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第 62 回 336-B 地区年次大会代議員総会決議録
2016 年 4 月 17 日(日）
岡山シンフォニーホール
受付／８：００～８：３０ 代議員総会／８：５０～９：５０

司会
議事録作成人
議事録署名人
議事録署名人

１、開会宣言

キャビネット副幹事
２Ｒ－２Ｚ・ＺＣ
２Ｒ－１Ｚ・ＺＣ
２Ｒ－３Ｚ・ＺＣ

地区ガバナー 尾﨑

龍田 千慧
足立 剛
宮原 淳
大橋 唯男

博

皆さんおはようございます。
只今より ライオンズクラブ国際協会 336-Ｂ地区 第 62 回地区年次大会代議員会を
開催致します。

２、国旗に敬礼

３、役員紹介

４、議長挨拶

地区ガバナー 尾﨑

博

まずは熊本震災により被災されました方々にお見舞い申し上げます。募金箱を設置
いたしておりますのでよろしくお願いいたします。

５、議事規則の説明

議事運営委員会委員長 太田 健一

議事規則の説明をさせていただきます。
前もって配布しております記念誌の３３頁に書いてありますので、ご覧下さい。

６、資格審査結果発表

資格審査委員会委員長 福島 正明

それでは 資格審査委員会の審査結果を発表いたします。
審査委員会は 本日午前 8 時 10 分から 8 時 40 分まで開き、その使命でございます
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代議員の資格について審査いたしました。代議員の総数は ２９３名、
本日の 実出席者内訳は、 クラブ代議員総数 272 名のうち ２４９名、
クラブ代議員以外の総数 14 名のうち １３名でした。
いずれも適格者で、代議員総会は成立するものといたします。
議長 それでは 代議員会に提案されました 議題の審議に移ります。
それに先立ちまして 議事録作成人と議事録署名人の選任を行います。
議事録 作成人として
2Ｒ－2Ｚ・ＺＣ の 足立 剛氏
議事録 署名人として
2Ｒ－3Ｚ・ＺＣ の 大橋 唯男氏
2Ｒ－1Ｚ・ＺＣ の 宮原 淳氏 に
お願いしたいと思います。

７、提出議案審議
議長
記念誌３５ページ議案の１・2 及び３につきましては、これらを一括審議してまいりたい
と存じます。
指名選挙委員会委員長 宗像 慶夫さん、報告お願いします。
指名選挙委員会委員長 宗像 慶夫
予定通り開催出来ましたのでご報告いたします。
（議案-１）次期地区ガバナー選出について
国際会則付則第 9 条第 6 項（a)及び 336－Ｂ地区第 62 回地区年次大会議事規則
11 の（1）の（イ）により選挙を行いました。
投票総数 259 票、賛成 234 票、反対 5 票で、2016～2017 年度地区ガバナー
として届け出のあった大谷 博氏 (岡山ＬＣ所属) に決定しました。

承 認
（議案-2）次期第一副地区ガバナー選出について
国際会則付則第 9 条第 6 項（ｂ)及び 336－Ｂ地区第 62 回地区年次大会議事規則
11 の（2）の（イ）により選挙を行いました。
投票総数 260 票、賛成 256 票、反対 3 票で、2016～2017 年度第一副地区ガバナー
として届出があった太田 健一氏 (総社雪舟ＬＣ所属)に決定しました。

承 認
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（議案-3）次期第二副地区ガバナー選出について
国際会則付則第 9 条第 6 項（ｃ)及び 336－Ｂ地区第 62 回地区年次大会議事規則
11 の（3）の（イ）により選挙を行いました。
投票総数 258 票、賛成 253 票、反対 5 票で、2016～2017 年度第二副地区ガバナー
として届出があった井上 浩一氏 (玉野 LC 所属)に決定しました。

承 認
議長

３人のエレクト 大谷さん、太田さん、井上さんに ご挨拶を頂きます。

◎次期地区ガバナーエレクト 大谷 博氏 挨拶
一年間、尾崎ガバナーに付き勉強してまいりました。
これから先は皆様方のお力をお借りして頑張ってまいりますので宜しくお願いいたし
ます。
◎次期第一副地区ガバナーエレクト 太田 健一氏 挨拶
無事、当選させていただき有難う御座いました。
一年間、第一副地区ガバナーとして勉強してまいります。

◎次期第二副地区ガバナーエレクト 井上 浩一氏 挨拶
まだライオン歴も浅く若輩者ですが、頑張ってまいります。
議長

議案 4 の審議に入らせて頂きます。 大会記念誌 43～51 ページをご覧下さい。

（議案-４）2014～2015 年度地区一般会計収支報告書及び第 61 回地区年次大会
収支報告の承認を求めることについて
議長 前期キャビネット会計 梅林 広志さん より報告いたします
前年度キャビネット会計 梅林 広志氏 会計報告説明
2014 年～2015 年度（2014 年 7 月 1 日～2015 年 6 月 30 日）
１． 一般会計・委員会運営費収支計算書
２． 緊急援助資金等特別会計科目収支報告ほか
３． 合計貸借対照表・財産目録
４． 仮払金・仮受金・未払金明細
５． 第 61 回地区年次大会収支計算書
６． 第 61 回地区年次大会貸借対照表・財産目録
７． 参考資料：キャビネット主催会議・研修会等収支報告
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前年度キャビネット監査委員 伊澤 新一氏 監査報告
2015 年 9 月 1 日 キャビネット事務局に於いて前期キャビネット三役及び
今期キャビネット三役立ち会いのもと、もう一人の監査委員 小澤 直人氏と
監査を行いました。
その結果は、記念誌 52 ページ に記載の通りで、収支報告及び諸帳簿・書類等
いずれも整然かつ正確に処理されていると認めました。

2014～2015 年度全ての会計報告について承認

（議案-5）2015～2016 年度上半期地区一般会計収支報告の承認を求めることについて
議長 今年度キャビネット会計 木下 崇雄さんより報告いたします。
今年度キャビネット会計 木下 崇雄氏 会計報告説明
2015 年～2016 年度上半期会計報告
１． 一般会計上半期収支計算書
２． 緊急援助資金上半期収支報告ほか
３． 上半期合計貸借対照表・財産目録
４． 前払金・未収金・仮払金・預り金・未払金・仮受金明細
５． 第 62 回地区年次大会上半期収支計算書
６． 第 62 回地区年次大会上半期貸借対照表・財産目録
７． 参考資料：キャビネット主催会議・研修会収支報告
今期監査委員 小澤 直人氏 監査報告
2016 年 1 月 12 日に キャビネット事務局において関係者立ち会いの下で監査を行いま
した。その結果は、記念誌 64 ページ に記載の通りで、収支報告及び諸帳簿・書類等
いずれも整然かつ正確に処理されていると認めました。

2015～2016 年度上半期会計報告について承認

（議案-６） 地区緊急援助資金 次年度の補填について
議長 現在、地区緊急援助資金は、同資金規定により積立基準額を 10,000,000 円と
定められています。2016 年 1 月 31 日現在の残高は、9,942,122 円となっており、基
準額を下回っているため、本来、次年度において補填しなければならないが、東京
オリンピック支援金等の特別拠出金や、また１００周年記念 LCIF 献金キャンペーン
も引き続き行われるため、次年度においては特別に補填しないこととします。

承 認
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(議案-７) 2016～2018 年度 国際理事立候補者の推薦について
議長 第 99 回福岡国際大会において選出される 2016－2018 年度国際理事候補者とし
て、330 複合地区 L 中村 泰久(なかむら やすひさ)(330－Ｃ地区 大宮北 LC 所
属) を今年度 国際理事候補者 選挙管理委員会において、8 複合地区の統一
候補者として推薦を決議されています。これを受けまして当地区においても推薦
の確認をしたいと思います。先ほどの国際理事候補者推薦委員会におきましても
決議されておりますので、336-B 地区と致しましても支援して参りたいと思いま
す。

承 認
（議案-8）2020 年第 32 回オリンピック競技大会ならびに第 16 回パラリンピック競技大会
開催への支援について
議長 『Discover Tomorrow ～未来（あした）をつかもう』のテーマのもと、第３２回
オリンピック競技会（7/25～8/9）ならびに第１６回パラリンピック協議会（8/25
～9/6）が東京で開催されます。
今年度より 2020 年 6 月までの５年間において、一年間会費ひとり当たり 1,000
円ずつ合計 5,000 円を各年度上半期中に拠出する旨、第６１回地区年次大会で
決議されており、第１回目となる今年度は既にご協力を頂いております。
次年度において第２回の拠出をお願いしたい。
但し、２人目以降の家族会員およびクラブ支部会員については、今年度同様
免除としたい。

承 認
次期地区ガバナーからの提出議案

次期地区ガバナーエレクト 大谷

博

（議案-１）2016～2017 年度の地区アクティビティ・スローガン並びに ガバナー・キーワー
ドについて
地区アクティビティ・スローガン 『地域に新たな風を』
ガバナー・スローガン
『effort to change ～エフォート・トゥ・チェンジ』
ガバナー・キーワード
『家族』『次世代』『奉仕』『ＬＣＩＦ』
（議案-２）次期の地区会費、地区大会費について
今年度と同額にする
地区会費 850 円、地区大会費 300 円
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（議案-３）次年度 第 63 回地区年次大会について
2017 年 4 月 9 日（日）、岡山シンフォニーホール（岡山市）で開催し、
ホストクラブは１R1Z・２Z・３Z・４Ｚ、２０クラブとする

承 認
議長 3 議案について皆様の承認を確認いたしました。
（特別報告事項）
日本ライオンズ事務所の一般社団法人化に伴う複合地区会費の内容変更について
第６２回３３６複合地区年次大会にて決議されますが、事前に周知して頂きたい。

８、閉会宣言
議長 以上で 第 62 回地区年次大会代議員会を終了いたします。
代議員の皆様方のご協力に感謝いたします。 どうもありがとうございました。

2016 年 4 月 17 日

署名人

署名人
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