
2018～2019 年度 

第 2 回キャビネット会議（テレビ会議）議事録 

議長  ：地区ガバナー   L． 曽山 純廣 

司会進行：キャビネット幹事 L． 若松 忠洋 

【日時】2018 年 11 月 26 日（月）16：10～18：00 

【場所】鹿児島 R 城山ホテル（ルビー）沖縄 R 沖縄ハーバービュー 

 

１．開会宣言並びに開会ゴング 

２．国旗並びにライオンズクラブの歌斉唱 

３．物故ライオンに黙祷 

４．出席者の確認 

   理事 26 名中沖縄７鹿児島 17 合計 24 名の出席よって定足数に達して会議の成立が報告された。  

５．出席者紹介 

６．地区ガバナー挨拶 

   要旨 『躍動』クラブ活性化 向上セミナーについて鹿児島 4 回・沖縄 4 回合計 8 回を予定して

いる。受講者の皆様の真剣な取り組みに感銘を受けている。セミナーでよい言葉を見つけてクラ

ブの活性化・向上の為に役立てて頂きたい。 

オセアルフォーラムについて，中国本土で初めての大会であったがいろいろと問題もあったか

もしれないがグドラン国際会長は困難を乗り越えて素晴らしい大会であったと中国での開催の労

をねぎらわれたとの話があった。第 65 回 337-D 地区年次大会について皆様のご協力を頂きなが

ら素晴らしい大会としたい。又，複合地区年次大会については識名元ガバナーがガバナー協議会

の世話役であり日本のリーダーとしてご活躍頂いているのでよい方向へ引っ張って頂きたい。最

後までどうぞ宜しくご協力頂きます様お願い申し上げます。要旨 挨拶があった。 

７．第一回キャビネット会議の議事録の承認について 

   （メールにて地区役員並びに各クラブへ送信．HP 掲載も承知済み） 

   曽山 G：議事録について若松幹事より説明をお願いします 

   曽山 G；皆様只今説明頂きましたが何か質問・ご意見有りますか 

   Ⅼ海老原：前回議案を取り下げたが年次大会で再提出するとの発言があった。 

   曽山 G：他になければ採決をとりたいと思います。沖縄７ 鹿児島 17 全員賛成で承認された。

よって承認されたものと認めます。 

８．第 3 回キャビネット会議開催について 

  第 4 回キャビネット会議開催について 

   曽山 G：議事録について若松幹事より説明をお願いします。 



   若松幹事：第 3 回キャビネット会議は 2019 年 2 月 22 日（金）沖縄に於いて第 4 回キャビネット

会議は 2019 年 4 月 21 日（日）霧島市に於いてと説明があった。 

   曽山 G；皆様只今説明頂きましたが何か質問・ご意見有りますか。 

   曽山 G：なければご報告とさせていただきます。 

９．前年度一般会計・特別会計報告並びに会計検査報告承認 

   前回系不在の中前地区会計監査委員 L.生駒大志より監査報告があった。 

   曽山 G：只今監査報告がありました。会計報告を前吉村 G に要請したが一部不明なケ所もあり第

3 回キャビネット会議へ内容説明と併せて審議は見送られた。  

10．第二回長期計画委員会報告 

  （１）第 65 回年次大会について 

   ➀議事規則（案） 

   ⓶スケジュール（案） 

   ➂組織表（案） 

  （２）2018 年～2019 年度地区ガバナー並びに第一・第二副地区ガバナー立候補関係について 

   ➀立候補届出要領 

   ②地区ガバナー並びに第一・第二副地区ガバナー立候補（資格と手続） 

について 

   ➂各候補者推薦状（所属クラブ）並びに届出書（本人）用紙 

  （３）長期計画委員会への提案事項 

   ➀「LCIF 交付金申請書の承認について 

（提案者／鹿児島城山 LC 会長 Ｌ.松山正男） 

   吉村名誉顧問会議長より（1）～（３）まで長期計画委員会で議案として第 2 回キャビネット会

議へ上程することが協議され承認されたことが報告された。      

    

11．審議事項 

  （１）議案審議 

   ➀「LCIF 交付金申請書の承認について 

（提案者／鹿児島城山 LC 会長松山 正雄） 

   議長 G 曽山：交付金申請書について会長 L 松山議案について説明をお願いします。 

   議長 G 曽山：この議案について質問・ご意見がなければ採決をとりたいと思います。沖縄７・鹿

児島 17 全員賛成につき承認されたものと認めます。 

  （２）第 65 回地区年次大会について 地区年次大会実行委員長 L 福永 健一 

   イ．議事規則（案）について 

   ロ．日程及び大綱について 



   ハ，代議員案提出等の締め切りについて （提出期限 1 月５日～15 日まで） 

   議長 G 曽山：本日年次大会実行委員長 L 福永が欠席ですのでキャビネッ幹事  

          L 若松にイ．～ロ．について説明をお願いします。 

   L 若松：p42～p48 までの説明があった。 

   議長 G 曽山：議案について何かご意見・ご質問等有りますか。 

   L 玉城：大会委員長は誰ですかの質問に L.原口修二ですと L 若松が答えた 

   議長 G 曽山：他にありませんか なければ採決したいと思います。沖縄７・鹿児島 17 全員賛成 

につき承認されたものと認めます。 

  （３）2019～2020 年度地区ガバナー並びに第一・第二地区ガバナー立候補 

（資格と手続き）について 

   議長 G 曽山：幹事 L 若松（３）について説明をお願いします。 

   議長 G 曽山：幹事 L 若松の説明の後（３）について何かご意見・ご質問有りますか。なければ

採決をとり取りたいと思います。沖縄７・鹿児島 17 全員賛成で承認されたものと

認めます。 

  （4）その他 

   議長 G 曽山：その他で何かありますか。無いようですので審議事項を修了します。 

12．諸報告 

 （１）財務関係  

イ．～ロ．について キャビネット会計 L 松元より上半期について説明があり 会費 

三役スクール会費未納のクラブがある。との報告がなされた。引き続き納入について

連絡のつかないクラブがあるが催促をしていくとの報告があった。 

(２)運営関係（第一四半期 7 月～9 月） 

     イ．～ト．についてキャビネット幹事 L 若松より説明があった。 

（３）経過及び現況報告 

        寿浦第二副地区ガバナー：奄美大島 LC の問題を懸念している。和解が進めばよいと

の話があった。家族会員について古いメンバーとしてクラブの入会を勧めていくとの

事等の話があった。 

        浜元 RC：沖縄 7 月～9 月は会員 13 名増となっている。来年 2 月にチャータークラブ 

ができる予定。家族会員についてまだまだ努力が足らない。ZC 会の中で来年の 2 月 

までに結果を出す。ライオンズクラブの新聞に 8 月、ヘアードネーションの掲載があ 

った。このような事が会員増強につながるとの話があった。 

GAT L.知識：『躍動』クラブ活性化 向上セミナーが鹿児島で 3 回 沖縄で 2 回開催された。合計 8

回開催される。次世代がどう進んでいくか楽しみにしている。出席をされた方の意識が

変わるだろうと思う。4 月には 4 回の出席の方にはガバナーから何かある。 



鹿児島Ｒ 

１Z L.桑原：会員 15 名増になっている。LCIF は 12,756＄全体の半分の寄付額になっている。100 

＄献金については中々の印象家族会員については FWT はセミナーの開催により意識が

変わっている。 

２Z  L.山本：８C のアクティビティーはスムーズ 会員増強８増になっている。LCIF 3,220＄になっ 

ている。30 日の諮問会議ではもっと増える。家族会員は中々。当クラブは 100＄寄付に 

ついては下期で予算化し、お願いしていく。諮問委員会でもう少しお願いしていく。 

３Z L.揚野：９C である。例会訪問が 11/22 終わった。各クラブ素晴らしい運営がされていた。3 役 

諮問会議は 11/30 第 1 回目を開催する。引き続き会員拡大を勧めていく。 

４Z L.本田：現在 5 名増である。LCIF 1,000＄7～8 名予定している。全員 100＄寄付 1 クラブ有る。

計画中４クラブ有る。家族会員については元ライオンズ 孫さんとか声をかけ会員増を

計る。 

６Z L.折田：国分隼人 LC は家族会員 4 人 全員 LCIF 寄付 100＄寄付を達成した。周年事業を合同で 

計画した。キャビネット会議でのガバナーへの個人攻撃はやめて頂きたい。 

７Z L.加藤：家族会員は中々である。（理解不足）達成に向けてクラブ訪問をしていく。糖尿病につい 

てはクラブ内での勉強会をしていく。合同忘年会を企画していく。 

８Z L.児玉：10/10 に公式訪問が終わった。奄美災害義捐金の不透明 奄美名瀬ライオンズクラブの 

立ち上げが無理して変則的な立ち上げになっている。私たちの立場として流動的，何年 

待ったか。奉仕の力人間関係のところで頑張る。 

沖縄 R 

１Z Ｌ.与古田：50 周年と言うことで献血は頑張っている。会員拡大は永遠のテーマ 家族会員は 2 月 

まではそれぞれに成果を出す。 

２Ｚ Ｌ.又吉：友愛と相互理解の精神 ヘアードネーションで頑張る。献血 144 名集めた。高校生の参

加を促している。 

３Ｚ Ｌ.金城：８Ｃで会員増強 事業の継続 みんなで力を合わせて頑張る。 

各委員会報告 

GMT L.新里：会員増強は RC が話されたので割愛する。ドロップ会員活性化の委員長になった。第 3 

回諮問員会で報告して活性化していく。 

GST L.尾辻：11/中 第二回複合地区 GST 会議があった。沖縄・崎山委員長と参加した。糖尿病の啓 

発は次期以降も取り組んでいく。10/12 鹿児島で献血セミナーがあった。2/17『躍動』 

クラブ活性化向上セミナーで 90 分糖尿病レシピによる専門ドクターからのセミナーの 

研修を行う 

GLT L 松元：4 回目 GLT GST 糖尿病の研修を行う。ライオンズクエストについて 3 回のワークショ 

プを実施した。来年 8 月に実施する。実施に当たってはしっかりとキャビネットを通して 

下さい。 



FWT L.三反田：9/26 複合の FWT セミナーがエリアリーダー Ｌ長澤 Ｌ高橋を迎えて開催した。83 

名が参加した。FWT は女性を中心にした支部づくり、女性ならではの奉仕活動 子供 

の貧困問題・糖尿病・小児ガン・ヘアードネーションの無料配布を行っている。沖縄 

でも頑張っていただいている。 

幹事若松：LCIF 委員長 L 窪田が欠席ですので変えわりに L 大石お願いします。 

LCIF Ｌ.大石：MＪF は沖縄では 7 月３件 8 月１件・9 月 1 件 ライオンズの大きな活動を支援して 

いく。 

幹事若松：時間がオーバーしそうですので 10 分の時間延長の動議を上程したい。 

セカンドの声有り賛成多数により認められた。 

YCE Ｌ.砂川：337D 地区では 5 名の派遣生の受け入れをした。来年は複合のキャンプを鹿児島で 

やる事になっている。 

情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ L.青木：クラブｱｸﾃｨﾋﾞｨ報告の仕方の変更があると発表があったがいまだにない。今 

のところ何も変わっていない。連絡があり次第説明します。アラート委員会・沖 

縄では 4 月中に支援物資を発送した。鹿児島 R では古タオル軽トラ 7 台分 9 月

仮設住宅に届けた。 

クエスト L.崎山：8 月に鹿児島 R で 3 か所 9 月に縄 R でワークショプを実施した。2 月 8・9 クエスト 

全国大会への登録を 337D 地区で 30 名以上の登録をお願いします。 

識名ガバナー協議会議長：キャビネットの会議が無事に終わったことを良かった。友愛・相互理解の精

神・ウィサーブで宜しくお願い致します。 

国際関係委員長 L 松川：オセアルフォーラムの報告並びに 2019 年ミラノ国際大会についてホテルが少

ないので早めに申し込んでください。 

幹事若松：複合の会計報告はお目通し下さい。 

 

６．そ の 他   なし 

 

７．閉  会 

 

 

議事録作成人 キャビネット会計                           

 

議事録署名人 ＧＡＴファシリテーター                           

 

議事録署名人 鹿児島Ｒ・６Ｚ・ＺＣ                          印 


