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アークホテル岡 山
＜司会 キャビネット副会計

１．開 会 宣 言

地 区 ガバナー

藤原 恭介＞

太田

健一

２．国旗に敬礼・国歌斉唱
３．『ライオンズ・ヒム』（１番のみ）斉唱

出 席 者 全 員

４．『ライオンズの誓い』唱和

キャビネット副 会 計

藤原

５．出 席 者 紹 介

恭介
〃

６．前地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ・地区名誉顧問会議長挨拶

前地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ・地区名誉顧問会議長

大 谷
博
皆様あけましておめでとうございます。早いものでスタートして半年がたちました。まだまだ
いろいろと懸案事項が残っているのではないかと思われます。特に、ＬＣＩＦコーディネーター
の渡辺さんがいらっしゃいますが、ＬＣＩＦがまだまだ浸透していないのではないかと思います。
ＺＣの皆様にはご協力をお願いいたします。
来年から 5 年間、ＬＣＩＦの新しいキャンペーンが始まります。日本の担当は、今の国際理事
の中村さんが担当されます。来年はお願いする機会が多くなると思いますが、引継ぎの時に
次のＺＣによくお話しください。それとともに、101 年でライオンズクラブは、私共も戸惑うぐらい
大幅に変わってきています。国際協会のホームページに載っている国際会則・複合地区会
則・地区会則・クラブ会則は、ライオンズ必携、運営マニュアルとはかなり違ってきています。
その点をよく考えられて、少しライオンズのことを勉強していただければと思います。複合地区
でもこれからすごく変わっていくのではないかと思います。例えば、ＧＡＴおそらくこの中でＧ
ＡＴのことを理解されている方はほとんどいらっしゃらないと思います。
ＧＡＴのメンバーの方で、ＬＣＩＦ，ＭＣ委員会を含めて会員増強に努めてもらいたい。日本
ライオンズクラブの要望です。
もう半年です。336－Ｂのために頑張ってください。

※ 第 64 回３３６複合地区年次大会のＰＲ
6 月 26 日(土)27 日(日) 岡山総合文化体育館で開催 ホストクラブ 岡山全クラブ
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７．地区ガバナー挨拶

太 田

地 区 ガバナー

健 一

新年おめでとうございます。今年は戌年、よくワンダフルと言われております。一年間素晴
らしい年にしていただきたい。去年より今年、昨日より明日と気持ちも新たに取り組んでおら
れることと思います。
去年の 12 月、東京にナレシュ・アガワル国際会長が公式訪問されました。その際、会員拡
大についてハッパをかけられ、Ｂ地区で 200 名の純増と言いました。
あと半年ですが、皆様方の力をもってＢ地区が元気になるとともに、会員増強をよろしくお
願いいたします。
※

感謝状の贈呈
国際協会より、Ｌ．住吉 孝文 に感謝状贈呈

８．議

事

太 田

地 区 ガバナー

議事録作成人

キャビネット副幹事

議事録署名人

〃

健 一

池田 洋助

田中

守

1. 次期地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ候補者届出・推薦について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（P.13-15）
次期地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ立候補届出規則による 2018～2019 年度 336‐B 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ立候補届出
書が、4 ﾘｼﾞｮﾝ 1 ｿﾞｰﾝ玉野 LC 所属 井上 浩一 より、別紙の通り届けられている。
次期地区ガバナー 井上 浩一 を承認
本人挨拶

「健康に留意して一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。」

2. 次期第一副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ候補者届出・推薦について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（P.16-18）
次期第一副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ立候補届出規則による 2018～2019 度 336‐B 地区第一副地区ｶﾞﾊﾞ
ﾅｰ 立候補届出書が、5 ﾘｼﾞｮﾝ 1 ｿﾞｰﾝ倉敷真備 LC 所属 小野 宗次 より、別紙の通り届け
られている。
次期第一副地区ガバナー 小野 宗次 を承認

本人挨拶 「まだまだ不慣れでありますが、これから１年半の間にいろいろな方と交流して、
ガバナーとしてよいスタートができるようにしたいので、よろしくお願いいたします。」
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3. 次期第二副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ候補者届出・推薦について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（P.19-22）
次期第二副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ立候補届出規則による 2018～2019 年度 336‐B 地区第二副地区
ｶﾞﾊﾞﾅｰ立候補届出書が、２リジョン２ゾーン岡山京山ＬＣ所属 金礪 毅 より、別紙の通り
届けられている。
次期第二副地区ガバナー 金礪 毅 を承認
本人挨拶 「2 年勉強する機会がございますので、その間に一生懸命学び、先輩達にお叱
りを受けないよう頑張りますのでよろしくお願いいたします。」

4. ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ推薦次期第二副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ候補者選考要領について・・・・・・・・・・・・・（P.23-27）
選考要領ならびに選出ﾘｼﾞｮﾝのﾛｰﾃｰｼｮﾝ確認
選考要領・第二副地区ガバナー選出ローテーションには変更ない。（Ｐ２３－２５）
２０１９～２０２０年度第二副地区ガバナーは、３リジョンから 8 月までに候補者推薦の報告が
ある。（Ｐ２６－２７）
承認

5. 次期地区役員・委員の選考要領について････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（P.28-32）
今までと変更はない。
承認

6. 第 64 回 336-B 地区年次大会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（当日配布）
高木会計より説明
現在までの予備登録 1101 名＋24 名(事務局員) 記念ゴルフ大会 88 名
前夜祭 73 名 代議員会 270 名との報告

第 64 回地区年次大会代議員運営組織表(案)・３３６－Ｂ地区年次大会議事規則(案)
承認
◎代議員会では、Ｌ．渡部雅文国際理事立候補予定者が満票で推薦されますよう代議員の
方に働きかけてください。

7. 2017-2018 年度上半期会計監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（当日配布）
高木会計より当日配布の資料にて説明
監査委員木下崇雄より監査報告
承認
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8. 地区役員提案・報告事項および参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（P.33-50）
 説明者 前地区ガバナー・国際理事候補者支援委員長 大谷 博
★提案事項
２０１９－２０２１年度国際理事立候補予定者Ｌ．渡部雅文への支援金の拠出を
お願いしたい。(第 64 回地区年次大会代議員会提出議案)
★趣旨説明
① ３３６－Ｂ地区次期キャビネット準備金より２００万円
② ３３６－Ｂ地区全会員各位より、一人あたり３，０００円(１，５００円×２
年) 但し、支部会員ならびに二人目以降の家族会員は除く（Ｐ．３３）
承認

 説明者

ＧＬＴ地区コーディネーター

榎本

明

★提案事項
２月１７日(土)『若手フォーラム』研修内容について
① セミナー前半～
『小児糖尿病患者の現状と将来について』
講師 多賀 徹 氏(岡山小児糖尿病協会 岡山つぼみの会 会長)
② セミナー後半～
『世界のライオンズクラブ～現在と未来』
講師 Ｌ．中村 泰久(現国際理事 ３３０－Ｃ地区大宮北ＬＣ所属)
『３３６のライオンズクラブ～現在と未来』
講師 Ｌ．大谷 博(現ＭＤ３３６協議会議長・前地区ガバナー 岡山ライ
オンズクラブ所属)（Ｐ．３３－３４）
承認
★報告事項
①１月１４日(日)開催 『３３６－Ｂ地区クリーンアップ大作戦』について、配
布資料説明
②１月２６日(金)開催 『新春チャリティ・ボウリング大会ならびに新年会』につ
いて
・チャリティ・ボウリング大会 １月２６日(金)１５：～ 岡山フェアレーン(岡
山市北区清心町)
・新年会 １月２６日(金)１８：３０～(Ｐ．３４)

 説明者 ＦＷＴ地区コーディネーター 有本 みどり
★報告事項
『認知症サポーター養成講座』について岡山市・津山市・倉敷市・井原市で開
催 参加者 約２６０名(Ｐ．３４)
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 説明者 青少年健全育成委員長 飯居 康弘
★提案事項
今年度国際平和ポスターコンテストで入賞した作品を３３６－Ｂ地区内各所
(岡山市・倉敷市並びに鳥取県内)で一般展示したい。
（Ｐ．３５・３８－３９）
承認
★報告事項
①国際平和ポスターコンテスト(Ｐ．３５・３８)
②２０１７年１２月２日(土)『薬物乱用防止教育認定講師養成講座』の開催（Ｐ
３５）
③２０１７年１２月２５日(月)『Ｌクエスト～フォローアップセミナー』の開
催(Ｐ．３５)
④ＬＣＩＦ交付金によるＬクエスト事業期間の再延長(２０１８年１月～６月)
(Ｐ．３５)
⑤７ＲＩＺ『薬物乱用防止・青少年健全育成パレード』の実施計画 (Ｐ．３６)

 説明者 環境保全委員長 清水 男
★報告事項
①２０１７年７月『第５４回献血推進全国大会』岡山開催に伴う
両寄贈事業 の実施について
ＬＣＩＦの利用は困難。６Ｒ２Ｚ総社雪舟ＬＣ全額拠出で実施
②新しい献眼カード『愛カード』の活用について （Ｐ．３６）

献血運搬車
(Ｐ．３６)

 説明者 ＹＣＥ国際関係委員長 難波 進
★提案事項
２０１８年４月台湾高雄：３００Ｅ－１地区年次大会の開催日が、３３６－
Ｂ地区と重なるため今回は訪問できない。そこで、年次大会に関わらず別途
ツアーを組み訪問したい。日程は、６月１７日～１９日(２０日) (Ｐ．３７)
承認
★報告事項
①冬期ＹＣＥ受入(派遣については実施なし) (Ｐ．３７)
②冬期ＹＣＥスキーキャンプの実施(議案録Ｐ．４２－４３参照)
③夏期ＹＣＥ派遣生の決定について
２名決定 (Ｐ．３７)
④夏期受入家庭の募集について
募集案内文書案並びに参考資料（議案録Ｐ．４４－５０参照）
今後は、ライオンズメンバーの家庭での受入れは困難ではないか。県から
各中学・高校への働きかけをしていただければよいのではないか。
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 説明者 ＭＣ委員長 堀 真弓
★報告事項
昨年１２月１８日ウェブ会議を開催

６名参加

 説明者 ＬＣ１００周年記念副コーディネーター 内山 茂
★報告事項
①１００周年記念事業の報告
一年目 記念奉仕チャレンジ 二年目 会員増強
三年目 レガシープロジェクト 四年目 ２００年に向けての新しい方針
②ＭＤから、２０１４年から４年間で、１００周年事業に一番ふさわしい事
業を報告するよう指示が届いているが、時間的余裕がないので、全クラブ
の事業を上原コーディネーターに報告するとともに太田地区ガバナーと協
議して決めたいので了解いただきたい。
承認

～～～小

憩～～～

9. 年間行事予定・実施報告ならびにクラブ周年記念行事予定・実施報告・・・・・・・・・（P.51-52）
地区ガバナー 太田 健一 から報告

10. 【提案事項①】 LCIF 人道支援マッチング交付金（岡山南 LC・北 LC）申請について・・・・・
（P.53-60）
地区ガバナー 太田 健一 から 事業名 （視覚障碍者の情報保障のため機材・機
器の寄贈）・申請する金額(１０，０００ドル)・事業の目的等 を説明
承認

11. 【報告事項①】2017-2018 年度上半期末クラブ会員数動静
ならびに LCIF 献金 集計・・・・・・・・・（当日配布）
地区ガバナー 太田 健一 から当日配布資料にて説明報告

12. 【報告事項②】岡山東 LC ハノイ支部岡山 設立 ならびに 地区内クラブ支部状況・・・・
（P.61-64）
地区ガバナー 太田 健一 から報告
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