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ライオンズクラブ国際協会 
２０１２～２０１３年度 

３３０－Ａ地区 第１回キャビネット会議「議案集」 
（２０１２年７月２３日（月）東京プリンスホテル プロビデンス） 

 
Ⅰ．開 会 
Ⅱ．出席者の紹介、欠席者の報告（定足数の確認） 
Ⅲ．①地区ガバナー挨拶 
  ②330 複合地区ガバナー協議会議長挨拶 

③前地区ガバナー・名誉顧問会議長挨拶 
④第１副地区ガバナー挨拶 
⑤第２副地区ガバナー挨拶 

Ⅳ．配布資料の説明 
Ⅴ．前年度アワードの贈呈 
Ⅵ．議長の選出 
Ⅶ．議事録署名人の指名 
Ⅷ．議 事 

 １． ガバナー基本方針  
（１）３３０－Ａ地区 アクティビティ・スローガン 

     「みんなで築こう 奉仕の絆」 
  （２）ガバナーズ・スローガン 
     「チェンジ・チャレンジ アクション３３０－Ａ」 
      変えよう、挑もう   行動しよう３３０－Ａ 
  （３）ガバナーズ・テーマ 
     「協調そして融和」 
  （４）ガバナーズ・カラー 
       ブルー「ＤＩＣ №２２１」 
   （５）リジョン・チェアパーソンについて 
   （６）ゾーン・チェアパーソンについて 
    （７）ガバナー諮問委員会について 
      ア．開催日（臨時キャビネット会議を含めて年５回） 

イ．キャビネット会議終了後 14 日以内に開催されることが望ましい 
ウ．ガバナー諮問委員会報告書について 
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  （８）ガバナー公式訪問について 
       クラブ概況表に対する回答書の提出について 
       各クラブからゾーン・チェアパーソンへの提出 7 月 27 日（金）迄 
       ゾーン・チェアパーソンからリジョン・チェアパーソンへの提出 
                                 8 月 3 日（金）迄 
         リジョン・チェアパーソンからキャビネットへの提出 

    8 月 7 日（火）迄 
  （９）プロトコールについて 
  （10）各委員会関係について 
     ア．各委員会への諮問事項について 

（11）その他 
 
２．ガバナー提出案件  
 

（１）国際協会関係 
（２）ライオン誌日本語版事務所関係 
（３）全日本レべル関係(日本ライオンズ連絡事務所) 
（４）３３０複合地区関係 
（５）３３０－Ａ地区キャビネット関係事項 

      ア．キャビネット事務局長、副幹事・副会計のキャビネット構成員の任命 
について 

       イ．キャビネット幹事、会計の職務執行につき、担保提供の必要有無の件 
       ウ．２０１２～２０１３年度３３０－Ａ地区各規定について 
        ① 経理規定及び旅費規定 
        ② 慶弔規程 
        ③ キャビネット事務局就業規則 
        ④ 給与規定 
        ⑤ キャビネット事務局記録等、保存規定 
       ⑥ キャビネット事務局職制 
     エ．３３０－Ａ地区 次期地区ガバナー・第１副地区ガバナー及び第２副地区ガバナ

ー選出に関する件 
     オ．３３０－Ａ地区選挙管理規定について 
     カ．３３０－Ａ地区５９回年次大会ガバナーズ・アワード及表彰規定について 
     キ．３３０－Ａ地区「愛の泉緊急災害援助資金規則」について 
     ク．３３０－Ａ地区「eMMR－ServannA システム管理規定」について 
     ケ．ライオンズカード報奨金の処理について 
     コ．２０１２～２０１３年度３３０－Ａ地区キャビネット役員のメークアップの件 
     サ．ガバナー、その他キャビネット役員が出席する各クラブ行事及び 
       その場合の会費の取り扱いに関する統一見解について 
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         シ．各種協賛金について 
     ス．２０１１～２０１２年度会計報告 
     セ．２０１２～２０１３年度３３０－Ａ地区一般会計予算案について 
     ソ．「ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区」と「一般社団法人３３０－Ａ地 

    区支援会」間の人的・物的連携に関する規定について 
     タ． キャビネット会議議事録の発送範囲について 
     チ． その他 
 
３．前年度キャビネットよりの引継事項 及び継続案件・申し送り事項 
  （１）第５８回年次大会 引継事項 
     ア．第５８回３３０－Ａ地区年次大会決議事項 

   イ．第５８回３３０複合地区年次大会決議事項 
（２）第４回キャビネット会議 引継事項 

ア．2011～2012 年度 ＹＥ委員会委員長、副委員長、委員の任期延長 
イ．東日本大震災義援金について 

 
４．各位よりの提出案件 
 
５．質疑応答 
 
６．キャビネット事務局夏季休暇について 
    ２０１２年８月１０日（金）から８月１６日（木） 
    休暇中連絡先 キャビネット幹事 
 
７．330－A 地区第２回キャビネット会議について 
    日 時 ２０１２年１１月２６日(月) １４時００分～１７時００分 
       場 所 ＡＰ西新宿 
    出席者 キャビネット構成員 
 
８．その他  
 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊  休  憩   ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
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Ⅸ. 報告事項 
(一般事項に関しては幹事より、会計事項に関してはキャビネット会計より報告) 
１．ライオンズの現勢 

 
２．国際協会に関する事項  
（１）釜山国際大会の報告 

国際会長方針、代議員登録数等の報告 
（２）国際協会役員関係 

 国 際 会 長 Ｌウェイン Ａ．マデン 
          アメリカ・インディアナ州オーバーン 

テーマ 「 IN  A  WORLD  OF  SERVICE 」 
         奉仕の世界 

国際第一副会長 Ｌバリー Ｊ．パーマー 
         オーストラリア・ニューサウスウェールズ州ノースメイトランド 
国際第二副会長 Ｌジョセフ・プレストン 
         アメリカ・アリゾナ州デューイ 
日本選出国際理事 
２０１１～２０１３年度 Ｌ高田順一（ＭＤ３３４）富山昭和ＬＣ  二期目 
２０１１～２０１３年度 Ｌ秦 従道（ＭＤ３３２）仙台コアＬＣ  二期目 
２０１２～２０１４年度 Ｌ武久一郎（ＭＤ３３６）徳島城山ＬＣ  一期目 

 
（３）国際会則の改正について 
（４）第９６回国際大会について 

開催期日 ２０１３年７月５日～７月９日 
開催場所 ドイツ・ハンブルグ 
登録料の送金について:  国際本部へ送金 

  早期登録料 未定 
普通登録料 未定 
後期登録料 未定 

（５）Ｌウェイン Ａ．マデン国際会長公式訪問について 
（６）Ｌウィンクン．タムＬＣＩＦ理事長(前国際会長)主催の「LCIF セミナー」について 
（７）その他 

 
３．ライオン誌日本語版事務所に関する事項  

 
４．全日本レベルに関する事項（日本ライオンズ連絡事務所） 

（１）全日本レべルでの人事について 
（２）８複合地区ガバナー協議会議長連絡会議世話人について 
（３）８複合地区ガバナー協議会議長連絡会議について 



5 
 

（４）第５１回東洋東南アジア・フォーラム（OSEAL  FORUM） 
    テ ー マ： リーダーシップをアジアから世界へ 
    開 催 期 日： ２０１２年１１月８日（木）～１１日（日） 
    開 催 場 所： 日本・福岡 
    公 式 本 部： ホテルニューオータニ博多 

開会式日時： １１月９日（金） １３時３０分～１５時００分 
開会式会場： マリンメッセ福岡 
登  録  料： 一人 １０，０００円 
登録締切り： ２０１２年９月１０日 
登録方法  ： 公式ウェブサイトからオンライン登録 
参   照： 第５１回 OSEAL フォーラム公式ウェブサイト 

http://www.oseal2012.com 
（５）その他 

 
５．３３０複合地区全般に関する事項 
（１）３３０複合地区ガバナー協議会構成員、役員、委員について 
（２）第１回３３０複合地区ガバナー協議会全体会議について 

日時： ２０１２年８月７日（火） 
会場： 東京プリンスホテル 

（３）３３０複合地区第５９回年次大会について 
       ホスト地区： ３３０－Ａ地区 
       日時： ２０１３年５月１２日（日） 
       場所： 未定 
（４）その他 

 
６．３３０－Ａ地区全般に関する事項 

（１）各種行事に関する事項 
ア．本年度主要行事 
イ．新クラブ結成、チャーターナイト 
ウ．クラブ周年行事 

（２）第５９回年次大会に関する件 
  代議員会・大会式典  開催日： ２０１３年４月２０日(土) 
            場 所： 東京プリンスホテル 

（３）地区名誉顧問会に関する事項 
（４）会計に関する事項 

ア．２０１２年７月１日より現在までの会計状況の報告 
イ．ドルのレートについて ７月のライオンズレート：１＄=８０円 
ウ．取扱銀行について                
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エ．会費、負担金、協力金について 

（地区クラブ会費を除いては、すべて会員１名につき） 
   国際会費       半期    ２０．５０＄ 
    複合地区費      １ヶ月 １８０円 

複合地区大会費     １ヶ月  ５０円 
地区クラブ会費     １クラブ１ヶ月 ２，０００円 
地区費            １ヶ月 ４８０円（家族会員は１ヶ月２４０円） 
地区特別運営費     １ヶ月  ２００円（家族会員は１ヶ月１００円） 
地区大会費         １ヶ月  １００円 
地区特別大会費     １ヶ月  ５０円 
ライオン誌特別負担金 １ヶ月    ５０円 

オ．地区会費の納入について 
（５）クラブ解散・合併・名称変更について 
（６）「２０１１～２０１２年度クラブ優秀賞申請書」 (国際協会指定アワード) 

キャビネット事務局への提出期限 ２０１２年７月３０日まで 
（７）その他 

 
Ⅹ．閉 会  
    (注) 会議終了後、１７時００分より『鳳凰の間』にて懇親会を行います。 

尚、懇親会開催前に各委員会の打合時間を懇親会場にて 30 分お取りしております。 
 


