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第2章 クラブ運営について 
多くの団体は、役員のみによって通常の運営がなされることが多いのですが、ライオンズクラブは、

会員全員によって運営されるのが特色です。全員が平等の権利と義務を持って「全員参加」と「民主

的ルール」によって運営されます。これがライオンズクラブの基本的なあり方です。 

クラブには、理事会によって推薦され、クラブで承認された日時および場所で、毎月少なくとも 2

回開くよう推奨される定期的な会合「例会」（クラブ付則第 5条3項）と、理事会の決定する日時お

よび場所で毎月少なくとも1回開くよう推奨される定例理事会（クラブ付則第5条1項）、及び、会

長または3名以上の理事会構成員の要求があったときに開催される臨時理事会（クラブ付則第5条2

項）、そして必要な都度開かれる委員会があります。例会、理事会、委員会はクラブ運営の正式機関と

してそれぞれの役割を持ち、いずれも不可分な関係にあります。そして例会と委員会は、ライオンズ

クラブ特有の「全員参加」の仕組みになっております。 

 

 

1. 定期的な会合（例 会） 

(1) 定期的な会合（例会）の意義と重要性 

定期的な会合（以降例会と称す）はクラブの最高議決機関です（クラブ会則第8条3項（a））。新

しい企画や内規の制定、改廃をはじめ理事会で決定したことでさえ、例会の承認なしには実行できな

いことが数多くあります。このように、例会は制度上最も重要な機関であり、なによりも「例会があ

ってこそクラブがあるのだ」という、いわばクラブの根源にかかわる大切な位置付けを持つものだと

言えるでしょう。 

従って、例会出席は会員の重要な義務であり（二人目以降の家族会員を除く）、例会の欠席は会員と

しての「権利放棄」につながるものです。例会の実出席率はクラブ活性化の第一のバロメータになり

ます。このことをよく銘記しておきましょう。 

クラブ付則第5条8項で、いかなる会合もグッド・スタンディングの会員の過半数の出席をもって、

定足数としていますので、出席者がそれに満たない場合、例会は成立しません。 

また、ライオンズクラブのあらゆる会合（国際協会、複合地区、準地区を含む）では、委任状の制

度は認められていません。例会はもちろんのこと、理事会や各種委員会においても、委任状は無効で

す。また、代理投票も禁止されています（国際会則第 6条第 5項）。従って、他に特に規定する場合

を除き、定足数を満たしているいかなる会合においても出席した会員の過半数の決議が、クラブ全体

の決議となります（クラブ付則第5条8項）。 

(2) 例会の開催について 

例会の開催については、クラブ付則第5条3項で次のようなことが定められていますので、新年度

のはじまる前のクラブ準備理事会とその直後の例会で、毎年確認しておく必要があるでしょう。 

（ア） クラブ例会は少なくとも月 2 回は開くよう推奨されています。その日時および場所は理

事会の推薦によりクラブ例会で決定されます（クラブ付則5条3項）。 
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（イ） 定刻通り開会、閉会されるよう時間厳守のこと。 

（ウ） 例会の通知は、特に規定する場合を除き、理事会が適当と認めた方法で各会員に対して

行われます。 

このほかには、例会をどのように開催するか等について特段の定めはありませんので、クラブが自

主的に取り決めればよいわけです。 

但し、クラブ付則第５条会合３項は、あなたのクラブは、あなたのやり方での方針に従い大幅に改正

されています。 

【参考】 クラブ例会（例） 

 12：15  ゴング・会長による開会のことば 

   国旗敬礼 

   国歌斉唱 

             ソング 

   （黙祷） 

 12：19  紹介・あいさつ（会長、ゲスト） 

 12：30  報告事項・審議事項並びに協議事項 

ライオニズムについて（ライオンズ情報委員会より） 

 13：20  テール・ツイスターの時間 

 13：25  閉会ソング 

   （ライオンズ・ローア） 

 13：30  閉会・ゴング 

※ 夜の例会（18：30または19：45）でも同様なスケジュールで行うことができる。（座が白

けてきたときには歌で雰囲気を盛り上げる。出欠をとるときには会員が隣の人の氏名を言って

いくのも一案である。会合の時間は厳守すること。） 

これは一例ですが、クラブによって伝統や個性がありますので、自分のクラブの実情に適した方法

をとり、クラブの個性が失われないよう留意する必要があります。とくに規則正しい時間の中で、適

宜食事をとりながら、楽しさが失われないようにすること。ライオニズムの高揚と会員の知的向上に

役立つ例会にするよう工夫することが大切です。 

(3) 例会の司会・進行について 

例会の司会は、クラブによって全くまちまちです。幹事、ライオン・テーマー（設置は任意、以下

同じ）、あるいはテール・ツイスター（設置は任意、以下同じ）といったように。ところが、会則的に

判断しますと、クラブ付則第3条1項で「会長は本クラブおよび理事会のすべての会合を主宰する」

とありますので、会長が自ら例会の主導権をとって司会、進行を合わせて行うのが、正しいあり方だ

と言えるでしょう。 

日本のライオンズクラブでは、会長が自ら例会を、また地区ガバナーが自らキャビネット会議や地

区大会をリードする姿はまだ少ないといえましょう。ところが、国際大会や国際理事会は、国際会長

が自ら司会席に着いてマイクを持ち、出席者の紹介を含めて司会、進行に努めておられます。日本に

おいても主宰者が司会、進行の役目を果たすようになれば、そのこと自体、活性化への第一歩となる

のではないでしょうか。 
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その場合、クラブにおいては幹事、ライオン・テーマー、テール・ツイスターは、会則に書いてあ

る本来の役割を中心に考え、例会を盛り上げる工夫をこらすことになります。 

(4) 例会のシナリオ 

例会シナリオの担当委員会は計画委員会ですから、会長や理事会の意を汲んで、まず計画委員会で

年間行事予定を立案しておくべきでしょう。毎回のものは、会長、幹事、ライオン・テーマー、テー

ル・ツイスターと綿密な直前の打合せが必要です。 

その際の留意点としては、毎回同じ筋書きにならないよう気を配ることが第一です。たとえば有名

なゲストスピーカーを招いた場合は、前段の形式的行事を省略し、会長の開会あいさつの後、直ちに

食事をとってゲスト・スピーチに移り、スピーチのために充分な時間を取るというやり方。このよう

に、その時その時の主目的に合わせた時間割を組むやり方が必要なのではないでしょうか。 

例会では、特に定められたやり方はありません。クラブが一番効果的だと思う方法をとればよいわ

けです。 

(5) その他 

花見例会や納涼例会などで、定例の日時・場所を変更する場合には、出席者がグッド・スタンディ

ング会員の半数以上が出席することに留意しなくてはなりません。また、他クラブからのメーク・ア

ップのことも考えて、例会の日時・場所の変更は必ず、ZC、RC、キャビネット事務局に2週間前に

は届け出るようにしましょう。 

 

 

2. 特別会合 

(1) 特別会合の開催について 

特別会合の開催については、クラブ付則第5条4項で次のように定められています。 

（ア） クラブ特別会合は、会長が必要と認めた場合に会長によって招集されます。 

（イ） また理事会の要求があった場合は、会長はこれを招集しなければなりません。 

（ウ） 特別会合の開催日時および場所は、それぞれの場合において会長または理事会が決定し

ます。 

（エ） 特別会合の目的、日時および場所を記載した通知書は少なくとも10日前にクラブの各会

員に送付されなければなりません。 
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3. 理事会 

(1) 理事会とは 

理事会はクラブの執行機関です（クラブ会則第8条3項（a））。これは、クラブの意志を実際に執

行する機関であるという意味です。 

構成員は会長、前会長、副会長（複数）、幹事、会計、ライオン・テーマー（設置は任意）、テール・

ツイスター（設置は任意）、会員委員長、支部長（任命された場合）、およびすべての選出された理事

とされています（クラブ会則第 8条 1項）。理事の定数はクラブで決めればよいことになっています

が、少なくとも4名（会員委員長を含めると5名）を置き、会員委員長以外は任期2年で半数ずつ毎

年改選されます（クラブ付則第2条2項）。 

クラブ理事は1年目の理事を1年理事、2年目の理事を2年理事と呼称しています。 

理事会の定例会合は、理事会の決定する日時および場所（クラブ付則第5条1項）、臨時理事会は、

会長または3名以上の理事会構成員の要求があったときに、会長が決定する日時および場所（クラブ

付則第5条2項）で開かれます。理事会のいかなる会合においても、構成員の過半数の出席をもって

定足数とし、特に規定する場合を除き、出席構成員の過半数による決定をもって理事会全体の決議と

します（クラブ会則第8条2項）。 

また理事会は、少なくとも月1回は、会議を開くように推奨されています。 

(2) 理事会の任務および権限 

理事会の任務および権限は、クラブ会則第8条3項に「本会則および付則で他に規定された任務お

よび権限に加えて、理事会は次の任務および権限を持つ」と記されているように、かなり広範なもの

があります。たとえば、 

「理事会の過半数の承認を得た場合は、新会員候補者は本クラブの会員となるよう入会の招

請を受ける」（クラブ会則第3条2項） 

「理事会全構成員の3分の2の賛成投票によって承認された理由があれば、会員を除名する

ことができる」（クラブ会則第3条3項） 

と規定されているほか、クラブの新企画および新施策の検討、立案、すべての支出の承認、役員の

職務遂行上の行為の修正または取消、クラブの資金を預金する銀行の指定、ライオンズクラブ各種大

会に派遣する代議員および補欠の指名と任命等々、その任務と権限は大きなものがあります。 

(3) 理事会と例会の関係 

例会などのクラブ会員による会合と理事会との関係は、「立法は会員の合意によって成され、行政は

理事会が執行する」ということになるでしょう。従って、既にクラブとして合意されている事柄は、

改めて承認を受ける必要はありませんが、新しく企画することは必ず会員の合意が必要であると考え

ておきましょう。クラブ内規なども、もちろん会員の合議事項です。 

しかし、突発的な緊急処理を要する事項は、タイミングを失うことのないよう、「誰しもが、正当と

考える通り」に理事会が執行しておけばよいでしょう。クラブ会員も事後報告で了承してくれるはず
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です。そのためには、会長をはじめ各役員は、日ごろから適用会則や慣例をよく勉強しておく必要が

あります。 

(4) 理事会と委員会の関係 

以上のように、理事会は重要な機関ですが、もともと事案を調査したり、資料を集めたり、文案を

まとめたりする仕事には向いていません。そこであらかじめ各委員会にそうしたことを付託し、その

答申をもって結論を出すようにしましょう。 

まず、各委員会での検討、委員会間の調整を経て理事会へ答申、理事会はそれを審議し、必要なも

のを例会へ提案して、クラブの最終決定とします。このやり方がクラブ運営の基本的なパターンです。

理事会は各委員会を充分活用し、「全員参加」の実をあげるように心得ましょう。 

(5) 準備理事会について 

準備理事会はクラブの次期役員が選出されると、次期会長によって開かれるもので、できるだけ早

く開いて年間計画などをあらかじめ立てておくようにしておくことが必要です。正式に役員に就任す

るまでは、準備理事会での取り決めは仮決議であり、クラブを拘束することはできませんが、就任後

の第1回理事会で正式に採択すればよいわけです。必ず準備理事会を早く開いて、次期の準備体制を

確立しておくようにしましょう。 

(6) クラブ理事の呼称について 

クラブでは通常、2 年間務める理事を「2 年理事」、1 年間のものを「1 年理事」と呼んでいます。

これがクラブ付則第2条2項に「本会則採用後の第1回選挙では、2年任期および1年任期の理事を

各半数ずつ選出する」とあるところから、このように呼ばれてきたものと思われます。 

ところが、新しいクラブ会員委員会制度の発足に伴い、クラブ付則第4条2項に「1年目委員、2

年目委員、3年目委員」の呼称が生まれました。また国際理事は、1年目の理事を「1年理事」、2年

目の理事を「2年理事」と一般的に呼称しています。このため理事会と会員委員会の1年、2年の呼

び方を統一しては、という意見が出ていました。 

しかし、クラブ理事に1年、2年の呼称を付しているのは、慣習上そうなっているに過ぎず、会則

上の根拠は見当たりません。従って1年、2年の呼称をやめ、全員「クラブ理事」と呼び、任期2年

間で、毎年半数改選するという解釈が正しいといえるでしょう。強いて「何年」という呼び方が必要

な場合、その時に限って、「2年任期の1年目の理事を1年理事、2年目の理事を2年理事」と呼ぶ

ことにします。 

336複合地区の統一見解 

1. クラブ理事は、「1 年理事」「2 年理事」の呼称をやめて、会員理事を除くすべての理事を「ク

ラブ理事」と呼ぶことにしているが、役員必携に沿った命名も妨げられない。 

2. 会員委員長は正規の理事会構成員で、特別任務を持つ理事として、プロトコールはクラブ理事

の筆頭とする。 
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① 【参考】クラブ役員構成表の記載例 

会長 前会長  

第一副会長 第二副会長 （第三副会長） 

幹事 会計  

ライオン・テーマー 

（設置は任意） 

テール・ツイスター 

（設置は任意） 
 

会員委員長 理事（2年目） 理事（1年目） 

 

② 【参考】 クラブ理事の呼称（複合地区会則委員長連絡会議の決定） 

日本では残任期間を基準として、今後2年間務める理事を2年理事、1年間務める理事を1

年理事としてきましたが、1994年4月27日開催の第 4回複合地区会則委員長連絡会議にお

いて、国際理事と同様に「1年目の理事を1年理事、2年目の理事を2年理事」と呼称するよ

う改められました。 

1989 年 6 月フロリダ・オーランドで開催の国際理事会において決定された「会員委員長」

は正規の理事会構成員となり、特別任務を持つ理事として、プロトコールは理事の筆頭となり

ます。 

(7) 理事会決議のみで執行できること 

① 人事 

・ 不在会員、優待会員、新会員（正会員・家族会員・学生会員・準会員・賛助会員・支部会員（ク

ラブ会則第11条2項）（クラブ付則第1条1項））、再入会員、転籍会員、退会会員の認否（ク

ラブ付則第1条当該各項，クラブ会則第3条2項） 

・ 会費滞納会員の進退（クラブ付則第1条7項，クラブ会則第3条3項） 

・ 会員除名の認否（クラブ会則第3条3項） 

・ 会長、第一・第二副会長と前会長、定足数を欠く理事補充を除く役員の欠員補充（クラブ付則

第2条10項） 

・ 引き続き会合または活動に参加しない会員の進退については、幹事がその氏名を理事会に提出

するまでに、クラブ付則第1条8項に基づき、規則正しい参加を励行するよう、クラブはあら

ゆる努力を尽くす 

② 財務 

・ 転籍会員、再入会員の入会金免除（クラブ付則第6条1項） 

・ 会費前納時期の認定（クラブ付則第6条2項） 

・ すべての支出に関する認否（クラブ会則第8条3項（b）） 

・ 用途を指定されていないドネーションの事業費または運営費繰り入れ（クラブ会則8条3項（i）） 

・ 資金を預金する銀行の指定（クラブ会則第8条3項（e）） 

・ その他資金の適正運用（クラブ会則第8条3項（d）（g）） 

・ 会計および執行について監査を受ける（クラブ会則第8条3項（d）） 

・ 一般的に認められた会計原則に基づいて、少なくとも2つの資金を別々に管理する（クラブ会

則第8条3項（i）） 
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・ テール・ツィスター（設置は任意）が課すファインの額を定める（クラブ付則第3条8項） 

③ 運営 

・ 新企画新施策の委員会付託並びに答申（クラブ会則第8条3項（a）） 

・ 特別会合、年次会合の日時場所の決定（クラブ付則第5条4項，5項） 

・ 指名会、選挙会の日時場所の決定（クラブ付則第2条4項，6項） 

・ 特別委員会設置の認否（クラブ付則第4条3項） 

・ クラブ役員の職務遂行処理の修正または取消（クラブ会則第8条3項（c）） 

・ クラブ支部の解散（親クラブ理事会構成員の 3 分の 2 の賛成を要す）（クラブ会則第 11 条 5

項） 

(8) 理事会で立案後、例会決議を要するもの 

・ 入会金、年間会費の決定（クラブ付則第6条） 

・ すべての新企画、新施策の承認（クラブ会則第8条3項（a）） 

・ 各大会派遣代議員および補欠の指名と任命（クラブ会則第9条3項） 

・ 定例会の開催日時、場所の決定（クラブ付則第5条3項） 

・ クラブ会則および付則の改正（クラブ会則第13条1項，クラブ付則第9条1項） 

・ 予算案（クラブ会則第8条3項（ｂ）） 

・ 決算書の承認 

・ 終身会員の推薦（クラブ付則第1条1項（e）） 

・ 名誉会員の入会承認（クラブ付則第1条1項（c）） 

・ クラブ支部の設置（クラブ会則第11条1項） 

 

 

4. 委員会 

(1) 常設委員会の設置（クラブ付則第4条 1項） 

クラブの常設委員会は、すべて会長の職権によって設置されます。 

クラブ付則第4条1項には、出席委員会など10種の運営委員会と、地域社会奉仕委員会など9種

の事業委員会があげられています。 

そのうち会長の意志によって、必要ないくつかの委員会を設置すればよいわけですが、運営委員会

と事業委員会の二つだけというのは極端に少なすぎ、それだけ理事会に負担がかかるわけで、もう少

し細分化した方がよいでしょう。（クラブ付則 別紙Cライオンズクラブの標準組織機構を参照） 

といって、列記された委員会全部を設置したのでは、委員会当たりの委員数が少なくなりすぎて、

これもまた運営上好ましくありません。 

そこで、「会則・接待・指導力委員会」のように、複数の委員会を組み合わせて一つの委員会とする

ような方法をとるのも一策です。あるいは、市民奉仕委員会の名称で、その委員会の任務の中に社会

奉仕、レクリエーション、地域奉仕などの任務を包含するという取り決めをあらかじめしておくこと

も一つの方法です。 
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(2) 常設委員会の構成員数 

委員会の構成員は3名から6名程度が適当とみられるので、自クラブの会員数に応じて委員会の数、

構成員の人数などを考える必要があります。 

いたずらに委員会の数を増やすことよりも、事業委員会の場合、その年度の重点目標に対応した委

員会を設置することの方が好ましいでしょう。要はクラブの実情に適した、実効のあがる委員会設置

を行うべきです。 

(3) 特別委員会の設置 

これらの常設委員会の他に、当面必要な問題処理のため、会長または理事会の判断により必要と思

われる特別委員会を設置することができます（クラブ付則第4条3項）。この場合、理事会の承認が

必要ですが、短期間で任務の終わることが前提条件となります。任務が終わり次第、特別委員会は解

散します。ただし、仕事の性格によっては、会長の任期を超えて存続することも可能です。 

事案によってですが、各委員長は口頭または文書をもって、毎月理事会に報告することが義務付け

られています。いずれの委員会も会長が割り当てた委員会を各副会長が分担して指導、管理すること

になっています。 

(4) その他 

会長は、どの委員会にも職権委員（Exofficio Member）として出席し、意見を述べる資格がありま

すが、委員会の決議には参加できません。副会長も、できるだけ担当の委員会に出席しますが、投票

には加わりません。 

各委員会の任務は、ライオンズ必携の「ライオンズクラブにおける常設委員会の任務の概要」に列

記されています。間違った解釈をしないよう注意しましょう。 

会員委員会については、第6章クラブ会員委員会（20頁～21頁）に詳細に記載してありますので、

ご参照下さい。 

 

 

5. あなたのクラブ、あなたのやり方で ！ 

2014年９月にライオンズクラブ国際協会 地区及びクラブ行政部より「あなたのクラブ、あなたのやり

方で！」という冊子が発行され、クラブに合った例会づくりの指針が出ました。 

「例会は、変えられます。クラブは、メンバーに最適なクラブ例会の形を自由に選ぶことができるので

す。いままでの伝統のほとんどは義務ではありません。」となっていますが、参考とされ、主権在クラブで

あることを念頭に置いた新しい例会の在り方を考える機会ととらえて戴きたいと思います。 

 


