンバーが結成、チームメンバー

結成のお願いというのがございました。2 度募集を図って、現在 336-B 地区内には、キャビネット事

務局に残っておる資料によりますと、今 49 名の方から登録をいただきました。今一度、それぞれの

クラブでアラートチームメンバーの募集を図りたいと思っております。具体的な内容については、準

備ができ次第にご案内をさせていただきます。 
 1 人でも多くの方にアラートチームとして入っていただき、チームとして災害が発生した際にボラ

ンティアとしてお手伝いをいただく、様々なジャンルになると思います。具体的には災害が起きてみ

なければ、正直分からない部分ですが、是非 1 人でも多くの方のお力をお借りしたい、その旨、お願 
いさせていただきます。 
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また、理解の促進につきましては、前年度においてアラート委員会としてのセミナーが開催できてい

ないとお伺いをしております。今期もコロナ禍の状況でありますが、その感染状況を踏まえて、また、

これからの時期、台風や大雨による被害が非常に多くなります。そういったような災害が多発するか 
どうか懸念される時期を外した上で、セミナーを開催させていただきたいと思いますし、仮にコロナ

禍の状況が長引くようであれば、リモート形式といったものも選択肢に入れて開催に向かいたいと思

います。委員会で改めて協議をさせていただき、次回提案をいたします。 
 次、関係の構築につきましては、3 番目、4 番目に書かせていただいております。昨年 3 月に岡山

県、鳥取県両県との社会福祉協議会と災害ボランティアに対する協定を結んでおります。すでに岡山

県社協さんからご案内を頂いておりますので、8 月にはその岡山県の関係者の皆さまとのそうした推

進会議に出席させていただいて、そこで連携強化を図る。同様のことを鳥取でも考えております。 
そして、また 4 番目、ここからが改めて皆さんへのお願いになります。現在、岡山県、鳥取県両県と

は、先ほど申し上げました災害に対するボランティアの協定を結んでおりますが、是非これをもう少

し小さい単位、自治体単位でそうした協定を結んでいただきたいと思います。実は、すでに和気ライ

オンズクラブさんが地元の和気町社会福祉協議会と協定を結んでおります。より小さい単位の方が、

災害の大小にかかわらず迅速な対応、そしてまた日常のコミュニケーションが図られる、そういった

メリットもあるかと思います。 
 藤井第二副地区ガバナーにお聞きしますと、全日本の社協さんと日本ライオンズクラブとは協定を

結んでおり、岡山県、鳥取県も結んでいるので、基本的にはどういった形でも支援はできるのですが、

より日常での顔の見える関係をぜひ構築をしていきたい。岡山市をはじめ今後はそういった自治体の

社会福祉協議会の皆さんと協定を結び、推進していきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願い

をいたします。 
 こういった点について、ゾーン・チェアパーソン、リジョン・チェアパーソンの皆さん、今期、現

在のアラート委員会全体で対応させていただきますので、ご認識いただきたいと思います。 
 もう 1 点お願いしたいのが、このアラート委員会の担当者をクラブにまだ設置されていないところ

があるようにお伺いしています。ぜひゾーン・チェアパーソンの皆さまには、それぞれの諮問委員会

などで、委員の担当者といったものをぜひ選任いただけるよう働きかけ、改めてお願いをいたします。 
 各クラブ、クラブの皆さんの協力があってこのアラートといったものは成り立つものだと思います。

1 年間、さまざまな形でお世話になりますけれども、アラート委員会として全力で取り組みますので、

ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。（拍手） 
 

＊平山ガバナー： 
ありがとうございました。各提案事項に対しましては、極力、委員長さんの申し出が実現できるよう

キャビネットとしても取り組んでまいりたいと思っております。皆さま方の素晴らしいご意見をお聞

きしました。  
それでは、まず、斉藤コーディネーターFWT 委員長の提案事項、FWT 活動につきまして、こういう

方向でやっていきたいということでございます。キャビネットとしてやっていこうと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 
拍手でいいということでございました。ありがとうございました。        【拍手 承認】 

 
続きまして、片岡 GST コーディネーターから、LCIF の問題、それから薬物乱用防止講師養成講座 
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を行いたいということ、その他いろいろご提案をいただきました。このことにつきまして、この方向 
でいこうと思います。よろしいでしょうか。拍手でお願いいたします。ありがとうございます。  

【拍手 承認】 

 
それでは、最後、アラート川本委員長のご提案でございますが、キャビネットといたしましても一生

懸命やっていこうと思います。よろしいでしょうか。              【拍手 承認】 
 
それでは、今年度予算案です。 

 
＊住吉 MC 委員長： 
（挙手）お願いします。 
4R1Z 玉野ライオンズクラブから出向しております今期 MC 委員長の住吉です。 
緊急事態宣言、それでコロナということで、昨年度の委員長とは電話での引継ぎだけですが、委員会

等は開いておりませんで、申し訳なく思っています。その中で、何度かキャビネット事務局との連絡

が取れなかったり不備があったりしたようで、7 月 1 日にホームページだけ、ガバナーの写真とプロ

フィールだけの更新という形でさせていただいています。 
次、MC 委員会をするというのが、ライオンタイム、ライオン誌を出すのですが、ここでお願いです

が、ガバナーはじめ委員長様、コーディネーター、リジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパー

ソンの方に、今年の抱負というのを 400 字以内で、また事務局から依頼文を発信しますので、それに

対して返信をお願いしたいと思います。なんせ先週から今週ずっと事務局との連絡が取れず全く止ま

っていましたので、今日ここでお願いという形でさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願

いします。それでは、今年 1 年間、よろしくお願いいたします。（拍手） 
 

＊平山ガバナー： 
ありがとうございました。これは採決不要と思いますので、よろしくお願いいたします。 
それでは、84 ページ、会計予算でございますが、本日、福島会計がウェブ参加ということであります

ので、私の分かる範囲でご説明申し上げたいと思います。 
左から 2018～2019、2019～2020、2020～2021 年の予算額、それから、2020～2021 年度上半期の

決算額、それから本年度の予算という形になっております。先ほど申しましたように、このときの会

費収入計算は 2,400 名、その前が 2,400 何十名かっていうことですので、2,400 名ぐらいにすればい

いだろうと思っておりましたが、実際はさらに 100 名ほど減っております。 
 ですが、ここの中に書いてございますように、前キャビネットからの繰越金は計算に入れておりま

せん。前年度 560 万円もあった訳でございますが、今年度まだいくらの額になるか分からないという

ことで、繰越金額 0 という形、その期の収入金額内で何とかやっていくように予算配分したつもり

です。 
 ただ、先ほど申しましたように、多額の繰越金額が出た場合、財政安定化基金の方に移す旨、承認 
 
いただきましたので、次回キャビネット会議で年間決算額が出されたのち、いくら移動するかという

ことになるのですが、前年度末に 2 回に分けて 230 万円と 270 万円、合計 500 万円という金額が既

にその特別口座に勝手に移動されています。これは前金礪ガバナーの独断でされており、そう 



23 

 
しますと繰越金がいくらになるかというのはまだ全く不明でございます。いったん基金に入れてしま

いますと、キャビネット会議の承認を得ないと戻せないという形、規則になっておりますので、どう

するべきか考えておりますが、前年度最後の 6 月 30 日に 270 万円急遽資金移動されており、6 月 30
日での銀行営業終了時点での残高証明書というのが発行されておりますので、今さらひっくり返せる

はずもない訳ですからこのままの形でいかせていただきます。ただ、繰越金額があまりに少ない場合

には、繰り戻すことも考えていかないといけない状態と思います。 
ということで、この予算案を出した後で、マイナス 145 人という数字が出ましたので、この金額につ

きましては将来的に変動があるかと思いますが、極力この方向でいかせていただきます。 
まず、地区会費から雑収入、キャビネット繰越金の収入科目でありますが、これは先ほど言いました

ように、繰越金は一応 0 円 という形でやっています。続きまして、この収入額、特に地区会費につ

きましては、前期よりも減額 となるところと考えております。 
支出の部でございますが、会議費、これは前年度、250 万円の予算に対して、上半期で 249 万円の拠

出という結果が出ております。この内訳がよく分からないのですが、Zoom 会議が多かったのに、な

ぜこれだけの費用がかかったのか、どうもまだ納得できない状況ですし、前年度の上半期で 249 万円

ということを考えて、今年度は実開催も増えるということで、350 万円という予算を取りあえず挙げ

させていただきました。 
それから、地区の負担金、これは前年度と同じ金額、友好親善交流費でございますが、台湾 300E-1
地区との交流がここ数年コロナで完全に止まっている状況でございますが、コロナも次第に収まり、

交流がまた復活する可能性もございますので、取りあえずこれだけの金額にさせていただきました。 
 公式訪問支援のコロナ対策、これはもう必要ないだろうということで、ここで 0 円にしました。

地区ライオン誌費は、前年度と一緒です。 
人件費でございますが、これは 2 名という形で 440 万というのを挙げさせていただいておりますが、

先ほどにもありましたように、事務局員、新しく 1 人雇用する方向で動いており、なるべくこの予算

でいけるようにやってまいります。 
その次の福利厚生費でございますが、前年度が年間通期の予算 60 万に対しまして半期で 71 万円、

実は、これ未払いが 10 万円ございまして、合計半期で 82 万円ぐらいいっておるという状況です。先

ほどご提案しました退職金のことなんかも入ってまいりますが、一応暫定的にそれまでの金額もした

ことで 60 万円という形を挙げさせていただきました。これもまだある程度はまた変動があるかと考

えております。 
 それから、旅費交通費でございますが、前年度 500 万円という予算でございましたが、実際はウェ

ブ会議の対応によりまして、半期で 94 万円で済んでおります。どのぐらいの金額にしたものかとい

うことでいろいろ考えたのですが、まだやはり今年度もウェブ参加の方が多い、そういうようなこと

も考えまして、一応 300 万という形を挙げさせていただいております。 
 それから、家賃光熱費ですが、前年度、予算 72 万円に対しまして、内訳は完全に分かってござい

ませんが、上半期で 73 万円という決算が出ておりますので、140 万円という金額を挙げさせていた

だきました。これはもちろん多めに見ており、なるべく余力のある科目で余剰金を出す方向で動きた 
いと思います。 
  
それから、備品費でございますが、これは前年度、予算 5 万円に対して半期で 23 万円という金額が

出ており、これも細かい内容はまだ把握しておりませんが、そんなに要らないだろうということで、 
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15 万円挙げさせていただきました。 
 
それから、備品リース料も、前期予算と変わっていません。 

事務用品・消耗品費、これも少し抑え気味にしております。前期上半期だけで 81 万円弱の拠出とな

っておりますが、従来 60 万円程度でずっと来ています。 
通信費でございますが、これも前期、予算 30 万円に対し半期で 53 万円出ております。そのことを勘

案した上で、一応 70 万円という金額を出させていただいておりますが、これも多分そんなに使わな

いだろうと考えております。 
図書印刷費、接待費、贈呈品費、これらもほぼ今までの年度と同じ金額を挙げさせていただきました。 

それから、慶弔費でございますが、現在のコロナ禍におきまして、葬儀、お通夜もままならない、

家族葬で済ましたという方が多い状況であります。本来の金額といたしまして、この 35 万円という

金額を挙げさせていただきました。 
雑費でございますが、これも前年度予算 10 万円に対して、半期で 73 万円、これは振込み手数料その

他がどうもここから出ているようでございます。それから、事務局隣の駐車場の駐車料金などもここ

から出ているように私見させてもらいましたが、それは必要ないだろうということで、ある程度の予

防処置も合わせて、40 万円という形にいたしました。 
それから、第一副地区ガバナーならびに第二副地区ガバナーの活動費でございますが、これは第二

副地区ガバナーのときは ALLY、名古屋で上級ライオンズのリーダーシップ研修会というのがござい

ます。こちらに第二副地区ガバナーが行かないといけません。これは交通費以外の部分、宿泊と受講

料で 11 万円くらいの費用が発生します。それにつきましては、活動費という予算の中からではなく

て、旅費交通費という形もひっくるめてキャビネット予算から出そうと考えて、昨年と同じように 0
円 という形にさせていただきました。 
 それから、その次、レガシー特別委員会というものの意味がはっきりとつかめませんでしたので、

本年度は無くしてございます。 
 それから、ゾーン・チェアパーソン活動費、これはそれまでは払っておりましたが、昨年度から無

しに、その代わり交通費をしっかりお支払いするという形になっております。私としては、何かしら

でもお支払いできたらなというのが三役では考えてございますが、繰越金その他の額によりできる範

囲でのことを考えてまいりたいと思っております。 
それから、右側のページ、委員長・委員活動費ですが、会員数の状況によりましては、こちらも何

かの形で謝礼なり出来ればと考えております。 
FWT・GMT 委員会、特に FWT を斉藤委員長がすごくやる気を出していただいておりますので、予

算 25 万円という形にしております。 
それから、GLT、こちらも昨年はほとんど委員会活動ができなかったということで非常に拠出が少

なかったのですが、それまで予算として 30 万円程度出ておりますので、一応 25 万円という形にさ

せていただきました。GST 委員会につきましても同じでございます。 
それから、MC・広報委員会、こちらも予算として、昨年度は 50 万円でございました。今年度は一

応 60 万円という金額を付けていただきました。ホームページの改訂といいましょうか、色々と新し 
いことを加えていく段階でまた経費が生じております。これはちょっと多めに見ています。 
 
アラート委員会、本年度は一応 20 万円ということにさせていただきました。 
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青少年健全育成と YCE 国際・関係、これは YCE 青少年の交換事業が、そろそろ復活するかなと考

えておりますので、このように予算を作りましたが、どうも今年の夏も冬も実施できない状況になっ

ております。これは予算含めて必要なかったかもしれません。 
それから、委員会予備費は 10 万円。 
委員会費合計 305 万円という形です。委員会費の合計を見ますと、昨年度の 371 万円よりは 66 万円

ほどダウンした金額を出させていただきました。全部で先ほどの収入合計と同じ金額に合わせてござ

いますが、2,448 万 1,000 円という形でございます。まだ非常に流動的な部分がたくさんございます。

コロナの状況によってはもっと増減する項目が出てくるかと考えておりますが、何か質問がありまし

たら、分かる範囲でお答えします。 
 

＊白神 5R-RC： 
5R リジョン・チェアパーソン、倉敷天領の白神でございます。よろしくお願いいたします。今のゾ

ーン・チェアパーソンの活動費の絡みですが、これ前期 0 円にしました。これは交通費だけではなく

て、登録料も取らないということで、0 になっています。今回は登録料、現地出席者はお支払いしま

したけど、その形であれば、活動費の拠出をしていただければ幸いと思います。 
活動費が 0 円で、なおかつ登録料を徴収するということは、本人または出しているクラブにそれだけ

の負担をかけるということで、その下のクラブなり個人なりの首を絞めるということにもなって本末

転倒だと思いますので、よろしくご検討ください。お願い申し上げます。 
 

＊平山ガバナー： 
はい。分かりました。私もその件につきましては何とかならないかなということは重々考えておりま

すし、幹事、会計ともいろいろ検討しております。先ほど申しましたように、繰越金を当てにしちゃ

いけない。もちろんそうですが、実際問題、貯めてジッと持っているだけの繰越金では何の役にも立

たないものになってしまい、タンス預金と一緒です。やっぱり使うときには使う。メリハリを付けた

いと思います。今回はこの形で出させていただきましたが、もちろんなるべくその方向で動かしてい

ただくことも考えています。 
 第 2 回キャビネット会議で前年度の決算が出た段階で、もうちょっとまともな予算内容にできない

かと思っている次第です。そのことにつきましては重々これから五役で考えてまいりますので、その

点はご了承いただきますようお願いいたします。それでは、これにて承認いただける方、挙手をお願

いいたします。 
 

＊鹿野副幹事： 46 名中 39 名。 
 

＊平山ガバナー： 
46 名中 39 名ということでご承認いただきました。                 【承認】 
先ほど 4 時の時報が鳴りました。申し訳ございません。時間超過になってしまいました。 
それでは、本日の議事、これで全て終了いたしました。  

 
＊山田幹事： 
各委員会とかキャビネット関係でウェブ会議を催したいという方がおられるようでしたら、一応キャ 
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ビネットで Zoom の ID を取っております。500 人での ID を取っておりますので、申し込んでいた

だければ、予約をして会議が催せるようにしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
先ほどの議事の後ろ 90 ページ キャビネットの年間行事実施予定でございますが、ここで一部誤植 
がございました。第 2 回キャビネット会議でございますが、10 月 9 日土曜日、これは鳥取ホテルニ

ューオータニとなってございますが、正しくはホテルニューオータニ鳥取でございます。訂正いたし

ます。 それ以外はこれに書いてある通りです。 
第 59 回オセアルフォーラム、韓国済州島ですが、11 月開催予定ということですが、これは開催その

ものがまだ確定しておりません。本来ならば今頃はとうにいろんなイベントの実施要領などが決まっ

ている訳ですけども、これはまだ開催できるかどうか分かりませんことをお伝えしておきます。 
またガバナー公式訪問実施計画でございますが、これから実は何カ所か変更ありました。最新のもの

につきましては、キャビネットのほうで順次変更しております。 
 

＊平山ガバナー： 
はい。分かりました。当日資料のほうで公式訪問の実施計画を付けています。まだ確定してないとこ

ろは、なるべく早くご連絡をさせていただきます。 
周年行事は、未定のところも多々ございます。コロナの関係がどうしてもあるわけですけども、私自

身、周年行事に参加するのは非常に楽しみにしておりますので、早めにお申し出ください。他でのラ

イオンズ関係の公務がない限り行かせていただきます。あまりお気遣いなく、気軽に行かせていただ

きますので、よろしくお願いをいたします。現時点で未定のところもコロナが収まってまいりました

らやっていただけますように再度の検討をお願いしておきます。ありがとうございました。 
 

＊瀧川副幹事： 
ありがとうございました。1 点、会場出席の方に事務連絡ですが、役員の方々の名刺をご用意してお

ります。まだお受け取りでない方は、お帰りの際に出口付近に置いておりますので、お受け取りをお

願いします。それでは、最後に閉会宣言、第二副地区ガバナー、藤井信英様、お願いします。 
 

＊藤井第二副地区ガバナー： 
ただいまご紹介いただきました、今期第二副地区ガバナーを信任されております 1R3Z 岡山みらいラ

イオンズクラブの藤井信英と申します。1 年間、よろしくお願いいたします。 
本日は長時間にわたり、また名誉顧問会の皆さま方、それからキャビネット副幹事の皆さま、本日委

員会をされた委員の皆さま、早朝からご移動にかかり、丸 1 日がかりの仕事となったと思いますが、

本当にご苦労さまでございました。 
本来であれば、第 1 回キャビネット会議の後は懇親会が付いておりましたが、昨年度からコロナ禍に

より中止となっております。できましたら第 2 回目辺りでコロナ禍が落ち着いておれば、皆さま方と

キャビネット会議の後に懇親会を是非とも催せますよう願いまして、簡単ではございますが、私の閉

会のごあいさつとさせていただきます。本日は皆さまご苦労さまでございました。 （拍手） 
 
2021 年 10 月 9 日 
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