2017〜2018 年度 第 1 回 335 複合地区 ガバナー協議会 会議要録
◎ 日時および場所

2017 年 7 月 20 日（木）（ホテル日航大阪）
ガバナー協議会

14：00 〜 16：30

懇

16：45 〜 18：45

親

会

司会： 335−B 地区キャビネット幹事
◎ 開会ゴング・挨拶

335 複合地区ガバナー協議会議長

奥本耕三
福田惠太

335−A 地区元地区ガバナー
◎ 担当地区ガバナー挨拶

335 複合地区ガバナー協議会会計

柿原勝彦

335−B 地区ガバナー
◎ 出席者紹介

335−B 地区キャビネット幹事

奥本耕三

◎ 元国際理事挨拶

西川義規

◎ 元国際理事挨拶

亀井良次

◎ 元国際理事挨拶

福井正憲

議事録署名人の選任

335 複合地区ガバナー協議会議長

福田惠太

335−A 地区元地区ガバナー
第 1 回ガバナー協議会会議要録の署名人として、335-D 地区第 1 副地区ガバナーL 小林聰並び
に 335-D 地区キャビネット幹事 L 廣田晃一が選任された。
◎ 議事

1. 議長報告
2. 2016〜2017 年度 335 複合地区会計報告・会計監査報告
3. 2017〜2018 年度複合地区運営費予算案について
4. 各地区ガバナーの抱負
5. 複合地区・全日本 各エリアリーダー・コーディネーター・委員長の抱負
6. 年間協議会開催日、場所について
7. その他
◎ 閉会の言葉

335 複合地区ガバナー協議会副議長

後藤典生

335−C 地区ガバナー
◎ 閉会ゴング

335 複合地区ガバナー協議会議長
335−A 地区元地区ガバナー

福田惠太

議事

1．議長報告
1)

2016〜2017 年度 現・次期ガバナー協議会議長引継ぎ会議報告（別紙 1）
資料に沿い報告された。

2)

2017〜2018 年度第 1 回議長連絡会議報告（別紙 2）
資料に沿い報告された。特記事項は下記の通り。
東京オリンピック・パラリンピックに関し日本ライオンズに委員会が設立される案が出ている。

L 山田實紘、麻生太郎が名誉顧問に入っている。委員長には元国際理事の L 山浦晟暉。
資金は会員ひとりにつき 5,000 円（毎年度 1,000 円ずつ）の負担予定で、総額 5 億円程
度。使途について案が示された。パラリンピック出場を目指す選手への支援（公的援助や
企業支援のない選手を支援。3 年間で約 2 億円）。パラリンピックメダリストに報奨金授与
（6,000 万円〜8,000 万円）。時計台や記念モニュメントに 1 億円。モニュメントについては、
例えば車いすなど実際に役立つものの方が良いのではないかとの意見が出た。

3)

2017〜2018 年度複合地区ガバナー協議会及び委員会組織について（別紙 A）
資料に沿い報告された。

4)

日本ライオンズについて

7 月 12 日に第 1 回定時社員総会が開かれた。新社員の入社に関しては、今期の全現職
ガバナー35 名、前期の協議会議長 8 名、現職ガバナーを除く今期の協議会議長 3 名、
任期 2 年目の監事 4 名、国際理事 2 名、国際理事会アポインティ（L 山田實紘）、LCIF
理事 2 名が就任。総計 55 名での新社員となった。理事長に山田正昭協議会代表世話
人が就任。

5)

第 100 回国際大会（シカゴ）報告
若干の国際会則の変更、国際理事に立候補した候補の全員が就任。

2． 2016 年〜2017 年度会計報告・会計監査報告（別紙 3）
資料に沿い前年度ガバナー協議会会計 L 川野浩史、前年度複合地区会計監査委員 L 中村
猛により報告がなされ、承認された。

3． 2017〜2018 年度複合地区運営費予算案について（別紙 4）
資料に沿い本年度会計 L 柿原勝彦により報告がなされ、承認された。

4． 各地区ガバナーの抱負
各地区ガバナーより以下の通り、抱負が述べられた。

1)

335−A 地区ガバナー（L 藤田文基）
100 年の歴史を検証し、過去に敬意を払い、次の 100 年に向けて構築していきたい。テー
マを初志、キーワードをゴー・フォー・イット、ネバー・ギブアップとした。

2)

335−B 地区ガバナー（L 柿原勝彦）
新しい世紀を目指し、アガワル国際会長の言う「ウィーの力、アクションの力、サービスの
力」で、会員増強に努めていきたい。原点回帰をした上で頑張っていきたい。

3)

335−C 地区ガバナー（L 後藤典生）
かつて 7,500 人いたメンバーが 3,952 人となってしまった。緊急事態だと思っている。会員
増強ファーストで行きたい。外から見て入りたいと思えるようなメンバーの集団にし、活動を
し、宣伝をしてほしいと依頼している。ライオンのバッジに誇りに思えるようにしたい。

4)

335−D 地区ガバナー（L 小林寛）
マイナス 90 名、マイナス 3 クラブの大変厳しい発足となった。過去の行為の結果と受け止
めているが、ピンチをチャンスと捉え、真剣にクラブのことを振り返るチャンスとしたい。
地区の運営理念として、①楽しいクラブライフを創造し、より心豊かな人生を送りたい！
②ライオンズクラブのステータスとプライドを保ちたい！ ③意義あるアクティビティを通じよ
り多くを郷土に貢献したい！の 3 つを掲げた。その理念を達成するための目標として「より
魅力あるライオンズクラブへ！」をテーマとし、方法として「やってみましょうや！」のスロー
ガンを掲げた。

5．複合地区・全日本 各エリアリーダー・コーディネーター・委員長の抱負
1)

GLT エリアリーダー（L 城阪勝喜）
今期のガバナーは理論家の 4 名となり、時代がガバナーを選んだと思っている。 We

Serve というライオンズの原点をもう一度見出してほしい。GLT エリアリーダーとして次世
代リーダー育成に取り組み、地区・複合・全日本でそれぞれセミナーを開催し、1 年を通し
て励みたい。

2)

GST エリアリーダー（L 中村 猛）
GST 西日本のエリアリーダーを拝命した。GST は魅力ある社会奉仕活動を行い、100 周
年を迎えた今、原点に戻って行っていく。社会の変化に従って、現状に合わない奉仕活
動は刷新していく必要がある。具体的な取り組みを今後発表させていただく所存である。

3)

FWT エリアリーダー（L 髙橋かず子）
他のエリアリーダーともに全国展開で会員増強に努めていきたい。

4)

ライオン誌日本語版委員（L 神﨑 守）
ライオンズは正義である。間違いを直していく自浄作用がなければいけないと思っているの
で、ご協力をお願いする。

5)

国際理事候補者選挙管理委員（L 奥村啓二）

8 月 1 日に第 1 回の会合を開く。

6)

複合地区会計監査委員（L 大村哲郎）
限りある予算であるが MD335 の活性化のために使っていただきたい。

7)

会則委員長（L 三宮秀介）
日本ライオンズの定款の整備が必要ではないかと思っている。

8)

国際関係委員長（L 江草長史）
台南での OSEAL フォーラム、ラスベガスの国際大会に多く来ていただけるよう尽力したい。

9)

FWT コーディネーター（正）（L 笹部美千代）
女性のクラブ支部作りを活動目標に掲げていく。会員増強を GLT、GMT、GST と連携し
て行いたい。

10) GLT コーディネーター（L 川野浩史）
8 複合の中でも 3 本の指に入るように頑張りたい。
11) GMT コーディネーター（L 児玉保次）
1,875 名＋αの増員を目指して頑張りたい。ただ、地区ガバナーと各クラブ会長の意欲が
マッチングしなければうまく行かないと考える。数を目指すのも大切だが、入りたいクラブを
作る方が先決ではないかと考えている。

12) GST コーディネーター（L 団 英男）
8 月 2 日に全日本レベルでの説明がある。その後で、今期の目標や方針を各地区のコー
ディネーターと検討していく。1 年間ご協力をお願いする。

13) LCIF コーディネーター（L 北畑英樹）
「ウィーの力、アクションの力、サービスの力」と国際会長は言っているが、その前提として
資金が必要。LCIF でお金を集め、交付金として皆様に還元し、たくさんの奉仕活動がで
きるようにしていきたい。複合としては、全クラブに LCIF に参加してもらうことと、一人につ
き 100 ドルをお願いしたい。しつこい電話をすると思うが、ご協力をお願いする。

14) FWT コーディネーター（副）（L 田路加代子）
会員増強に 1 年間努めていきたい。

15) 薬物乱用防止委員長（L 永田賢治）
昨年から引き続き委員長職も 2 年目となる。原点に戻り、前向きに考えて、よりいっそう充
実した活動となるよう頑張っていきたい。

16) 複合地区会計監査委員（L 森井士朗）
どうぞよろしく御願いします。

17) 環境保全委員長（L 小暮敏郎）
2 年連続で委員長を務める。頑張っていきたい。

18) 献血・視聴覚委員長（L 高野文男）
視聴覚に対する奉仕がライオンズの原点だと思っている。アイバンクはライオンズが主導
権を握って設立した。盲導犬の育成は年間 10 頭が限度であり、費用は 4,000〜5,000
万円くらいかかってしまう。一方で、アイバンクへの登録は簡単にできる。ぜひ登録してくだ
さるようお願いする。

19) ライオンズクエスト委員長（L 足達靖彦）
3 年連続で委員長を務める。クエストはメンバー外の人達を対象とした委員会。公立の学
校では教育委員会を通して、私学では学事課もしくは文教課の傘下にある学校等の教師
関係を通して、第三者的にライオンズクエストを普及させていく。335 複合はいつも全日本
トップの成績を挙げている。今期も 4 名の委員とともに頑張っていきたい。

20) MC・IT 委員長（L 中村房雄）
4 名の委員とともに努めていく。PR・IT 委員会から名称が変更となったのは、グローバル
な観点から戦略的な意味を込めてマーケティング・情報伝達と名称変更されたと理解し
ている。平和ポスターコンテストがもう動き出している。335 複合では例年 7 万ほどの応募
がある。11 月末が複合の締め切りとなる。

21) アラート委員長（L 坂本惠市）
北九州で豪雨災害が起こっている。明日から現地に入り、335 複合地区としてできる支援
を模索していきたいと思っている。2 年前に締結した関西広域連合との協定に応えられる
ような緊急災害支援を可能にしていきたい。

22) 第 64 回年次大会委員長（L 藤本泰雄）
5 月 20 日に神戸ポートピアホテルで開催したい。成功に向けて頑張りたい。
23) 会計監査委員（L 辻 一夫）
監査料の予算化に感謝申し上げる。一層きめ細やかな監査を行っていきたい。

24) ガバナー協議会事務局管理委員長（L 山本 勲）
春からしばらく真下事務局員一人だったが、5 月 15 日から岡本事務局員が入局して 2 人
体制となったことをご報告する。

6．年間協議会開催日時、場所について
第 2 回 2017 年 11 月 2 日（木）

14：00〜16：30

ホテル日航姫路

第 3 回 2018 年 2 月 2 日（金）

14：00〜16：30

リーガロイヤルホテル京都 （C 地区）

第 4 回 2018 年 5 月 20 日（日）

午前中

神戸ポートピアホテル

※第 2 回・第 3 回には、複合地区委員・地区コーディネーターは出席しない

7．その他
CAC 会則地域副委員長からの文書が資料（5）のとおり紹介された。

（D 地区）
（A 地区）

