
2021～2022 年度  

第４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】 2022 年 5 月 17 日(金)  １0:0０～１2:0０ 

 【場 所】 ホテルさつき苑 

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．出席者紹介 

   出席者名簿により、確認 

６．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 加藤俊作、議事録署名人は地区ガバナー並びに鹿児

島 R.Z ７ZC L 宮ケ原耕平が指名された。  

７．地区ガバナーあいさつ       

（趣旨）  

 昨日は初めての鹿屋での地区年次大会でした。ひな壇の上からみる風景は色々なものが見えてきました。皆

さん一生懸命、世の為人の為、ライオンズの為に尽くして来られた皆様がそれなりのご年齢になられて、頑張

ってこられたのだなと、賞賛を申し上げます。 

次が決まると寂しくなるのでやればよかったできればよかった、あるいは自分が決断したことは正しかった

のかといろんなことを考える。後で後悔しないように、また後に続くライオンの皆様が生足してくださると思

います。 

自分の本心には間違った決断はしなかったつもりでございます。我々は永遠に続いていくと思います。 

今日も 1 件議案が出ております。今日の議案も大事で重要な議案なので、決定はできなくても方向性の結論を

見つけるなり、なんらかの落としどころを見つけていきたいと思います。昨日の地区年次大会でウクライナ資

金、募金も集まりましたので。 

三年のブランクでこれからも信念も変えず、真心をもって真のライオンとしていきたいと思います。 

今日は本年度最後の会議です。皆様方の御意見をお待ちしております。 

また、間違いのない決断、決定、これからの 100 年５０年続くライオンズにまっすぐな道を示していけたらと

思います。 

御協力いただいた一年間、本当に御礼申し上げます。 

８．第 3 回キャビネット会議議事録の承認について 

異議なく、承認された。 

９．審議事項 

(１)議案審議 

イ．「ZC の選出について」鹿児島 R４Z．ZC L 西山 善友より議案提出に至った経緯など

説明があった。 

同議案について、 

議長より 

・来期は決まっておりますが、それ以降は各ゾーンで選出した方をガバナーが任命す

る形にしてほしい議案ということですね。 

・大事な議案ですので皆様のご意見をお願いします。 

 



鹿児島 R.７Z.ゾーンチェアパーソン L 宮ケ原より 

・自分が ZC を受けた時は、ガバナーから指名を受けるというよりは、ゾーンの持ち

回りでずっと来ていて、今まで通りでとっても良いと私は感じている。 

・写真も撮りましたが、日本で一番若い田名部ガバナーのお話しを聞く中で、資料内

に今現在は全地区ローテーションと書いてあった。 

・今後もこのゾーン内で選定された人を任命してほしい。 

  

議長より 

 ・今まで通りローテーションで、仮にローテーションで無かったとしても、各ゾーン

から上がってきた人を任命してほしいというご意見ですね。 

 

 鹿児島 R.８Z.ゾーンチェアパーソン L 叶より 

・各クラブの過去の ZC に確認をして、ZC を選任する規定をゾーンでローテーショ

ンで決めてある。 

・８Z は５つの離島をもつゾーンで、その８ゾーンの内情を理解している方を選出す

るべきで、ゾーンの規定に沿ってローテーションでお願いします。 

 

議長より 

 ・同じくローテーションで、もしくはゾーンから上がってきた人を任命してほしいと

いうご意見ですね。 

 

 

 地区アラート委員長 L 新垣より 

  ・沖縄Ｒ.に関しては、沖縄の事を熟知している方がＺＣを選ぶべき。 

  

第二副地区ガバナーL 新里より 

 ・リジョンとしてどういう選出をするべきか聞いたところ、60 歳未満の方を選出して

ほしいと言われた。 

 ・自分が次期エレクトになりＺＣの選出方法は、鹿児島に関しては各ゾーンから上が

ってきた方を任命いたします。 

 

地区年次大会実行委員長 L 吉水より 

 ・昨年ＺＣをしましたが、第４回諮問会議の時に次期ＺＣと引き継ぎをする形を例年

取っており、それが最適です。 

 ・60 歳以下、年齢規制をするような方法には反対です。 

 ・今までの様なローテーションに賛成です。 

 

オブザーバー キャビネット委員 L 本多より 

 ・会則にはガバナーがＺＣを任命するとある。 

 ・国際協会が出している会則とは別に規約を地区内で作るのは違和感を感じる。 

 ・本日は申し送り事項で済ませる形が正当性があると考えます。 

 

議長より 

 ・L 本多に質問ですが、決をとれば決まると思いますが、どうすれば皆さんの意見を

取り入れる形が作れますか。 

・会則にはガバナーが任命するとあるが、今までのガバナーはゾーンから上がってき

た方を任命していた。 



 ・特に田舎のクラブから出たガバナーは各ゾーンのＺＣを 

・60 歳以下でＺＣを出す様な形を決めつけるのはストレスになる。 

 

オブザーバー キャビネット委員 L 本多より 

 ・ここにいらっしゃる皆様はローテーションが望ましいと考えてらっしゃるので、規

約を変更するのはこの議案ではできないので、申し送り事項の中にこの様な形が望まし

いとされるのが良いと思います。 

 

 鹿児島 R.２Z.ゾーンチェアパーソン L 山下より 

・L 川田代がこの様な形をとったのは日本ライオンズからそう指導があったと認識し

ているが、現状ローテーションが良いは間違いないので、日本ライオンズに訴えかけて

みてはどうでしょう。 

・この場で話し合いを続けても、また上から言われたらどうも出来ない。 

 

ＬＣＩＦ委員長 L 瀬戸山より 

 ・継続審議の意見も出ているが、今回の議案でＺＣの選出を今まで通りの方法でして

もらう決議を取ってもらいたい。 

 

ＩＣＴ委員長 L 菊谷より 

 ・ＺＣの選任がガバナーの専権事項を遵守できたのかどうかになると思います。 

・各委員長も含めて、ガバナーの専権事項で全てができたのかどうかを今回守れたか

どうかを検証して、今後不具合があれば変更することが必要かと思います。 

・現実問題全てのゾーンをガバナーが直接一人ひとりを選任するのは無理があると思

う。 

 

議長より 

 ・各ゾーン活動費はどうされてますか？ 

 

鹿児島 R.７Z.ゾーンチェアパーソン L 宮ケ原より 

・一人 2,000 円ずつ頂いてます。 

・ガバナーが沖縄の場合は、＋500 円もしくは＋1,000 円に設定している。 

 

鹿児島 R.１Z.ゾーンチェアパーソン L 脇黒丸より 

・今年は昨年の繰り越しが多く頂いてないが、例年一人 1,000 円ずつ頂いている。 

 

沖縄 R.１Z.ゾーンチェアパーソン L 与那より 

・ゾーン内の会員さんから同じ金額を頂いている。 

 

沖縄 R.２Z.ゾーンチェアパーソン L 伊禮より 

・ゾーン内の会員さんから同じ金額を頂いている。 

沖縄 R.３Z.ゾーンチェアパーソン L 新垣より 

・沖縄は会員数が少ないので、ローテーションが難しい時もあるが、役職に徹するこ

とで、役職に見合う様に成長してくると思います。 

・必ずしもガバナーが直接任命しなくてもゾーンから上がってくる方を任命されれば

宜しいかと思います。 

 

 鹿児島 R.１Z.ゾーンチェアパーソン L 脇黒丸より 



  ・今回の議案は鹿児島Ｒ.内全ＺＣが同意のもと提出している。 

・今期は 60 歳以下のＺＣは鹿児島Ｒ.は山下ＺＣのみですが、今年は上手くいかなか

ったのでしょうか。うまくいっていると思います。 

・是非とも今まで通りのローテーションをお願いします。 

 

 ＳＰＣ・ＦＷＴ委員長 L 窪田より 

・もう２年前から L 川田代は自分でＺＣを任命すると発信していたのが、なぜこの様

な形になってしまったのか分かりません。 

・今回の会議で決定するのは難しいと思いますので、申し送り事項としてするしか、

本日決定できるとは思えません。 

 

 議長より 

  ・では、申し送り事項として決をとります。 

 

 レオ・ＹＣＥ委員長兼キャビネット委員 L 北より 

・申し送り事項に決議は必要ないと思います。 

 

 第一副地区ガバナーL 川田代より 

・L 北がおっしゃった様に決議は如何なものかと思います。 

・今後の決議で L 新里が振り回されない様に、決議ではなくて申し送り事項でお願い

します。 

 

議長より 

  ・では、申し送り事項として残すために決をとります。 

・各ゾーンから推薦された方をガバナーが任命する方法、もしくは、それ以外の方法

でＺＣを任命する方法で採決を取ります。 

・各ゾーンから推薦された方をガバナーが任命する方法が 20 票、対して、それ以外の

方法でＺＣを任命する方法が 6 票となりました。 

・今回の第 4 回のキャビネット会議での議案で、こちらを次年度へ申し送り事項とし

て決定いたします。 

 

キャビネット幹事加藤より 

・どうしても、こちらの会議が 12 時までには終えられませんので、13 時まで延長動

議をお願いします。 

 

議長より 

・キャビネット幹事より延長動議があがりましたが、セカンドされる方いらっしゃい

ますか。 

・セカンド多数との事で 13 時までの延長承認致します。 

 

10．報告事項 

   (1)財務関係        キャビネット会計 L 濱田 徹 

 イ．2021～2022 年度第３四半期会計報告  

       ロ．諸会費納入状況について（納入一覧表）                  

・地区キャビネット会議Ｌ濱田会計より、地区一般会計、特別会計第 3 四半期報告

があった。 

     あと一クラブだけ、会費未納入のクラブにつきましては、私のほうからきちんと管理



をさせていただいて、収入の方はきちんとこちらにのせていきたいと思います。 

  

レオ・YCE 委員長兼キャビネット委員Ｌ北  

・2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催協力金４７５,２００１円返ってき

たにも関わらず、寄附という形で日本ライオンズにとしていらっしゃいますが、ど

のような経緯でこのような寄附になったのでしょうか。また、この時点で皆さんに

説明がなかったと思いますが、その点についていかがでしょうか。 

  

キャビネット会計Ｌ濱田より 

     ・３/１２に行われましたアワード審議委員会の方で、全員揃うことが出来なかった

のですが、皆様にガバナーよりご報告をさせていただいと認識しております。一般財

団法人日本ライオンズが認定基準をもうけて必要だということで、複合地区、すべて

のところが同じような指示を受けているとお聞きしています。 

 

レオ・YCE 委員長 L 北より 

     ・私もアワード審議会に出席しておりましたが、その話については記憶に残ってい

ないのが一点と、MD337 すべて日本ライオンズに寄附をしたのでしょうか。 

 

キャビネット会計 L 濱田より 

     ・はい、そのようにうかがっております。 

 

レオ・YCE 委員長兼キャビネット委員 L 北より 

     ・聞いているとは確認がとれているのでしょうか。 

 

キャビネット会計 L 濱田より 

     ・一般社団法人日本ラインズが、公益認定をとるための基金としていったんあげさ

せてほしいという風にうかがっております。これは、令和 5 年 1 月にその処理が終

了した段階で、戻させていただく予定とお聞きしております。 

 

レオ・YCE 委員長兼キャビネット委員Ｌ北より 

     ・内容についてはよくわかりましたが、皆さんからお預かりしたお金を一時的に勝

手に寄附という形ででていくとメンバーの方も納得しない方も出てくると思うの

で、ぜひ内容については、おってでもかまわないので各クラブの皆さんに通達をな

さってもいかがなものではないでしょうか。 

 

キャビネット会計Ｌ濱田より 

     ・検討させていただきます。 

 

鹿児島Ｒ.リジョン・チェアパーソンＬ生駒より 

     ・今伺ったやり取りですが、日本ライオンズから、処理が終わったらお返しします

という文章をいただいていますか。 

     口約束だけでこれだけ大きい金額が行ったり来たりしているんですか。 

 

議長より 

     ・これについては、３３７複合には D 地区が最後だったのですが、まずこのお金

を受け取られますかと打診があった。もちろん頂きますということで、頂くように

したのですが、その時点で複合の古川議長、不老理事から寄附と書いてはあります



が、財団の引継ぎ資金が必要ということで、お願いがあった。 

     各地区にも確認しましたが、みなさん返金しましたということでした。古川議長か

らも来年の１月には返金しますのでと、再三お願いがあった。ですので事務局に指

示し、振込しました。 

      

レオ・YCE 委員長兼キャビネット委員 L 北より 

     ・お尋ねですが、MD337 だけが協力金を返金したということでしょうか。日本レ

ベルで、皆さん返金をしているということですか。 

 

議長より 

     ・日本全国のすべての地区です。 

 

鹿児島Ｒ.リジョン・チェアパーソンＬ生駒より 

      ・今のガバナーのお話、日本全国とおっしゃられましたが、私の知っているガバナ

ーは、そのお話も聞いてないし、お金も一切供出してないとのお話でした。最低で

も書類の記録が必要。寄附とう言葉が先立ってお金が返ってこなくても誰一人わ

からないというところを改善して頂きたいです。 

  

キャビネット会計 L 濱田より 

      ・寄附と悩んだが、受け取る方もそろえた方がいいだろうという最終判断をさせて

いただいた。ただし、皆さんにちゃんと伝わる方法と御意見を、ガバナーとご相談

して歳出させていただきたい。 

  

レオ・YCE 委員長兼キャビネット委員 L 北 

      ・令和５年の 1 月に返金されるということは、来期処理しなければならないのでき

ちんと処理をしなければならないのでは。 

      皆様からお預かりしているお金、寄附という形であれば帰ってくるという保証が

ない。とても大きいお金なので一旦何かしらの形で、経緯や不老ライオンから依頼

があったという内容の文章を残していただけないでしょうか。来期の処理が煩雑

になったり根拠がないと処理できないのでいつまでに返金する等の文章を残して

いただけないでしょうか。 

  

キャビネット会計 L 濱田 

      ・文章をこちらでつくるより、先方に出して頂いた方がいいと思いますので、打診

をしてみたいと思います。それをご報告させていただきたいと思います 

 

 (2) 運営関係 

    イ．会員増減状況について 

    ロ. 例会出席率状況について 

    ハ．アクティビティ状況について 

    ニ．三献他登録（提供を含む）状況について 

    ホ．LCIF 寄付金について 

    ヘ．第 3 回ガバナー諮問委員会報告 

 (3) 経過報告及び現状報告 

    イ．各リジョンの経過及び現況報告 

 

ガバナーエレクトより 



   昨日はありがとうございました。皆様のご推挙いただきまして、ガバナーエレクト

に就任させていただきました。この 1 年 2 年寿浦元ガバナー、金沢ガバナーの一緒

に行動させていただき、勉強させていただきました。しっかりと皆様をリードでき

る様リーダーとして頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

第二副地区ガバナー L 新里 正雄 

      7 月から第一副地区ガバナーになります。鹿児島 R の方々と共に行動していきた

いと思いますので、ご指導ご支援賜りますようよろしくお願いいたします。 

  

鹿児島 R．RC L 生駒 大志 

     一年間皆様のお力添えいただいたおかげでここまでたどり着きました。いろいろな

問題がありましたが、一つだけ以前今期最年少の L 田名部ガバナーにお話をしてい

ただきました。本人がおっしゃってることと違う理解をされてる方がいらっしゃる

ようなので、後日改めて皆様方に沖縄の方々にも動画を配信できるようにいたしま

す。一年間ありがとうございました。 

     

  ﾛ. 各ゾーンの経過及び現況報告 

  各ＺＣより、ゾーン内の現況及び活動状況、ガバナー諮問委員会等について報告があ

った。 

     ﾊ. 各委員会の経過及び現況報告 

   各委員長より、委員会の現況、及び活動報告があった。    

11．その他 

  第 68 回地区年次大会決議事項について 

  第 68 回複合地区年次大会ご案内 

  第 104 回国際大会ご案内 

12．ライオンズ・ローア 第二副地区ガバナー Ｌ新里 正雄    

       

13．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    加藤 俊作        

 

 議事録署名人  地区ガバナー                印  

  

         鹿児島 R.７Z ZC              印 
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