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第 2 回キャビネット会議 議事録
2016 年 10 月 8 日（土）13：00～
場所：サントピア岡山総社
司会：キャビネット副幹事 堀 真弓
議事録作成：キャビネット副幹事 住吉 孝文
議事録署名：キャビネット副幹事 田中 和保

１．開会宣言

大谷地区ガバナー

２．国旗に敬礼・国歌斉唱

３．「ライオンズ・ヒム」1 番のみ斉唱

４．「ライオンズの誓い」唱和

５．出席者の紹介

キャビネット副幹事 堀

議案録参照

真弓

欠席者 3R・1Z－ZC 岸本 常義
3R・2Z－ZC 真田 善弘
地区大会委員長 原 一穂
キャビネット副幹事 小杉 修一

６．前地区ガバナー・名誉顧問会議長挨拶

前地区ガバナー・地区名誉顧問会議長 尾﨑

博

こんにちは、久しぶりに壇上に立たせていただきました。今年度が始まって既に 3 カ月が過ぎました。
この最初の 3 カ月が重要で、『鉄は熱いうちに打て』ということで、よろしくお願いします。
100 周年を迎え、ライオンズがグローバルリーダーになるということが大事です。
大谷ガバナーのもと、皆さんが集結して頑張ってください。 有難うございました。

７．地区ガバナー挨拶

地区ガバナー 大谷

博

こんにちは、午前中は有難うございました。
たまたま、今期ガバナー職を受けたのが、ちょうど 100 代目となり、また今回、倉敷西 LC の渡部元
ガバナーが、国際理事に立候補するとのことで、大変嬉しく思っています。
次回のキャビネット会議では、この地区から、国際理事を推薦出来れば…と、思っています。
今日の議題もたくさんあります。慎重審議をよろしくお願いします。
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●元地区ガバナーL.別所～ガバナー在任中の新クラブ結成に対する”地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ賞”贈呈
●前地区ガバナーL.尾﨑～ガバナー在任中の「ライオンズの尊厳アワード」
ならびに「2015～2016 年度 LCIF 理事長メダル」贈呈
●元地区がバナー・LCIF 地区コーディネーター L.中島～「2015～2016 年度 LCIF 理事長ﾒﾀﾞﾙ」贈呈

８．議事並びに報告
１）地区ガバナー立候補者届け出規則 確認 P14～
第一副地区ガバナー立候補者届け出書 確認
第二副地区ガバナー立候補者届け出書 確認
キャビネット推薦第二副地区ガバナー候補者選考要綱
第二副地区ガバナー選出ローテーション表
～P27 まで、
確認

２）２０１５～２０１６年度全期会計収支報告
監査報告

木下 崇雄 説明
小澤 直人

≪拍手 承認≫
３）第６３回地区年次大会
概要説明
キャビネット幹事 広瀬 和紀
日程 2017 年 4 月 8 日（土）記念ゴルフ大会ならびに１００周年記念の式典・前夜祭
2017 年 4 月 9 日（日）大会式典
運営組織表 （案）
年次大会予算 （案）

≪拍手 承認≫

４）第２回キャビネット会議 提案ならびに報告事項
●キャビネット幹事 広瀬 和紀 議案録 P44
地区ホームページのリニューアル及びそれに伴うドメイン・レンタルサーバの変更と
キャビネット事務局のメールアドレス変更～詳細は書面にて確認

≪拍手 承認≫
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●GLT 地区コーディネーター 榎本

明

LC100 周年記念チャリティー・ゴルフ＆新年会開催について

詳細は書面にて確認

≪拍手 承認≫

●青少年健全育成委員長 大源 順也
今年度国際平和ポスター作品募集に関して
2016 年 12 月 23 日（金） 冬期 YCE 来日生と岡山後楽レオ生ならびに
岡山東国際レオ生とのランチ懇親会の開催
詳細は書面にて確認

≪拍手 承認≫

●環境保全委員長 小林 建雄
環境保全写真コンテストのお願い
献眼登録ならびに臓器提供に関するお願い
詳細は書面にて確認

≪拍手 承認≫

●FWT 地区コーディネーター・FWT 委員長

有本 みどり

第６３回地区年次大会において、書き損じはがきや未使用切手の収集する
昨年度は給食のフォローを行いましたが、今回は HIV の感染者のフォローや薬を送るため、
青少年健全育成の観点からお願いしたい
詳細は書面にて確認

≪拍手 承認≫
●YCE・国際関係委員長
議案録 P46 参照

赤野 勝俊
詳細は書面にて確認

≪拍手 承認≫
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●L クエスト特別委員長

中嶋 徳美

報告事項
P47 参照
6R1Z・2Z－ライオンズクエスト体験会 開催
２０１６年 １１月 ５日 ㈯ 井原市地場産業振興センター
1R/2R－ライオンズクエスト体験会 開催
２０１６年 １１月 ２６日 ㈯ 岡山シティホテル厚生町

【報告事項】

地区ガバナー 大谷

博

P61 年間行事予定
P63 クラブ周年記念式典開催日程
笠岡ライオンズクラブ 60 周年 ２０１７年 ４月 ３０日 （日）

○元協議会・元地区ガバナー地区 LCIF ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

サンライズ笠岡

L.中島 順三

LCIF 献金についてのご理解とお願い

○地区ガバナー 大谷

博

第 55 回香港 OSEAL フォーラムについて

○GLT 地区ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 榎本

P64

国際理事候補者経歴書 P66

明

LC 創設 100 周年記念一斉実施アクティビティ「クリーン・アップ大作戦」実施計画について

○元協議会議長・元地区ガバナー・LC100 周年記念ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ L.上原

進

100 周年について、レガシー（思い出に残るもの・残すもの）を何かやろうという目的で、ガバナーと
話していく中で来年の年次大会の時に時間をとって考えている。
100 年が経って新たな幕開けで、現在のところ “神楽”を… という案がでている。
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○LC100 周年記念副ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・前年度キャビネット幹事 内山

茂

～～～補足説明
各クラブの取り組みについて、編成・予算等 具体的なものがやっと見え始め、年次大会前夜祭の
40 分間という限られた時間のなかで、何かやろうということになった。
また、地区内全９５クラブに 100 周年において特別に何か取り組みがあるか？ との問い合わせを
先日行い、そのアンケート結果集計ができたので、本日配布している。 詳細確認のこと。

○そのほか

P70 から P72

確認

薬物乱用防止大パレードの開催について （330‐A 地区ガバナー 村木 秀之 からの依頼）
各地区 ３０，０００円の支援について

≪拍手 承認≫

９．閉会宣言

第一副地区ガバナー

太田 健一

2016 年 10 月 8 日

議事録署名
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