2017〜2018 年度 第 3 回 335 複合地区 ガバナー協議会

会議要録

◎ 日時および場所 2018 年 2 月 2 日（金）
（リーガロイヤルホテル京都）
ガバナー協議会 14：00〜16：30
懇親会

16：45〜18：45

司会：

335−C 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

◎ 担当地区ガバナー挨拶

335 複合地区ガバナー協議会副議長

澤田道男
福田惠太
後藤典生

335−C 地区ガバナー
◎ 出席者紹介

335−C 地区キャビネット幹事

澤田道男

◎ 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

第 3 回ガバナー協議会会議要録の署名人として、335-A 地区第 1 副地区ガバナーL 堀口清隆
および 335-A 地区キャビネット幹事 L 山本勲が選任された。
◎ 議事

1. 議長報告
2. 各地区ガバナー報告
3. 複合地区・全日本 各委員会報告
4. 会計監査報告
◎ 閉会の言葉

335 複合地区ガバナー協議会副議長

藤田文基

◎ 閉会ゴング

335 複合地区ガバナー協議会議長

福田惠太

議事

1. 議長報告
(1) 8 複合地区ガバナー協議会議長連絡会議報告
別紙 1 に沿い報告された。特記事項は下記の通り。
● 第 6 回ガバナー協議会議長連絡会議にて、ガバナー協議会議長職については、現職ガ
バナーは地区の運営に専念すべきであり、議長との兼任は無理と意見が一致した。
● 国際協会の通達により、国際理事ローテーションシステムが廃止となる。MD333、

MD336 では候補者が決定済みで、続く MD335 でも選定が進んでいることから、ミ
ラノ国際大会まではローテーション制を維持するよう議長連絡会議から申し入れる。

(2) 一般社団法人日本ライオンズ理事会報告
別紙 2 に沿い報告された。特記事項は下記の通り。
第 1 号議案の東京オリンピック・パラリンピック協力支援については、パラリンピッ
クに選抜される寸前の選手に対して 50〜100 万円を補助することが決定済み。これに
加え、残る 3 案について各地区でご検討いただき、是非の意見、および別途提案があれ
ば、3 月末までに複合地区案として提出することになっている。

(3) オリンピック・パラリンピックについて
別紙 3 に沿い報告された。

(4) 万国博覧会誘致について
2025 年に向けた大阪万国博覧会誘致推進議員連盟から応援署名の要望が来ており、各地
区・クラブに署名用紙が送付される予定。近畿の活性化に繋がるのでご協力いただきたい。

2. 各地区ガバナー報告
各地区ガバナーより地区運営、会員数などについて報告された。

A 地区ガバナー 藤田文基
不注意で病気を患い皆様には大変御迷惑をかけて申し訳ない。会員数は 12 月現在 2,017 名
で期首より 19 名増。国際会長より A 地区は 200 名の増強を要請されているので頑張って
いく。LCIF は 131,748 ドルの献金があった。約 80％のクラブが献金しており、100％を
目指している。ライオンズクラブ 100 周年の年に当たっては各クラブから百数名、記念ア
クティビティの報告を出していただき、地区年次大会にてアクティビティの展示会と上位
アクティビティの発表、100 周年アワードの贈呈を考えている。

B 地区ガバナー 柿原勝彦
地区ガバナー就任時に、①会員獲得 1,000 名、②LCIF の理解と協力、③少人数クラブの支

援・基盤強化、④アラートチームの組織の強化、以上の 4 つをお願いした。
会員増強は 1 月末で正会員 5,011 名、家族会員 1,484 名の合計 6,495 名。1 月は入会者 87
名、退会者 29 名で、1 月だけで純増が 58 名となり、7 月〜1 月の合計で 138 名の純増を達
成した。アガワル国際会長公式訪問の際に増強目標 700 名として署名し、その後、国際会長
から進捗を確認するメールを受け取っている。女性会員を増やしたい。
会則研究会を開催した。12 月 8 日、ホテル日航大阪に各クラブの会長・事務局員 400 数名
を集め、仕組みを説明した。会則の説明会も実施することとなり、昨日、組織編成について
の委員を選任した。議長に対して説明に行く。

C 地区ガバナー 後藤典生
第 2 副地区ガバナー就任時に「私などがガバナーになれるのか」と思ったが、今でも同じ気
持ちである。エリアリーダーの役職についても認識しておらず、ライオンズの知識が足りて
いなかった。毎年続けてきた 1,000 ドル献金の意味もよく理解せず、献金するとバッジが贈
られるとのみ認識していた。だが、
「わかっていないからこそ良いのだ」とも言っていただ
けた。そして同期に良いガバナー仲間に恵まれた。知識は不足しているが、ライオンズクラ
ブを愛する心意気だけは負けない。これから半年も引き続き一生懸命頑張っていきたい。

D 地区ガバナー 小林 寛
会員増強は、1 月末現在で入会者 96 名、退会者 85 名で純増 11 名。家族会員を含めたメ
ンバーは 1,964 名である。昨年度の退会者が多かったため、その会員減を補填できれば充
分だとも思うが、皆さんが頑張ってくれているので増強を見込めるとも思う。
地区誌「ふれあい」のほかに瓦版を出しており、第 5 号がまもなく発行となる。これは地
区メンバー、キャビネット、複合との情報共有が出来ていないという反省から生まれた。
魅力あるクラブにすれば退会者は減り、新会員も入会しやすくなる。人の品性を高め、品
格あるアクティビティをしようと本音で話をしてきた。その結果、クラブ支部が最近でき
た。また、まもなく新クラブあるいはクラブ支部も結成予定である。
何かやろうとすると必ず賛成半分、反対半分となる。反対者は、慣例へのこだわりや詳細
な現状の認識不足から反対している。声は反対者の方が大きいが、声なき声は我々の求め
る熱意あるメンバーにある。痛感するのは、リーダーの勉強不足と、そのリーダーを指導
すべき年配者の勉強不足である。後半、課せられた仕事に対し頑張っていきたい。

3.

複合地区各コーディネーター、委員会委員長、全日本レベル各委員会委員の報告

① GST 西日本エリアリーダー（L 中村 猛）
別紙 4 に沿い報告された。特記事項は下記の通り。
昨年 100 周年を迎え、伝統のある奉仕活動も見直していこう、全国レベルでテーマを統
一した奉仕活動を確立しようと、GAT の一つして GST が組織された。
全国レベルの奉仕活動として第一に糖尿病予防啓発を掲げている。世界で糖尿病患者が

急増し、合併症による窮状が増えている。昨年度国際会長の子息も 20 代で亡くなった。
日本糖尿病協会との連携のもと、ライオンズは診断・治療などの専門分野から離れた市
民向けの啓発運動を行っていく。まずライオンズ会員 12 万人が学んでいくことが大切。
市民向けのセミナーには協会から講師を派遣する。冊子を試作中であり、完成版を全国
のクラブに配布予定する。糖尿病弁当を試作し、レシピを各クラブにお渡しする予定。

11 月 14 日の世界糖尿病デーに向けライオンズもポスター等を作成し、糖尿病ウィーク
として活動する案も出ている。
② GLT 日本エリアリーダー（L 城阪勝喜）
別紙 5 に沿い報告された。特記事項は下記の通り。

2 月 4 日、5 日に第 1 副地区ガバナーを対象に GDE エリア研修を行う。第 1 副地区ガ
バナーには既にウェブ上での個別研修、MD コーディネーターが講師となる複合地区研
修を履修していただいており、今回は来期の目標を決めていただくため、この全日本エ
リア研修にご参加いただく。
国際協会は 2020 年までにライオンズの奉仕の受益者を 2 億人とする目標を掲げてい
る。今は 7000〜8000 万人で、この約 3 倍が最終目標である。そのために GAT に新し
く GST を作った。従来からある GLT、GMT、FWT、LCIF と一致団結した組織の構
築に向けて取り組みを続けている。
第 1 副地区ガバナー各位には、各クラブに委員会名称変更につきご指導をお願いする。
③ FWT 西日本エリアリーダー（L 髙橋かず子）
別紙 6 に沿い報告された。
④ ライオン誌日本語版委員（L 神﨑 守）
経費節約と小さい委員会を目指している。たとえば、各地にいる写真撮影の上手な方に
活躍していただき、原稿作成も現地に依頼すれば、取材・撮影のため東京から各地に職
員を派遣せずに済む。限られた人数でできるだけ素晴らしいものを作っていきたく、そ
のために各地区の会員に積極的にご協力いただきたい。
本年 1 月からライオン誌ウェブ版を発行している。ウェブ版は毎月、紙媒体は隔月発行
である。ウェブ版の閲覧に苦手意識を持つ方もいるが、周りに助けてもらいながらでも、
一人でも多くの人たちに見ていただきたいと願う。これまでのライオン誌の内容は報告
が多く、少し退屈なところもあるが、読まれる内容にするため努力していきたい。
⑤ GST コーディネーター（L 団英男欠席につき代理 L 森井士朗）
別紙 7 に沿い報告された。
出来たばかりなので、メンバー各位に GST がどういうものか理解していただくのに時
間がかかっているが、
「ウィサーブ」が GST の発端だと思っている。

⑥ GLT コーディネーター（L 川野浩史）
別紙 8 に沿い報告された。特記事項は下記の通り。

2 月 19 日に複合地区次世代リーダーシップセミナーを開催する。
ご協力をお願いする。
⑦ GMT コーディネーター（L 児玉保次）
別紙 9 に沿い報告された。特記事項は下記の通り。

335 複合は純増が全国一位である。準地区でも C 地区が全国 1 位、B 地区が全国 2 位
である。地区ガバナーのリーダシップによるところが大きい。地区ガバナーと地区の委
員会、コーディネーターが一体となると成果が得られると思う。お礼を申し上げる。
⑧ FWT コーディネーター（L 笹部美千代）
今期は支部作りを重点目標として活動している。A 地区 2 支部、B 地区 4 支部、C 地区

3 支部、D 地区 2 支部と聞いている。プラスワンの支部作り、並びに女性会員・家族会
員の増強をお願いする。小児ガン啓発活動としてヘアドネーションと協賛美容室を増や
す活動を行っている。複合の真下事務局員が 12 月に複合地区で 2 人目の提供者として
ヘアドネーションに参加している。
⑨ LCIF コーディネーター（L 北畑英樹）
上半期、目標に対する達成率は、A 地区が 66.5％、B 地区が 74.0％、C 地区が 91.1％、

D 地区が 69.8％であった。
A 地区は一人当たりの献金額が全国平均値を下回っている。
B 地区は、334-A 地区に次いで 2 位と健闘しており、昨年度に一人の高額献金者がい
C 地区は全国で 4 位、
たためハードルが上がっているが引き続きご協力をお願いする。
一人当たりでも 5 位である。更なるご尽力を期待する。D 地区は一人当たりの平均は
ほぼ全国平均だが、ガバナーが一人当たり 100 ドルの目標を出しているのだから、こ
の達成率に甘んじず後半戦で一層のご貢献をお願いする。
⑩ 会則委員長（L 三宮秀介）
別紙 10 に沿い報告された。特記事項は下記の通り。
一般社団法人日本ライオンズ定款と複合地区会則との整合性については、335 複合地区
内では A・D 地区と B・C 地区で意見が分かれている。組織図上では日本ライオンズ社
員総会の横に 8 複合議長連絡会があり、中心が社員総会となってしまっている。2 つの
類似組織が並行して存在するのは正常とは言えず、社団法人ができて 2 年目になのに
この問題が手付かずなのは問題であると委員長連絡会議では認識している。
アラート委員会に関し日本全体での指針を作成すべきとの意見が出ている。
国際理事ローテーションの廃止には良い面もあるが、会員数が多い準地区が主流にな
ってしまう、選挙活動の費用が増加する等の意見が出ている。

⑪ 国際関係委員長（L 江草長史）
別紙 11 に沿い報告された。特記事項は下記の通り。
ラスベガス国際大会は、
パレードを除く全行事が MGM というホテルで行われる予定。
巨大なホテルであり、場所によってはホテル内を 20 分くらい歩く必要がある。場所を
間違えないようにご留意いただきたい。普通登録料の日本円は 23,000 円の予定。
パレードは 6 月 30 日午前 8 時 30 分にスタート。集合は 8 時 30 分の予定だが、日本の
出発時刻は 10 時 30 分くらいと予想している。
ユニフォームは決定済み。3 月末に各クラブに申込用紙が送られ、5 月末〜6 月頭に各
位の元にユニフォームが配達される予定。法被の下の服装は例年通りで、白またはベー
ジュのポロシャツ、T シャツ、ワイシャツ等に、白またはベージュの長ズボン、スカー
ト等。靴も白またはベージュとする。
各地区ガバナー晩餐会は物価の関係で登録料は例年より高くなっており、18,000 円〜

20,000 円になる見込み。
⑫ 薬物乱用防止委員長（L 永田賢司）
別紙 12 に沿い報告された。特記事項は下記の通り。
昨年度に引き続き今年度も薬物乱用防止フォーラムを開催する。特別講演には、
「薬物
使用は 1 回でもダメ」を納得させる内容として、薬物が体内にどのような影響を残すのか

をわかりやすく話していただける先生を探している。
⑬ 環境保全委員長（L 小暮敏郎）
別紙 13 に沿い報告された。
⑭ 献血・視聴覚委員会（L 高野文男）
別紙 14 に沿い報告された。特記事項は下記の通り。
私のクラブでも神戸市役所ロビーにて献血活動を行っており、市長にも献血していただ
いた。市役所で献血アクティビティを行うと館内アナウンスをしてもらえて、職員の方
からも献血にご協力いただける。
⑮ ライオンズクエスト委員長（L 足達靖彦）
別紙 15 に沿い報告された。特記事項は下記の通り。

C 地区を除き今年度のワークショップは終了している。335 複合地区の実績は順調に推
移している。

LCIF の 4 大交付金の中で、日本では LQ が 30％を占めている。日本では年間 100 強
のワークショップが開催される。しかし、費用の全額を LCIF の交付金で賄えるわけで
はなく、交付が認められるのは年間 15 件程度である。

各地区の担当ライオンが申請内容を把握した上で申請しているか、交付金を支給された
のちに報告をきちんと上げているか、また、それをメンバーが行っているのかについて
疑問があるという指摘があった。前年度も 8 月の夏休みにワークショップが終了した
後、交付・申請について細かな質問を受けている。昨年度は 2 月〜3 月になるまで交付
されなかった。費用を支払った後で交付されることになる。準地区で別紙の①〜⑩をし
っかりと押さえた上で LCIF に申請を出し、また、その後報告をきちんと行うことで交
付金がおりやすくなる。
ここには「その他の意見の交換」としては 6 項目が記載されているが、去年、交付金を
申請した地区を対象に会合の案内があり、12 月 19 日に 19 地区が集まった。そこで①
〜⑩がまとめられた。その他意見の交換としては 29 項目が上がり、その中で特に意見
が多かったものとして 6 項目を抜粋している。LCIF の交付金受給にはこのような制約
が発生する。今後、LQ 担当メンバーには難しい部分が課せられる傾向にある。

D 地区ガバナーL 小林 寛：JIYD に任せきりと言うより、JIYD が取りこんでしまっ
てオープンにしないのが問題。難しい書類があるので雛形を準備してもらうことでスム
ーズに取り組める。また日本では 100 ドルをかけても参加者一人しか賄えないのが大
きな問題であり、その点をクリアすればもっと伸びるはず。

L 足達靖彦：申請や報告の手続きは難しく、ライオンズメンバーの中で教育関係の方は
ほとんどおらず慣れていない。そこを補完しているのが JIYD である。JIYD は LCIF
の指定を受けて日本で NPO 法人として活動しているのであり、JIYD に不具合の全責
任があるわけではない。中教審で決定された教科書は何十万部も作成・印刷するが、

JIYD の用意する教材のロットは 3,000 部程度であり、単価が高くなってしまうことは
理解しておく必要がある。

⑯ YCE・レオ委員長（L 吉田宏）
別紙 16 に沿い報告された。
⑰ MC・IT 委員長（L 中村房雄）
別紙 17 に沿い報告された。
⑱ アラート委員長（L 坂本惠市）
別紙 18 に沿い報告された。特記事項は下記の通り。
今期は、関西広域連合との災害協定に沿ってしっかり対応できる体制作りを急務として
いる。災害はいつ起こるかわからない。アラートチームを組織しネットワークで結ぶこ
とで、不慮の広域災害に際し迅速・的確に対応できる複合地区の体制を築く必要がある。
アラートへの理解には各地区での温度差が大きい。各地区でアラートに関するアンケー
トを実施し、現状をまず把握することから始め、理解のレベルを引き上げていきたい。

緊急支援をクラブが行うためには、アラート準備基金をクラブ内で用意する必要がある
ことを理解してもらうようお願いしている。平時から地元の行政や社会福祉協議会との
連携を密にする重要性の意識付けをしていただいている。

C 地区報告の冒頭にある通り「お金を集めて送れば良い」という旧来の奉仕に疑問を持
つ若いメンバーが水面下に相当数いる。そういう若いメンバーの受け皿としてアラート
チームを機能させるのも良いアイデアではないだろうか。
ライオンズの高位役職者がアラートチームに参加していると若いメンバーには励みに
なる。ここガバナー協議会に出席している方々にもぜひご参加いただきたい。

2 月 9 日にリーガロイヤルホテル京都で C 地区のアラートセミナーを、2 月 10 日に日
航大阪で B 地区のアラートチーム決起大会を、6 月 25 日に神戸ポートピアホテルで複
合地区アラートセミナーを予定している。
アラートへの理解を深めるビデオを製作中。例会などで使っていただきたい。製作費に
は複合地区の委員会活動費を使わせていただく予定。
⑲ 第 64 回年次大会委員長（L 藤本泰雄）
複合地区第 64 回年次大会を 5 月 20 日、神戸ポートピアホテルにて開催する。ご登録
をよろしくお願いする。アトラクションとして障害者スポーツ関係者の方の講演を企画
中。当日は神戸祭りと重なっており渋滞が予想されるので電車でお越しいただきたい。

4.

会計監査報告

2017〜2018 年度上半期 335 複合地区会計検査報告
335 複合地区ガバナー協議会会計 L 柿原勝彦より、別紙 19 に沿い報告された。
335 複合地区ガバナー協議会会計監査委員 L 大村哲郎より、会計監査の結果、正確であると
認めた旨報告された。
福田議長より、会計監査報告について承認を求めたところ、多数の決議により承認された。

5.

その他
福田議長より以下の説明がなされた。
羽田空港での PR 動画放映はチェックイン後の区画での上映となる。30 分ごとに 1 分
間の予定。放映期間は当初 1 年間を予定していたが、内容が子どもに偏りすぎていると
の意見に基づいて修正したため費用がかかり、12 月 25 日〜7 月末に短縮された。版権
はライオンズに属し、日本ライオンズやガバナー協議会議長連絡会議のウェブサイト等
からダウンロードできるようにする。この件を各クラブに通達するよう検討する。
国際理事選出は、OSEAL 内での国際ローテーションは 2020 年まで確定済み。国内ロ
ーテーションは 2019 年のミラノ大会での MD333 と MD336 からの立候補が決定済
み。次の MD335 でも人選が進んでいることからローテーション廃止の延期をお願い
しているが、国際会則と国際理事会の方針であるため困難とされている。

