
2021～2022 年度  

第１回キャビネット会議議事録 

       議  長：地区ガバナー   L 金沢 幸一 

          司会進行:キャビネット幹事    L加藤 俊作 

  【日 時】 2021 年 7 月 21 日(水)  １０:００～１２:００ 

 【場 所】 テレビ会議 

       鹿児島リジョン 鹿児島サンロイヤルホテル 『開聞の間』 

       沖縄リジョン  ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー 

『金鶏の間』 

            

１．開会宣言並びにゴング     地区ガバナー L 金沢 幸一   

２．国旗に敬礼・国歌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．定足数の確認 

   キャビネット幹事より定足数に達している旨報告 

５．出席席者紹介 

   出席者名簿により、確認 

６．地区ガバナーあいさつ         

（趣旨）コロナ禍の中、また沖縄、奄美の方々におかれては台風が近づくなかお集まりいた

だき、ありがとうございます。第 1 回ということですので、自己紹介をさせていただ

きます。鹿屋 LC 所属、入会 38 年目になります。たくさんのライオンズバッジとラ

イオン帽を身に着けた先輩の姿に憧れて入会しました。 

   この時期になると、私たちのところでは海岸清掃や肝付川のクリーン作戦をするので

すが、40 年間の中で、今回 4 回目の中止となりました。1 回目は台風、2 回目は口蹄

疫、3，4 回目は昨年、今年とコロナ禍の影響により中止となり、このような状況で

皆さん奉仕をしたくて仕方がないのではないかと察します。コロナ禍でライオンズと

しての楽しみも少なくなっているが、楽しみがないといけないので、私は 1 年かけ

て、以前のライオンズといいますか、ライオンズらしいライオンズに戻していけたら

なあと思っております。1 年間どうぞよろしくお願いいたします。 

７．前年度地区ガバナーへパーストバッジの贈呈 

 前地区ガバナーL 寿浦 数馬へ贈呈       

８．役員バッジの贈呈並びに委員長タブの贈呈 

 机上の役員バッチ、委員長タブの配布が案内された     

９．本年度活動方針 

(１)国際プログラム 資料の P.4～P.7 をお目通しください。   

(２)地区ガバナーの基本方針並びに重点目標について(要綱 P.8)  

   地区ガバナーより、地区スローガン、テーマが紹介された。 

   基本方針 ・国際会長の方針及びプログラムを地区内の状況に沿って実行する。 



        ・ライオンズクラブ国際協会の誓い、ライオンズ道徳綱領を基本にしてラ

イオニズムの高揚を図る。 

        ・魅力ある楽しい例会を通じて、会員相互の友愛と親睦を深めるクラブ運 

営を推進する。 

        ・地域社会の人々と感動を共有できるｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨを立案、推進する。 

   重点目標 ➀会員増強並びに会員維持のお願い 

        ②ＬＣＩＦへの寄付金並びに活用 

        ③ドナー推進運動への協力 

        ④ライオンズクエスト・プログラムの推進 

        ⑤環境保全に関するｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨの実施 

        ⑥レオクラブ活動の活性化 

        ⑦ＩＴ環境の整備と活用への順応 

        ⑧自然災害に備えアラート委員会活動の充実を図る 

10．議事録作成人及び議事録署名人の指名        

議事録作成人はキャビネット幹事 L 加藤 

議事録署名人は地区ガバナー、鹿児島 R.１Z ZC L 脇黒丸が指名された。 

11．審議事項 

  議案審議「ゾーン・チェアパーソン活動の事務について」 

  議案提出者鹿児島ＬＣ会長Ｌ山口健より議案についての説明があった。 

  議案に対する意見 

・鹿児島 R.７Z ZC L 宮ケ原より 

 まず、議案にあります国際付則第 10 条第 2 項地区役員について説明をしていた

だきたい。私は何と書いてあるのか知らない。 

 それから、事務量が大変なものになり、キャビネット事務局の業務に支障をきた

すと思われる。ＺＣが自分たちでやろうという気概があれば、必要ないと思われる。 

また会計報告をするということに年次大会で決議されているが、こういった会計報

告までキャビネット事務局でするとなると、大変な労力になると思う。 

  ・ＧＭＴ委員長 Ｌ松下より 

    昨年、ＺＣをさせていただいた。私の経験で話をさせていただくと、事務局とメー

ルやＦＡＸだけでやり取りだけではすまず、事務局に足を運んで業務をしていた。 

    鹿児島市内のＺＣはキャビネット事務局も近いと思うが、地方からはなかなかであ

る。またゾーン内の状況もＺ内の事務局員がよく見えると思うので、キャビネットで

行うというのはどうなのかなと感じる。 

  ・年次大会委員長 Ｌ鬼塚より 

    今発表されたお二方の意見がごもっともだと思う。事務局員が意見を述べるという

のはなかなかできないと思うので、我々が代弁すべきと考える。 

    事務の簡素化については、1 番目に掲げたい。次に各Ｚの地域性、特性をよく理解

しているのは、その地域の事務局員である。したがって従来どおり、キャビネット事



務局とＺの事務局員との連携を図るということでいいのではないかと思う。 

   またこのような議案が出たということは、キャビネットと地域との連携を一層深めよ

うという主旨が込められていると思うが、地域性をよく理解していただいて、従来と

おりでいいのではないかと思う。 

  ・前地区ガバナー Ｌ寿浦より 

    昨年キャビネットをさせていただきました。ライオンズで集めたお金をライオンズ

のためにきれいに使おう。各Ｚは独立王国と勘違いされている方がいらっしゃる。 

   Ｚで集めたお金だから何に使ってもいいと考えている。昨年収支報告をしていただい

たら、ラーメン代、代行代、事務局の給料までＺ費から出している。ＺＣはキャビネ

ットの一員です。キャビネットの指示に従ってください。それなのにＺは自分たちが

勝手にしていいんだという形になっているのが現実です。そういった意味で金銭の管

理をキャビネットにしてもらいましょうということです。それと昨年配った iPad を

活用してください。事務局と繋がってください。私が ZC にお配りしたのはそのため

です。お金には誠意をもって間違いがないように触ってください。 

  ・鹿児島 R.RC L 生駒より 

    前期キャビネット幹事をさせていただいたが、国際付則についてはライオンズ必携

の中の地区役員の任務というのがある。皆さんは、金沢ガバナーより委嘱されて地区

役員となっている訳ですから、その地区役員がライオンズ必携の中の任務を知らない

というのはいかがなものかと思う。その中に、地区役員の ZC とある。ZC はあくま

でも地区ガバナーから任命された地区役員です。金沢ガバナーからゾーンを任された

地区役員であるということをまずご理解ください。 

    事務局の業務が増えると心配されるのはごもっともです。過去においては、キャビ

ネット事務局は 5 名体制でやっておりましたが、ここ２，３年は 2 人でなんとかまか

なっております。業務が増えるのであれば、それは必要なことですから、事務局員を

増員するのも一つの手段ではないかと思います。 

   ・沖縄Ｒ１Ｚ ＺＣ Ｌ与那より 

    前寿浦ガバナーの説明で環境に馴染んでいかないといけないという主旨はよくわ

かりました。ただ地域性という意味では、その地域への貢献を目標とする部分で、各

ゾーンごとの事務でいいのではないかと沖縄 R 内各 ZC と話した。タブレットにつ

いては、各クラブとの連携にも活用していきたい。 

    事務に関しては、現時点では今までどおりでいいのではないかと考えます。 

   ・鹿児島 R.８Z ZC L 叶より 

    キャビネット事務局とゾーンの事務局との連携がスムーズにいけば従来とおりで

いいのはないかと思う。８Z は８Z の思惑、計画で事業を推進するために、事務はゾ

ーンのままでいいのではないかと思う。 

   ・前地区ガバナー L 寿浦より 

    ゾーンに事務局ってあるんですか。自分のクラブの事務局を使っているのは、それ

は事務局ではない。キャビネット組織の中にゾーンの事務局というのはない。ZC は、



地区委員長と同列である。ローテーションになるからおかしくなる。 

   ライオンズで集めたお金を大切に使いましょうという提案である。 

   ・GMT 委員長 L 松下より 

    昨年 ZC として活動し、ゾーンの会計も報告させてもらった。当初は各クラブから

もらったお金だから、キャビネットに報告しないといけないのかなとも思った。しか

し、ZC は地区役員であるという重責を考えれば、Z がどのような案内をしているの

か等ガバナーが把握するのは当然のことであるということで、報告書も出させていた

だいた。昨年を振り返りますと、余計なお金に使った覚えは個人的にはないと思って

います。事務については、所属クラブの国分隼人 LC の事務局員さんにかなりの負担

をかけてしまいました。本来は午前勤務であるが午後まで勤務してもらい、かなりの

仕事量をこなしてもらったので、働いた分ということで、年間で 2 万円を事務局員へ

お支払いしました。ゾーンがどのような運営をしているのかキャビネットが把握する

ことは大事なことだと思うので、寿浦前ガバナーがおっしゃることは、もっと議論し

ていくべきだと考えます。 

   ・年次大会実行委員長 L 吉水より 

昨年７Z の ZC をさせていただき、前寿浦ガバナーのお話が胸突き刺さる思いで

聞いておりました。寿浦ガバナーがおっしゃる通りにできればそれはとても素晴ら

しいことだとは思うが、ライオンズは利益を求めるクラブではないので、地域性や

年齢層など地域の特性を考えれば、即実行というのは難しい。 

キャビネットで管理をするというのであれば、ゾーン費というにはいらなくなる

のではないかと思う。今まで通りという提案をしたい。 

 

地区ガバナーより 

今、議論をしていただいたが、収支についての各ゾーンがキャビネットに報告をす

るということは、年次大会で決議されていることでもあるので、確実にやっていただ

き、金銭的にきれいにしていく。 

この金銭面とは別に、議案のゾーンの事務をキャビネットにて行うということに

ついて、キャビネットで一括行うとなれば、また年間 200 数十万の人件費も必要とな

ると思います。 

 

以上の審議を経て、多数決を採ったところ賛成７で過半数に達せず、本議案は否決

された。 

12. 協議事項 

   (1) 地区財務運用、管理の基本事項に関する承認    

異議なく承認された。  

(2) 地区本年度(2021.7～2022.6)の収支予算案の承認  

キャビネット会計より、各予算についての説明があり、異議なく承認された。 

   (3) キャビネット幹事・会計の任務遂行上の保証としての担保の承認 



慣例により、担保なしにて承認された。 

(4) ガバナー職務推進事項について(行事関係事項 イ.～ハ.)   

 〔行事関係事項〕        

 イ． 地区キャビネット会議  

 (予定）第 2 回／11 月 19 日(金）・各Ｒ(ＴＶ会議)  

(予定）第 3 回／2 月 18 日(金）・沖縄県那覇市 

 第 4 回／4 月 17 日(日)・鹿児島県鹿屋市 

ロ．ガバナー公式訪問実施予定 

ハ．その他           

イ.～ハ.について異議なく承認された。 

 (５)諸規定の承認          

イ．地区キャビネット引継費規定 

  ロ．地区旅費規定(案)  

  ハ．地区慶弔規定(案)並びに地区キャビネット事務局慶弔規定(案)  

昨年度からの変更点  

・２．の項目に元地区ガバナーを付け加える 

・20,000 円相当の供花若しくは弔慰金 に変更 

     ニ．地区「緊急災害援助基金」規定(案) 

    各規定とも、異議なく承認された。 

(６)第 68 回地区年次大会ガバナーズアワード授与基準(案) 

  変更点  グッドスタンディング賞のクラブ数を削除した。 

  異議なく承認された。 

   

13．行事予定報告 キャビネット幹事より以下報告された 

（１) ガバナー公式訪問実施予定表  

  (２) 地区区年次大会他  

   イ．第 68 回地区年次大会  

ロ．第 68 回複合地区年次大会      

     ハ．第 59 回東洋東南アジア・フォーラム 

ニ．第 104 回モントリオール国際大会～開催地がインドから変更 

ホ．◯周年式典等予定表  

14．各ＲＣ及びＺＣ並びに各委員長の方針と目標について    

 前地区ガバナーよりごあいさつがあった。 

       元地区ガバナーの皆様の意見を集約して皆様にお伝えできるよう 1 年間努力して 

   まいります。よろしくお願いいたします。 

    第一副地区ガバナー、各 RC、各 ZC、各委員長より本年度の方針、目標について

発表があった。 

15．報告連絡事項            



(１)前キャビネットからの申し送り事項  

 (２)地区大会開催地並びに大会会長 

   (３)地区歴代キャビネット三役  

 (４)地区クラブ調査表    

 (５)地区組織編成表  

16．その他 

なし 

17．ライオンズ・ローア 前地区ガバナー・地区名誉顧問会議長 L 寿浦 数馬 

           

18．閉会宣言並びにゴング 地区ガバナーL 金沢 幸一 

 

 

 

 議事録作成人  キャビネット幹事                      

 

 議事録署名人  地区ガバナー                      印 

  

         鹿児島 R.１Z.ZC                     印 

 

 

  


