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第 68 回 336-B 地区年次大会代議員会 
 

日時：2022 年 4 月 17 日 

場所：津山市文化センター 

 

司会：ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ副幹事 鹿野 祐司 

 

Ⅰ：開会宣言 大会議長 平山 智雄 

皆さま、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 68 回年次大会代議員会を開会いたします。 

 

Ⅱ：国旗に敬礼 

 

Ⅲ：地区役員紹介 

 

Ⅳ：議長挨拶 大会議長 平山 智雄 

本日は早朝よりご苦労さまです。 

早速ですが、昨日午後、式典のリハーサルをした折に地区役員紹介でのプロトコールの修正をしま

したが、この代議員会での修正が全く出来ておりませんでした。 

元ガバナー、名誉顧問の皆様方には大変失礼なこととなってしまい、申し訳ありません。 

この 2 年間、地区年次大会はコロナの影響で開催されませんでした。 

13 年前の森岡元ガバナーが開催された時、私はキャビネット幹事を務めており、何だかんだと毎日

のように走り回っていましたが、時の経過とともにその記憶も乏しくなり、今回も一生懸命準備に奔走

しましたが、まだまだ不手際なことが起こりうるかと思っています。 

次年度、その次の年度、こういった不手際な事例も参考になれば～と思います。 

本日、このひとつの広い会場に会員一同が集結して、代議員会ならびに大会式典が久しぶりに開

催されます。ありがたい限りです。まだまだコロナもまん延しつつありますが、気を引き締めて進めた

いと思いますので、皆様方のご協力をお願いいたします。 

 

 

Ⅴ：資格審査結果発表 資格審査委員長 遠藤 謙一 

本日の出席代議員数は、189 名 です。資格審査委員会は午前 8 時から開かれ、代議員の資格に

ついて審査した結果、189 名いずれも適格であり、この代議員会は成立するものと確認されました。 

 

 

Ⅵ：議事規則の説明 議事運営委員長 藤井 信英 

大会記念誌 P.24-25 に記載の通り、大会議事規則は 2019 年 1 月 19 日以降、改定されていないこ

ともあり、先程の議事運営委員会にてこの内容で承認されました。 
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Ⅶ：提出議案審議 大会議長 平山 智雄 

＊大会議長 L 平山 

ロバート議事規則に準じ、議案に対する発言は 1 人 3 分以内、また 1 人 2 回までとし、すべての発

言は議長の許可を得たうえで行うようお願いいたします。 

 

議事録作成人 3R-RC 高見 仁志 

議事録署名人 3R1Z-ZC 金田 長之     3R2Z-ZC 本守  章 

≪拍手承認≫ 

 

 

①地区ガバナー提出議案 

【議案-1】 次期地区ガバナー選出について 指名選挙委員長 片岡 秀憲 

『地区ガバナー立候補届出規則』により、2022-2023 年度地区ガバナーとして届出のあった西尾 

愼一（にしお しんいち）（鳥取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 336‐B 地区第 68 回地区年次大会議事規則-12（1） により選挙を行ない、その結果の報告を受

け確認いたします。 

 

有効投票数 189 票のうち、賛成得票数は 182 票でありました。 

この結果をもって大会議事規則 12-（1）により、L 西尾が次期地区ガバナーに決定いたしました。 

≪拍手承認≫ 

 

 

【議案-2】 次期第一副地区ガバナーについて 指名選挙委員長 片岡 秀憲 

『第一副地区ガバナー立候補届出規則』により、2022-2023 年度第一副地区ガバナーとして届出の

あった藤井 信英（ふじい のぶひで）（岡山みらい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）および 336‐B 地区第 68 回地区年次大会議事規則-12（2） により選挙を行ない、そ

の結果の報告を受け確認いたします。 

 

有効投票数 189 票のうち、賛成得票数は 174 票でありました。 

この結果をもって大会議事規則 12-（2）により、L 藤井が次期第一副地区ガバナーに決定いたしま

した。 

≪拍手承認≫ 

 

 

【議案-3】 次期第二副地区ガバナーについて 指名選挙委員長 片岡 秀憲 

『第二副地区ガバナー立候補届出規則』により、2022-2023 年度第二副地区ガバナーとして 

届出のあった上原 正樹（うえはら まさき）（岡山西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）および 336-B 地区第 68 回地区年次大会議事規則-12（3） により 

選挙を行ない、その結果の報告を受け確認したい。 
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有効投票数 189 票のうち、賛成得票数は 181 票でありました。 

この結果をもって大会議事規則 12-（2）により、L 上原が次期第二副地区ガバナーに決定いたしま

した。 

≪拍手承認≫ 

 

＊ガバナーエレクト L 西尾 挨拶 

改めまして、おはようございます。 

先ほど発表されました通り、多くの方々からご推挙いただき、次期の舵取りを担うこととなりました。こ

の 336-B 地区の発展のために誠心誠意尽くす所存です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＊第一副地区ガバナーエレクト L 藤井 挨拶 

只今、次期第一副地区ガバナーに信任されました岡山みらい LC 所属 藤井と申します。ご推挙い

ただき誠にありがとうございます。現在もコロナウィルスの蔓延やウクライナ侵攻による物価の高騰や

物資不足など、今までに経験のない困難が次々と訪れています。思うように活動できない困難な状

況であるが、この困難こそが変化への挑戦、改革へのチャンスと捉え、皆で協力し合いながら前進

しましょう。私自身も西尾エレクトとともに全身全霊を込めて、地区の発展を目指して頑張りたいと思

います。皆様方の多大なご協力をお願いいたします。 

 

＊第二副地区ガバナーエレクト L 上原 挨拶 

本日は次期第二副地区ガバナーとしてご推挙いただき、ありがとうございました。これからの一年、

西尾ガバナーエレクトを支えながら、藤井第一副地区ガバナーとともに力を合わせて、まずはみん

なが楽しく仲良く、助け合いながら進んでいくライオンズクラブを目指していこうと考えています。一

生懸命頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 

＊大会議長 L 平山 

お三方のこれからのご活躍を期待しています。ありがとうございます。 

 

 

【議案-4】 2020-2021 年度地区一般会計収支報告 

             および第 67 回地区年次大会収支報告の承認を求めることについて 

 

（前キャビネット会計 L 小田 欠席により、前地区ガバナー Ｌ金礪 が説明をする） 

＊前地区ガバナー L 金礪 

2020 年 7 月 1 日から 2021 年 6 月 30 日までの会計収支について、概略の説明をします。 

私がガバナーになる前の年度にクラブ・地区の活性化をどのようにすれば良いか、皆さんの意見を

お聞きし、その結果、変化に対応できる新しいキャビネット態勢を目指すこととなりました。当時、こ

の計画を立てたころは、コロナウィルスの蔓延もなく通常の状態でありましたが、利便性のよい安価

な事務局の確立、継続可能な 2 名体制、会計の透明化とアウトソーシング、業務のデジタル化によ

る経費の軽減、事務局に任せきりではなく、役職者各々がウェブを利用して状況を把握する、この 5

点に重点を置いてチャレンジしました。その結果が、大会記念誌 P.40-49 の通りとなっています。 
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しかし、残念ながら会計監査報告がどこにも掲載されていません。実際、随分と予定外のこと、計算

外のことがありました。先の第 2回キャビネット会議時は、660円の貸借の不一致と財産項目としての

運営準備金の記載漏れがあり、副議長 松本さんのご指導で訂正することを前提に会議承認されま

した。 

その後、当時の事務局員への指導不足により、P.57 にあるように『会計処理が不十分である』との指

摘があり、平山ガバナーに依頼した結果、今年度上半期での“立替金”という形で処理していただき

ました。これらの承認をいただきたいと思います。 

個別の説明については、前期キャビネット会計の代理として前期キャビネット幹事と前期大会委員

長から説明させていただきたいと思います。 

 

＊大会議長 L 平山 

只今の説明は数字の説明ではありませんが、ご承認いただけますか？ 

 

＊岡山操山 LC L 安達 

この収支報告の数字に対して、異議を申し立てます。 

この各科目の内容を皆さんに分かるよう説明をお願いします。 

この数字を見る限り、『予算』というものは全く必要のないものになっています。予算通りに運営され

てこそ『予算』なのではないでしょうか？ 我々のクラブ運営においても幹事、会計は理事会が必要

とするならば、『保証金』とか『担保』とかを積むように定められています。キャビネットにはそういうも

のは必要ないのでしょうか？ 

 

＊8R1Z-ZC L 竹歳 

私は、この決算について先のキャビネット会議においても随分と異議を申し立てましたが、きちんと

した回答は全く頂けていません。まず事務局の移転費用について、当初は会員減少により会費収

入が目減りし、固定費削減は致し方ないものと承認しましたが、結果として 200万円以上も予算オー

バーしています。これはいったいどういうことですか？ 

我々はキャビネットを信用し信頼して賛成しましたが、このマイナスの内容、原因は何なのですか？

明確にしてください。 

事務局員の人件費や福利厚生費にしても随分とオーバーしており、また訳の分からない弁護士費

用や社労士、会計士費用なども加算されて信じられないマイナスの数字になっています。いったい

どのような運営をされたのでしょうか？ 全く理解できません。 

贈呈品費や図書印刷費についても各々65 万円程度予算オーバーしていますが、そもそもオーバ

ーすること自体に問題があり、当初の予算建ての時点で見積もりを取っていなかったのか？大変疑

問です。 これらの疑問点をすべて明らかにしてください。また監査報告があって初めて承認出来る

ものです。一般会計と大会会計とが混同しており、大会は大会、キャビネットはキャビネットで各々き

ちんと個別に計上して繰越金額を明記して、地区、大会とも全科目を改めて精査してください。 

例えば、地区大会は開催されていないのに記念品袋代が予算として計上され実行されている・・・こ

れはいったいどういうことなのですか？ また医師会に寄付したお金はどこから拠出しているのです

か？ 説明書きもなく全く不明です。予算と実行は必ずマッチングしていなければなりません。全会

員に分かるよう説明をしてほしいと思います。 

4



＊大会議長 L 平山 

順番が前後してしまいましたが、ここで前年度監査委員 L 藤原に監査報告を行っていただきます。 

 

＊前年度監査委員 L 藤原 

さる 2021 年 9 月 17 日、キャビネット事務局において、前ならびに現三役立会いのもと、諸帳簿、領

収書・請求書等を照合し、会計監査を行いました。数字の方は決算書の通りでしたが、収支そのも

のは、ほぼ正確であった旨、報告いたします。 

 

＊大会議長 L 平山 

先ほど出された質問についてのお答えをお願いします。 

 

＊前地区ガバナー L 金礪 

地区大会での医師会への寄附については、前大会委員長 L 岩本に登壇していただいて、説明を

お願いしたいと思います。そのあと、本日欠席の前キャビネット会計に代わって、前キャビネット幹事

L 坂本から説明をさせていただきます。 

 

＊前年度大会委員長 L 岩本 

前年度大会委員長、岡山京山 LC 所属 岩本でございます。先ほど第 67 回地区年次大会での費

用についてのご質問がありました。特に大きな問題とされている記念品袋費ですが、前年度第 3 回

キャビネット会議での結果が、皆様方に届けられていないように思われます。 

第 67回地区年次大会は、コロナウィルス拡大による行政からの指示により、第 66回大会と同様、開

催できなくなりました。そこで第 3 回キャビネット会議において、従来の大会組織を変更し、地区年

次大会総務委員会と選挙委員会のふたつの委員会構成として運営し、同時にその内容について

は、すべて総務委員会に一任する旨の承認をいただき、進めさせていただきました。 

そのなかで先ほどの記念品袋費についてですが、元々この記念品は会員皆さま方へお渡ししてい

るものですが、ひとり当たりの金額は 700-800 円程度となり、その商品について色々検討を重ねまし

た。第 65 回では記念バッジを作成して配布されていましたが、当時、地域社会の状況を見まわして

みると、コロナ禍真っ只中で、医療に従事している方々が大変な苦労をしておられ、最前線で命を

張って治療をされていました。我々ライオンズクラブは、『We Serve！』をモットーとしており、総務委

員会で協議した結果、ひとり 700-800 円程度の記念品をもらっても意味がない・・・との意見が多数

出され、医療従事者を少しでも支援しようと医師会への寄附を私が提案しました。岡山県と鳥取県

の人口割で、岡山県医師会へは 150万円、鳥取県医師会へは 100万円、合計 250万円の拠出が、

この記念品袋代からとなっています。  以上、ご報告いたします。 

 

＊大会議長 L 平山 

ありがとうございました。では、大会会計の記念品袋費の名目を修正しますか？ 

 

＊8R1Z-ZC L 竹歳 

今の回答では質問の内容と食い違っています。 

私は予算としての実行状況を尋ねているのであり、記念品や袋代がどうのということはお尋ねしてい
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ません。しかも今、この場で初めて知ったことです。 

例えば、人件費が 137％、福利厚生費が 225％、事務消耗品費が 184％、雑費に至っては 1353％

などというあり得ない前代未聞の拠出率になっています。民間企業でも社会福祉法人や財団法人、

社団法人でも同じことで、一般的に該当する科目がない場合は単なる『雑費』で落とす～これがそ

の集積だということで間違いないでしょうか？ 

そうであるならば、キャビネットの軸となるガバナーが、まずは会員の皆さんに謝罪をして、そこから

次に進むのが当然ではないでしょうか？ 謝罪もなく『これでどうだ！』という論法はあり得ません。 

（拍手多数） 

今後ガバナーになる人に対して非常に失礼だと思うし、過去の歴代ガバナーに対しても、大変な汚

名を着せることになるので、まずはその謝罪から始めていただきたいと思います。以上です。 

（拍手多数） 

 

＊マイクを通していない発言あり  聞き取り不可 

 

＊8R1Z-ZC L 竹歳 

記念品袋費の件については、前期でのキャビネット会議で承認されたとはいえ、会員ひとりひとりの

会費で運営されている以上、“今日初めて知った”なんてことはあり得ません。 

またこの記念品袋費の実行金額 2,757,600円、これは内容が全く違うのではないでしょうか？先ほど

の250万円との差額は一体何なのかも分かりません。一旦、繰越金として計上し、その後改めてキャ

ビネット会議で『こういうことをしよう！』と提案して審議決定され、実行するのが当然であります。 

これは大きな筋違いだと私は思います。 

年次大会の繰越金も収支差額では 236 万円もあるのに財産目録では 62,435 円しかない！これは

いったいどういうことなのでしょうか？またこれがキャビネット一般会計の仮受金になぜ計上されてい

るのか？決算書類の内容も全くデタラメで早急に訂正していただきたいと思います。 

第三者委員会を立ち上げて、内容の精査と事実確認をし、後日報告していただきたいと思います。

キャビネットの行動と事実とが反映されたものでなければ、承認は出来ません。  （拍手多数） 

 

＊カウンセラー L 榎本 

時間もかなり押してきています。今日の前ガバナーの回答を自身の所属クラブに持ち帰って、皆さ

ん説明が出来るでしょうか？ 到底できないと思います。 

L 竹歳が発言されたようにここで改めて会計監査をやり直していただく旨、ガバナーから決議をお願

いします。皆さん、いかがでしょうか？  （拍手多数） 

 

＊元地区ガバナー L 大谷 

L 榎本に引き続き、L 竹歳のセカンドとして発言します。 

今回の会計報告は不明瞭な部分が非常に多いものとなっています。併せて、渡部国際理事支援金

の調査についても、複合地区の過去の監査で承認されたことをなぜ掘り返すのでしょうか？ロバート

議事規則の中には、過去に決議されたものは変更できない との記述もあります。それを実際に行

ってどこからか費用、経費を計上しています。これも返金していただく、返金方法については新しく

立ち上げた第三者委員会で決定していただきたいと思います。 
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先ほどの大会での 250 万円の件もキャビネット会議を通して実施するべきことであり、勝手に決めて

実施するのは不合理きわまりないことです。第三者委員会で再監査を行い、地区の運営費、年次

大会の運営費以外の拠出について、だれが責任を持つのか？ どのように返金するのか？ 明確

に決めていただきたいと思います。  （拍手多数） 

 

＊大会議長 L 平山 

渡部国際理事からもセカンドが出されましたので、採決をお願いします。 

2020-2021 年度会計収支報告は≪却下≫とし、第三者委員会を立ち上げて詳細の調査を行う旨、

承認をお願いします。 

 

＊前ガバナー L 金礪 

この収支報告の承認を得られていなければ、平山ガバナーのスタート時の金額も決まらないので

は？それはそれでいいのでしょうか？ 

 

＊大会議長 L 平山 

私は議長の立場にあるため、自分の意見を述べること自体、本来はいけないことですが、第 2 回キ

ャビネット会議の時点で貸借に 660 円の差がありましたが、修正することを前提に一旦は承認されま

した。が、その後、新たな未払金が判明し、第 3回キャビネット会議で修正分として承認いただきまし

た。しかし、キャビネット会議での承認は、最終的な決着ではありません。本日のこの代議員会にお

いて、会員皆さま方の承認をいただき、それをもって地区としての≪承認≫という形になります。 

第 2 回キャビネット会議では、ある程度の繰越金が決まらなければ今年度のスタートが切れない旨、

説明を致しましたが、それは仮の金額として計上し、上半期の監査も行いました。 

この場で認められれば、地区として≪決定≫となりますが、このような状況です。 

会員の中から経理面に明るい方々で第三者委員会を立ち上げ、もう一度遡って精査する必要があ

るのではないでしょうか？キャビネットは全会員から運営費を預かっており、それをどのように使うの

か？納得できる使い方なのか？ 大きな責任があります。 

先ほど L 大谷の発言で、すでに過去の複合で承認された問題や歴代ガバナーその時その時で最

終承認を得ている決算についても色々と調査され、幾度も会合を開き、資料を配布しており、それら

の費用がどこから拠出されているのか？ やはり多くの点を明らかにしてほしい という意見は皆様

方同じだと思います。先ほどの提案のように第三者による調査委員会を立ち上げて、改めて精査し、

結論を出す方向でご承認いただきたいと思います。 

 

≪拍手承認≫ 

 

＊発言者不明 

先ほどの話の中でどさくさ紛れのように渡部国際理事支援金に関する発言がありましたが、『一度決

まったことだから、それで良い』という形では、いかがなものかと思います。昨年、あれほど問題提起

して、具体的な説明も答弁も一切行われず、結論も出されていません。キャビネットに対して大きな

不信感を抱きました。何らかの説明が当事者から無ければ、この不信感を拭うことは出来ません。 
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＊大会議長 L 平山 

今年度地区ガバナーとして、出来る限りのことは行っていきます。後々、そのような疑念を招かない

ように不明瞭な点を明らかにし、今年度は明確な決算を行う所存です。 

複合との兼ね合いから難しい部分もありますが、やはり皆様方の疑問点を少しずつでも明らかにし

ながら前に進めなくてはなりません。多くの貴重なご意見をいただきましたが、皆様方のご理解とご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

【議案-5】 2021-2022 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 

＊キャビネット会計 L 福島 

先ほどの流れから報告し辛い雰囲気ですが、まだ上半期ということなので、決算額と拠出率を見て

いただければ、お分かりになると思います。どの科目も 50％以内の拠出率となっており、ほぼ予定

通りに順調に推移していると思います。一部、備品費はパソコン購入の費用、接待費は GMT セミナ

ーで講師としてお招きした元国際理事や他地区の元ガバナーの接待ということでほぼ 100％拠出し

ました。併せて、委員会運営費も問題なく推移しています。 

 

＊監査委員 L 岡田 

2022 年 1 月 13 日、キャビネット事務局において三役ならびに監査委員 2 名立会いのもと、会計監

査を行いました。その結果、収支報告、諸帳簿ならびに請求書・領収書など精査したところ、適正か

つ正確に処理されている旨、報告いたします。 

 

＊大会議長 L 平山 

ありがとうございます。何かご質問はありませんか？ 

 

＊前ガバナー L 金礪 

前年度末の財産目録で中国銀行岡山駅前支店普通預金№2545353 に預入れていた 5,001,000 円

は、どこへ行ったのでしょうか？ 

 

＊キャビネット幹事 L 山田 

仮受金として計上されている地区年次大会繰越金 230 万円を先ほどの中銀口座から第 68 回地区

年次大会会計に繰入れ、残りの3,001,000円については、特別会計の財産項目として何も上がって

おらず、通常の繰越金ほかがこの預金口座に預入れされているだけの状態なので、中銀大供の一

般会計口座に資金移動し、運営費として活用しています。 

 

＊大会議長 L 平山 

この補足説明として、昨年度『地区財政健全化育成基金』という特別会計を設けており、その専用

口座に前年度末 5,001,000 円が預入れられていました。その一部は、前年度会計報告書の仮受金

明細の通り、第 68 回地区年次大会での繰越金であり、キャビネットの運営資金と一緒になっていま

した。年次大会での繰越金を一般会計と一緒にするのは、大きな間違いです。 
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それでは、今年度上半期での収支報告について、ご承認をいただきたいと思います。 

 

≪拍手承認≫ 

 

 

【議案-6】 336-B 地区 5R1Z ならびに 2Z ゾーン再編について 

現在 5R1Z は 3 クラブ、2Z は 6 クラブで構成されています。複合地区会則では、“ひとつのゾーンは

8 クラブまで”という規約がありますが、各クラブで協議を重ねられた結果、将来でのクラブ減、会員

減を考慮し、次年度より、ひとつのゾーンで組織する旨の申し出がありました。 

先のキャビネット会議では承認されましたが、改めて皆様方のご了解を賜りたいと思います。 

併せて、新ゾーンの名称について『倉敷ゾーン』とする提案が出されましたが、4R 内の 5 クラブでも

『倉敷』という固有の地域名がクラブ名に使われており、キャビネットとしての公式名称は『5Ｒ1Z』とい

うものにする旨の決定をしたいと思います。 

 

≪拍手承認≫ 

 

 

②次期地区ガバナー候補者提出議案 

 【議案-1】 2022-2023 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 

 

地区アクティビティスローガン   “地域に寄り添い 未来に繋げる新たな挑戦” 

 

地区ガバナースローガン      “調和と融合 明るく・楽しく・元気よく” 

 

 

【議案 2】 2022-2023 年度地区会費・地区大会費について 

336-B 地区 会員ひとりあたり １ヵ月 

地区会費 850 円  地区大会費 300 円  合計 1,150 円 （今年度同額） 

※ なお、二人目以降の家族会員は 0 円とする 

 

 

【議案 3】 地区緊急援助資金 次年度の補填について 

地区緊急援助資金は、規定により積立基準額が 10,000,000 円と定められている。今年度上半期末

での残高 8,124,296円に預金利息 24円が加算され、さらに日本ライオンズオリンピック・パラリンピッ

ク支援協力金の精算金 5,913,891 円から、SON 支援金 435,000 円を拠出し、振込手数料 110 円を

差し引いた 5,478,781 円を預入れし、2022 年 3 月 17 日時点の残高は、13,603,101 円となっており

規定の基準額を満たしているため、次年度での補填は行なわないこととしたい。 
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【議案 4】 2022-2023 年度 第 69 回 336-B 地区年次大会について 

第 69 回地区年次大会は    2023 年 4 月 16 日（日）  

とりぎん文化会館  (鳥取県民文化会館)  において開催し、 

ホストクラブは 7 リジョン 1・2 ゾーン の 10 クラブ 1 支部とする。 

7R-1Z 鳥取・鳥取中央・鳥取いなば・鳥取久松・鳥取千代・鳥取砂丘・鳥取久松しろやま支部 

7R-2Z 倉吉・倉吉打吹・倉吉北・倉吉グレート 

 

＊地区ガバナーエレクト L 西尾 

議案 1～4 大会記念誌に記載の通り、よろしくお願いいたします。 

ご質問等があれば、別途お受けいたします。 

 

≪議案 1～4 全て拍手承認≫ 

 

 

Ⅷ：閉会宣言 

全ての議案が終了しました。かなり時間が経過してしまい、また会議進行にも手違いがあり、大変申

し訳ありません。これにて、ライオンズクラブ国際協会 336-B地区第 68回地区年次大会代議員会を

閉会いたします。ありがとうございました。 

 

以上 

 

 

 

2022 年 4 月 17 日 

 

 

 

 

議事録署名人  3R1Z-ZC   

 

 

 

議事録署名人  3R2Z-ZC   
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