
2021～2022 年度  

キャビネット会議(特別会議)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６月 1５日(水)  １4：００～１５:３０ 

 【場 所】 国際交流センター 

            

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．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 

４．出席者紹介 

  出席者名簿により、確認 オブザーバーとして第二副地区ガバナー予定者 L 宇都 要

一 

５．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 R８.Z ZC L 叶 隆典が指名された。  

７．地区ガバナーあいさつ         

（趣旨）皆様のおかげで地区年次大会が 3 年ぶりに鹿屋で無事行われ、とても感動いた

しており、翌日キャビネット会議が行われて、ほっとしておりましたが、特別会議の

招集の案内が届きました。会議の出欠を取りましたところ、過半数を超えまして開催

をしてほしいとの声で、本日を迎えました。たくさんの声があると思いますが、ロバ

ート議事録に則り、人に誹謗中傷や攻撃のないようにライオンズらしい会議を進めて

いきたいと思います。是非いいご意見で３３７－D 地区をつくっていけるようにご

意見をお待ちしております。よろしくお願いいたします。 

８．審議事項 

議案(１) 第二副地区ガバナーと RC 兼任の件 

元地区ガバナー・地区年次大会委員長 L 鬼塚より、「第二副地区ガバナーと RC 兼任 

の件」についての説明があった。 

議長 

  ・今回二つの議案が提案されている。今までは、第二副地区ガバナーと RC を兼務し

ておりましたが、今回はなぜ他の方が RC になったのかということですが、今回は

規約として盛り込むことは不可能だと思います。今回はまず皆様の御意見とお聞き

し、L 川田代ガバナーエレクトにご意見をお聞きしたいと思います。 

鹿児島 R.４Z ZC L 西山 善友 

  ・この 10 年間をみれば、第二副地区ガバナーが RC を兼任している。そこでなぜ立

候補して皆さんから推薦された L 宇都がここにはいらないのか、今日は L 川田代

ガバナーエレクトにお聞きしたいと強く願っており、皆さんが納得するようにお願



いしたい。この場で議案の議決をできないでしょうか。この特別会議のあとは、我々

が出る幕がございませんのでぜひお願いしたいと思います。 

L 川田代ガバナーエレクト 

  ・沖縄 R も巻き込み申し訳ないが、私の年度は友好を戻していきたい。 

・しっかりと規約については見てきたつもりです。私もこのような事は、初めてです

し、特別会議も初めてです。 

・二年間研修をしていく中で、とても厳しい研修でした。金沢ガバナーが動いてらっ

しゃる時に次期が動いてはいけない、迷惑をかけてはいけないと思い節度を持って

動いてきました。年があけたら、2 月には研修も始まるので、1 月には地区役委員を

決めなきゃいけない、皆様に相談をする時間もない。今はライオンズが変わる時。

私としても苦しんでおり、今まではよかったが、これからは変わっていく時期です。        

・今日も日本レベル社員総会があり、金沢ガバナーと私、本来は行かないといけない。

特別会議は、私の予定も聞かず開催させることになり、急いでここに走り込んでき

ました。私は後輩が上に立つときは、先輩方がサポートしてくれると信じてきまし

た。 

・まずＺＣです。会則標準版、地区会則 2021-2022 版７項ＲＣ，ＺＣの資格について 

    まずＲＺ．ＺＣは下記の条件を満たさなければならない。 

    A,それぞれのリジョンまたはゾーンのグッドスタンディングの正会員である。 

     B.地区ガバナーとして前期又は半期の期間を務めた経験がない。 

 C.ゾーン及びリジョン・チェアパーソンとして、その役職を務められるのは通算で 

三年までである。 

  ・第二副地区ガバナーがＲＣを兼任するとは一言も書いてない。これ憲法です。これ

を決めてくれということがナンセンスです。 

L 宇都にお電話をして、第二副地区ガバナーと RC と兼任今は研修が多いので負担

が多い。両方をお 1 人の方がしないといけないという決まりはないので、別々の方

にやって頂いた方がいいのでは、とお願いしました。 

L 西山 

  ・RC が忙しいというのはわかりますが、この 10 年間は兼務していたので、なぜ外し

たのか、どうして鹿児島 R.４Z から選挙に出た人を RC にしたのか、その点につい

て理解ができる説明がほしい。 

L 川田代ガバナーエレクト 

  ・私の感覚でそれがいいと思ったからです。L 宇都第二副地区ガバナーと RC とわけ

て指名したかというと、その方の人間性を存じ上げていたからです。すごくこの方

はできる方なので、お任せできると思ったからです。 

L 鬼塚 

  ・熱意は理解します。会議にふすべきです。会議なくして、このような行動を起こす

ことは、誤解が生じてくる。なので、会議でというものを大事にしていただきたい。 

L 川田代ガバナーエレクト 



  ・ありがとうございます。心に免じておきます。 

L 吉水 

  ・キャビネット会議に議案がでていれば、理解はするのですが、今のところは行き過

ぎた気がします。 

L 吉村 

  ・L 川田代エレクトより、第二副地区ガバナーと RC 分けることに、L 金沢ガバナー

に相談があったのでしょうか。 

L 金沢ガバナー 

  ・それについてはありませんでした。 

L 吉村 

  ・それと、第二副地区ガバナーL 宇都は、どのような報告で、RC をできないとご報

告をうけたのでしょうか。 

L 宇都 

  ・元ガバナーの皆様より、第二副地区ガバナーは RC を兼務するとお聞きしておりま

した。RC 任命の件はお電話にて、伝えられました。私は、ここで最高決議を取って

ほしいと思います。私としては、承服できないので、従来通りいつでも RC を兼任す

るつもりです。 

L 脇黒丸 

  ・RC に関しては、いいしきたりができていると思っていました。だからこそ、みん

なに分かりやすく、不満が出ないためにも話し合いをしていった方がいいと思う。本

当に L 川田代ガバナーエレクトがお 1 人で考えたのか不信感があります。 

L 宮ケ原 

 ・個人的には納得いかない。L 川田代ガバナーエレクトが 1 人歩きしているようです。 

  本日の出席も、欠席の方がいらっしゃいます。なぜ欠席をされたのか疑問に思ってい

るところです。 

 

議長 

 ・お時間もないので、次の議案の後で、まとめて L 川田代ガバナーエレクトにお答えい

ただきたいと思います。 

(２) 2022‐2023 年 ZC 選任方法の件  

・元地区ガバナー・地区年次大会委員長 L 鬼塚より、「ZC 選任方法の件」について旨 

の説明があった。 

議長 

・選任方法は、第 4 回キャビネット会議で決定しております。申し送り事項ではありま

すが、ZC はガバナーがゾーンで指名した方がなると決まりました。ここで問題にな

るのが、会長をして理事会メンバーを二年以上していない方が 2 名いるということ。  

L 木野田 

  ・L 宇都が忙しくってご自身で出来ないというのなら、わかるが、L 宇都ができる、や



りたいと言っておっしゃっているので、もう一度ご検討いただきたい。５Z 次期 ZC 決

まっておりますけど、若手をと川田代ガバナーエレクトのご指名で決まり、会長経験が

ないので、いかがされるのか。 

 L 川田代ガバナーエレクト 

  ・会長経験がなければなれないという項目はございません。 

 L 吉村 

  ・第７項、RC または ZC に就任するまでに、ライオンズクラブ会長の任期を満了する

か、過半期務め、ライオンズクラブ理事会メンバーを更に 2 年以上務めたと記載があ

る。 

 L 川田代ガバナーエレクト 

  ・「ライオンズ国際協会標準版地区会則及び付則 2020-2021」これを確認して任命させ

ておりますし、実際もう週間後には執行部が動き出すので理解してほしです。 

 L 山下 

  ・今の会則には書いてあるのですが、2 年以上務めないといけないとあるが、地区にお

いては、増やすことも減らすこともできる。 

議長 

  ・第 7 項の下のところに、地区は資格要件に変更を加え、本項に記載させているものよ

りも要件を増やす、または減らすことができると書いてある。ただ現在は変えていな

い。キャビネット会議で変更することはできる。今は L 川田代ガバナーエレクトが変

えることしか出来ないです。来期は、会則変更は年次大会、キャビネット会議でしか

変えられない。我々が持っている会則はホームページからなので、一番新しい。会則

は、2022 年度 7 月 1 日の発行をすると書いてある。 

 L 宮之原 

   ・どこのゾーンが会長経験ないのでしょうか。 

 議長 

   ・鹿児島 R.2Z、６Z です。ガバナーエレクトの資料には、会長経験など載ってなか

ったと。 

 L 川田代ガバナーエレクト 

   ・これを基準にさせていただきました。（自身の手持ち資料を見せる。 

会則及び付則標準版地区会則及び付則 2021-2022 年度版 付則 第 2 条 第７項ＲＣ・

ＺＣの資格 

    ＲＺ及びＺＣは下記条件を満たさなければならない。 

    (a)それぞれのリジョン又はゾーンのグッドスタンディングの正会員であり、 

     (b)地区ガバナーとして全期または半期の期間務めた経験がない。 

 (c)ゾーンおよびリジョン・チェアパーソンとしてその役職を務められるのは、通算

で３年までである。） 

 L 山下 

   ・ZC に関しては、第 4 回キャビネット会議である程度まとまって、承認された形が



とられていたと思う。20 票対 6 票でゾーンから指名された方を任命することで落ち

着かせたはずです。ガバナーが任命できないのは、第一副地区ガバナーと第二副地区

ガバナー、それ以外は任命できる。お願いとして ZC の各ゾーンが指名し、ガバナー    

が任命するのが理想。来期は、地区でサポートしていけば多分通せると思います。今

更どうにもならないと思う。皆さんが協力してやらないともう時間もないのでぜひ再

来期はその形をとってもらった方がいいと思う。こういう事例は、過去に残していっ

た方がいいと思う。 

 L 新山 

   ・L 川田代ガバナーエレクトが冒頭で、私は規約を守るとおっしゃっておりましたの

で、規約違反や、国際協会に通るのかきちんと確認して、有効な規約はなんなのか、

それに応じて必要ならば改定をとご提案です。 

   リジョンを置くも置かないもガバナーの宣言事項です。ですが、やはり会議を通して

決めていただきたかった。 

 Ｌ瀬戸山 

   ・選挙で争った相手がＲＣに指名の仕方が納得いかない。第二副地区ガバナーがＲＣ

も兼任していただいて、わだかまりが残らないようにしていただきたい。 

 Ｌ新里 

   ・過去の先輩たちが築いてきた第二副地区ガバナーとＲＣの兼任を大切にすること。

Ｌ宇都にＲＣを兼任して、二年間勉強をする機会が大事だと思う。 

Ｌ宇都 

  ・L 川田代ガバナーエレクトを支える覚悟でおりました。先日の三役スクールにおか

れましても、何も情報を頂けませんでしたので、これからは執行部の一員として情報

をいただきたいとお願いしたい。   

 Ｌ川田代ガバナーエレクト 

・次期は始まるところです。これから、変えることもできませんしこの形でやらせて 

いただこうと思います。だた、皆さんからご指示・ご教示いただいたことを胸に 7 月 

から頑張っていこうと思います。 

議長 

   ・まとめますと、第二副地区ガバナー兼任させていただきたい。ＺＣに関しては、国

際協会の規約に則り、ＲＣ・ＺＣの資格を変更したい時は、キャビネット会議にて議

案を出して、半数以上の出席、三分の二の賛成を得ることにより内規を作成・変更す

ることが出来る。会則を変更するには、地区年次大会で提案をし、三分の二の代議員

の賛成で得ることが出来れば変えられる。もうスタートしているので変えることはで

きない。Ｌ新里ガバナーになるときに変えることしかできない。 

  

8．その他 

L 新山 

   ・複合の構成員について、ガバナーエレクトに質問があった。 



L 川田代ガバナーエレクト  

   ・その件については、次期幹事予定者より理解されているとお聞きしております。 

L 新山 

   ・理解できてないので、きっちり説明をお願いいたします。 

L 川田代ガバナーエレクト  

   ・検討させていただきます。 

 

1０．ライオンズ・ローア 第一副地区ガバナー予定者 Ｌ新里 正雄  

         

14．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.８Z ZC                 印  
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