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第4章 国際理事立候補の手続について 

(1) 国際理事の定数 

 国際理事の定数は 34 名で、うち東洋東南アジア・フィリピン諸島およびブルネイ（以下東洋・東

南アジア地域という）に6名（奇数年3名、偶数年3名）が割り当てられています。 

 国際理事会の構成員および選出地域を定めた国際会則第5条第3項（2001年改正された国際会則

では第4条第4項）は、1985年6月の第68回国際大会（ダラス）において、8地域を7地域とし、

国際理事選出数を28名から31名に増員されました。これにともない、奇数年1名、偶数年2名、

計3名であった東洋・東南アジア地域への割当も毎年2名、計4名に増えました。 

 この改正にそなえ、1985年6月5日、東洋・東南アジア地域の現・元国際理事、各複合地区ガバ

ナー協議会議長が、マニラにおいて協議し、向こう 10 年間の国際理事選出のローテーションを申し

合わせました。 

 その後、日本と台湾の間の調整による変更がありましたが、日本からは毎年1名、1988年と1992

年は2名が選出されることになりました。  

 1995年12月 香港で開催された第34回東洋・東南アジアフォーラムにおいて、1997年～2007

年までに選出される国際理事27名のうち、26名の選出国を申し合わせました。残り1名（2005年）

は今後のアジア情勢によって決定するとしました。その結果1999年と2003年は日本から2名の選

出となりました。 

 1996 年国際大会終了時より、国際第三副会長職の廃止に伴い、国際理事が 32 名となり東洋・東

南アジアよりの選出が奇数年2名、偶数年3名、計5名となりました。 

 また、1999年より、ボードアポインティが1名減り、国際理事は33名になりました。 

 2000年11月 韓国釜山で開催された第39回東洋・東南アジアフォーラムにおいて、2003～2005

年を香港とし、日本は2005～2007年に繰り下がる変更が申し合われました。この結果、日本から2

名の選出は2005年になりました。 

 2005年10月 仙台で開催された第44回東洋・東南アジアフォーラムにおいて、2008年～2016

年までに選出される国際理事23名のうち、22名の選出国を申し合わせました。残り1名（2016年）

は空欄とされ、その結果2011年と2015年は日本から2名の選出となりました。 

 2007年国際大会終了時より、国際理事数の再配分とボードアポインティ1名の削減により、国際

理事は34名になり、東洋・東南アジアより選出の理事数は奇数年3名、偶数年3名、計6名となり

ました。 

2007年10月 韓国テグで開催された第46回東洋・東南アジアフォーラムにおいて、2008年～

2022年までに選出される国際理事42名の選出国を申し合わせました。その結果、2019年も日本か

ら2名選出されることになりました。 

2015年6月の国際大会（ホノルル）において、国際理事会の構成を変更するべく、3年間かけて

米国を代表する理事を3人減らすとともに、ISAAMEを代表する理事を2人、またOSEALを代表

する理事を1人増やすことにより国際理事数の再配分を行う改正案が可決しました。これにともない、

東洋・東南アジア地域への割当は、2016～2017年度より、奇数年 4名、偶数年 3名に増えること

になります。 
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(2) 国際理事候補者の資格 

 国際理事候補者の資格は国際付則第2条第3項において、次のように定められています。 

（a） 国際理事の候補者は： 

（1） グッド・スタンディングのライオンズクラブのグッド・スタンディングの正会員で

あり、 

（2） （a）本協会の正地区の地区ガバナーを全期又は過半の期間を務めたか、務め終えよ

うとしている者であるか、又は 

（b）①任期中又はその後にグッド・スタンディングのクラブ数が 20 に達したか、

又は正地区に昇格した暫定地区、あるいは②10年間以上暫定地区である暫定地区に

おいて、地区ガバナー又は暫定地区ガバナーを全期又は過半の期間務めた者で、 

（3） 所属地区（単一、準、複合）大会で推薦を得ていること。但し、単一地区又は準地

区の大会が候補者を推薦することができるのは、かかる推薦を行う時に、単一地区

又は準地区が国際付則第8条2項の規定する地区の最低条件を満たしている場合に

限る。 

（4） 本付則又は会則の規定通りに、所属地区（単一、準、複合）の推薦証明を得た者で

なければならない。 

(3) 候補者の推薦および証明 

 国際理事候補者の推薦と証明の方法については、国際付則第2条第4項において次のように定めら

れています。 

（a） 空席が生じて本付則又は会則の規定の下に役職が補充される場合（この場合の立候補には推

薦も推薦証明も必要としない）を除き、それぞれ該当する単一地区キャビネットまたは準地

区キャビネットあるいは準地区キャビネット及び複合地区協議会の議長及び幹事は、国際本

部から提供される用紙を使って、地区ガバナー以外のすべての国際役員候補者の推薦を証明

しなければならない。 

この推薦証明書は、国際理事候補者の場合には、推薦された候補者に対して投票が行われる

国際大会開催日の30日前までに、第三副会長候補者の場合には90日前までに国際本部に到

着していなければならない。ファックス又は電子メールで推薦証明を通知することができる

が、ファックス又は電子メール送信後3日以内に推薦証明書を送付して、証明を確認しなけ

ればならない。そのような推薦証明書が提出され国際本部で受領されない限り、推薦は有効

にならない。 

どの推薦も、本付則又は会則の下にその会員が他の条件でも選出される資格を持つ、その推

薦に続く2回の国際大会のためだけに有効である。推薦が有効である期間、（ⅰ）推薦撤回は

できないし、（ⅱ）他の推薦は無効であり、（ⅲ）死亡、資格喪失、立候補取消しが起こった

場合には推薦決議は無効になる。推薦の有効期間中には、これ以上の推薦証明は必要ではな

い。 

すべての推薦は、1回目か2回目を問わず、国際役員立候補の意志を公表する時期及び方法

が単一地区又は複合地区の会則及び付則に定められていれば、それに従っていなければなら
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ない。複合地区大会で推薦を求める候補者はいかなる者も、まず候補者が所属する準地区の

推薦を確保しなければならない。 

（b） 推薦証明書には一つの役職を明記しなければならない。いかなる候補者も、その推薦証明書

が指定する役職以外の役職に立候補することはできない。いかなる地区（単一、準、及び複

合）においても、国際理事会の複数の役職に対する推薦が同時に存在することがあってはな

らない。 

 

なお、上記国際会則・付則の条項に基づき、日本の8複合地区では、国際理事立候補者推薦手続規

則を設けています。 

 

国際理事立候補者推薦手続規則 

第1章 準地区および複合地区大会の推薦 

1. 資 格 

国際理事立候補者の資格は国際会則および付則の定めるところによる。 

2. 意思表示 

国際理事立候補の意思表示は、有資格者である本人から、所属クラブ経由地区ガバナーあてに所

定の文書をもって行われるものとする。 

3. 届 出 

立候補者の所属するクラブは、選挙の行われる国際年次大会が開催される前年度あるいは不測の

事態のため必要になった場合は当年度の 1月 31日までに、本人の立候補届出書および履歴書な

どを地区ガバナーに提出する。 

4. 地区ガバナー 

地区ガバナーはその立候補者の資格が適格であることを確認し、これを準地区の年次大会に提出

して推薦を求め、推薦書をガバナー協議会議長に提出する。 

5. ガバナー協議会議長 

推薦書の提出を受けたガバナー協議会議長は、これを複合地区年次大会に提出して、推薦を求め

る。 

6. 周 知 

地区ガバナーおよびガバナー協議会議長は、それぞれ準地区および複合地区年次大会に先立ち、

立候補者の氏名、履歴、所信その他必要な事項を大会議案書に掲載するなど適当な方法をもって

事前に代議員および全会員に周知させなければならない。 

7. 推薦方法 

準地区および複合地区年次大会における立候補者の推薦は、無記名投票によるものとし、出席し、

投票した代議員の有効票数の過半数得票者を推薦する。 

ただし、いずれの立候補者も過半数に満たない場合は同日に上位2名で再度投票を行う。 

複合地区で推薦を得るには、まず所属準地区の推薦を得なければならない。 

8. 国際本部への届出 

推薦が行われた場合、地区ガバナーおよびキャビネット幹事、並びにガバナー協議会議長および
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幹事は、準地区および複合地区の推薦証明書を、選挙の行われる国際年次大会開会の30日前まで

に国際本部に到着するよう提出しなければならない。ただし、投票人による選挙が予想される状

況においては投票結果が出るまで、推薦証明書の提出を差し控えるのが望ましい。 

9. 国際理事候補者選挙管理委員会への推薦要求 

準地区および複合地区年次大会において推薦を受けた候補者は本規則の、国際理事候補者選挙管

理委員会の推薦を求めることができる。 

 

第2章 国際理事候補者選挙管理委員会 

1. 名 称 

本組織の名称を国際理事候補者選挙管理委員会（以下選挙管理委員会という）とする。 

2. 目 的  

国際大会の選挙において330～337複合地区からの国際理事が円滑に選出されるために、定員数

の候補者を選出することを目的とする。 

3. 構 成 

選挙管理委員会は330～337複合地区のガバナー協議会によって任命されたそれぞれ1名の委員

をもって構成する。ただし、国際理事候補者およびその支援に関する責任者を除くものとする。 

4. 推薦要望書の提出 

（1） 第1章9項による本選挙管理委員会の推薦を希望する候補者は、選挙の行われる国際年

次大会と同一年度の 7 月 31 日までに、推薦要望書をガバナー協議会議長経由で選挙管

理委員会に提出しなければならない。 

（2） 推薦要望書には、次の書類が含まれていなければならない。 

(a) 候補者の氏名、履歴、所信 

(b) 所属する地区および複合地区年次大会の決議書 

(c) クラブ会長、地区ガバナー、ガバナー協議会議長の推薦書 

5. 選挙管理委員会 

（1） 推薦を希望する候補者がある場合、選挙管理委員会は選挙の行われる国際年次大会と同

一年度の 8月 10日までに、ガバナー協議会議長連絡会議の決める日時・場所で会合を

開き、委員長を互選し、投票要領を決定する。 

（2） 選挙管理委員会の会合は、委員長が必要と認めたときまたは委員の過半数が要請したと

きに開催することができる。 

6. 投票人 

投票人は、現・元国際協会役員および現・元キャビネット構成員のうちから、各複合地区ガバナ

ー協議会によって選任されるものとする。その数は、各複合地区からそれぞれ 50 名、並びに前

年度末の複合地区の会員数 300名ごと、およびその端数151名以上について1名とする。選挙

管理委員会の委員は投票人になることはできない。 

7. 選挙管理委員会の選挙による推薦 

（1） 選挙管理委員会は 8 月 31 日までにすべての投票人に対して、すべての推薦希望者の氏

名、履歴、所信などを公平に公表し、9月30日までに文書による推薦投票を求めなけれ

ばならない。 

（2） 推薦投票は無記名によるものとし、最高得票者をもって、選挙管理委員会の推薦候補者
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とする。ただし、日本に2名の割り当てが合意された年度は、上位2名を選挙管理委員

会の推薦候補者とする。 

（3） 推薦候補者が死亡した場合または推薦辞退届が書面で提出された場合は、次位得票者を

もって推薦候補者とする。 

（4） 推薦を希望する候補者が定員を上回らない場合は、投票人による選挙を省略して、選挙

管理委員会の推薦候補者とする。 

8. 諸経費 

（1） 選挙管理委員会出席のために費用は、プール制によって各複合地区が負担する。 

（2） 選挙管理委員会の会場費、事務費などは日本ライオンズ連絡事務所の経費をもって充当

する。 

（3） 推薦投票にかかる費用は、推薦を希望する候補者または複合地区が均等に負担する。 

 

第3章 改正その他 

1. 本規則の改正、廃棄には複合地区年次大会に出席し、投票した代議員の過半数の賛成投票を要す

る。 

2. 本規則は、330～337すべての複合地区年次大会の決議を得た後実施する。 

3. 本規則は、2003年以降の国際理事候補者を推薦するために2002年7月1日から実施する。 

 

 

国際第三副会長立候補者推薦手続規則 

第1章 準地区および複合地区大会の推薦 

1. 資格 

国際第三副会長立候補者の資格は国際会則および付則の定めるところによる。 

2. 意思表示 

国際第三副会長立候補の意思表示は、有資格者である本人から、所属クラブ経由地区ガバナーあ

てに所定の文書をもって行われるものとする。 

3. 届出 

立候補者の所属するクラブは、選挙の行われる国際年次大会が開催される前年度の 1月 31日ま

でに、本人の立候補届出書および履歴書などを地区ガバナーに提出する。 

4. 地区ガバナー 

地区ガバナーはその立候補者の資格が適格であることを確認し、これを準地区の年次大会に提出

して推薦を求め、推薦書をガバナー協議会議長に提出する。 

5. ガバナー協議会議長 

推薦書の提出を受けたガバナー協議会議長は、これを複合地区年次大会に提出して推薦を求める。 

6. 周知 

地区ガバナーおよびガバナー協議会議長は、それぞれ準地区および複合地区年次大会に先立ち、

立候補者の氏名、履歴、所信その他必要な事項を大会議案書に掲載するなど適当な方法をもって

事前に代議員および全会員に周知させなければならない。 
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7. 推薦方法 

準地区および複合地区年次大会における立候補者の推薦は、無記名投票によるものとし、出席し、

投票した代議員の有効票数の過半数得票者を推薦する。 

ただし、いずれの立候補者も過半数に満たない場合は同日に上位2名で再度投票を行う。 

複合地区で推薦を得るには、まず所属準地区の推薦を得なければならない。 

8. 国際本部への届出 

推薦が行われた場合、地区ガバナーおよびキャビネット幹事、並びにガバナー協議会議長および

幹事は、準地区および複合地区の推薦証明書を、選挙の行われる国際年次大会開会の 90 日前ま

でに国際本部に到着するよう提出しなければならない。ただし、投票人による投票が予想される

状況においては投票結果が出るまで、推薦証明書の提出を差し控えるのが望ましい。 

9. 国際第三副会長候補者選挙管理委員会への推薦要求 

準地区および複合地区年次大会において推薦を受けた候補者は本規則の国際第三副会長候補者選

挙管理委員会の推薦を求めることができる。 

 

第2章 国際第三副会長候補者選挙管理委員会 

1. 名称 

本組織の名称を国際第三副会長候補者選挙管理委員会（以下選挙管理委員会という）とする。 

2. 目的 

国際大会の選挙において 330～337 複合地区からの国際第三副会長が円滑に選出されるために、

1名の候補者を選出することを目的とする。 

3. 構成 

選挙管理委員会は330～337複合地区のガバナー協議会によって任命されたそれぞれ1名の委員

をもって構成する。ただし、国際第三副会長候補者およびその支援に関する責任者を除くものと

する。 

4. 推薦要望書の提出 

（1） 第1章9項による本選挙管理委員会の推薦を希望する候補者は、選挙の行われる国際年

次大会と同一年度の 7 月 31 日までに、推薦要望書をガバナー協議会議長経由で選挙管

理委員会に提出しなければならない。 

（2） 推薦要望書には、次の書類が含まれていなければならない。 

(a) 候補者の氏名、履歴、所信 

(b)  所属する地区および複合地区年次大会の決議書 

(c) クラブ会長、地区ガバナー、ガバナー協議会議長の推薦書 

5. 選挙管理委員会 

（1） 推薦を希望する候補者がある場合、選挙管理委員会は選挙の行われる国際年次大会と同

一年度の 8月 10日までに、ガバナー協議会議長連絡会議の決める日時・場所で会合を

開き、委員長を互選し、投票要領を決定する。 

（2） 選挙管理委員会の会合は、委員長が必要と認めたときまたは委員の過半数が要請したと

きに開催することができる。 

（3） 当委員会は、国際第三副会長候補者を選出する状況が生じた年度のみ設置するものとす

る。 
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6. 投票人 

投票人は、現・元国際協会役員および現・元キャビネット構成員のうちから、各複合地区ガバナ

ー協議会によって選任されるものとする。その数は、各複合地区からそれぞれ 50 名、並びに前

年度末の会員数300名ごと、およびその端数151名以上について1名とする。選挙管理委員会

の委員は投票人になることはできない。 

7. 選挙管理委員会の選挙による推薦 

（1） 選挙管理委員会は 8 月 31 日までにすべての投票人に対して、すべての推薦希望者の氏

名、履歴、所信などを公平に公表し、9月30日までに文書による推薦投票を求めなけれ

ばならない。 

（2） 推薦投票は無記名によるものとし、有効投票数の過半数得票者をもって、選挙管理委員

会の推薦候補者とする。 

（3） 推薦候補者が死亡した場合または推薦辞退届が書面で提出された場合は、当年度の推薦

は取りやめる。 

（4） 推薦を希望する候補者が1名の場合でも、投票人による選挙を行うものとする。 

8. 諸経費 

（1） 選挙管理委員会出席のための費用は、プール制によって各複合地区が負担する。 

（2） 選挙管理委員会の会場費、事務費などは日本ライオンズ連絡事務所の経費を持って充当

する。 

（3） 推薦投票にかかる費用は、推薦を希望する候補者または複合地区が均等に負担する。 

 

第3章 改正その他 

1. 本規則の改正、廃棄には複合地区年次大会に出席し、投票した代議員の過半数の賛成投票を要す

る。 

2. 本規則は、330～337すべての複合地区年次大会の決議を得た後実施する。 

3. 本規則は、2003年以降の国際第2副会長候補者を推薦するために2002年7月1日から実施す

る。 
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（2015年8月4日現在） 

2008～2022年国際理事ローテーション合意 
2008～2022 International Director’s Rotation Agreement 

氏名の* 印は故人。 

 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 

1988  
  

 
 

 
Japan 

相澤春吉* 
Japan 

岡元大三* 
 1989 

Japan 
篠田博正* 

Korea 
Min-Koo Kang* 

 1990 
MD308 

Douglas K. K. Lee 
Japan 

米島 忍* 
 1991 

Japan 
菊地伸治 

MD300 Taiwan 
Blacker Sia 

 1992 
Japan 

土屋呂武* 
Japan 

山口雄司* 
 1993 

Japan 
名越 勉 

Korea 
Dr. Tae-Sup Lee 

 1994 
Philippines 

Vic Cheng Yong 
Japan 

松原文彌* 
 1995 

Japan 
福井正憲 

MD300 Taiwan 
Yu-Su Hsu* 

 1996 
Korea 

Jung-Yeol Choi 
Japan 

吉田憲史 
Hong Kong, Macau 

Paul Fan 
1997 

Japan 
大野泰一* 

MD308 
Peter Y. S. Fu* 

 1998 
Japan 

大野元昭* 
Korea 

IL-Yun Kim 

MD300 Taiwan 
Dr. Maw-Hsiung 

Wang 
1999 

Japan 
藤井基博 

Japan 
竹内淳一 

 2000 
Japan 

団 忠夫* 
Korea 

Chang-Jin Song 

Thailand 
Vuthi 

Boonnikornvoravith 
2001 

Japan 
麻生貞市* 

Philippines 
Gen. Pedro R. 
Balbanero* 

 2002 
Japan 

矢部四郎*→亀井良次 

Korea 
Shi-Wook Lee 

MD300 Taiwan 
Ching-Li Lee 

2003 
Japan 

大久保彦 
Hong Kong, Macau 
Dr. Wing-Kun Tam 

 2004 
Japan 

石橋幹雄* 
Korea 

Kee-Jung Woo 
Thailand 

Somsakdi Lovisuth 
2005 

Japan 
伏見 龍 

Japan 
山田實紘 

 2006 
Japan 

谷野 徹 
Korea 

Sung-Gyun Choi  
MD300 Taiwan 
Pei-Jen Chen     

2007 
Japan 

後藤隆一 
Japan 

重松良次*→栢森新治 
 2008 

Japan 
杉本忠夫 

Korea 
Kwang-Soo Jang 

MD308 
Hjh. Ellis Suriyati 2009 

Japan 
不老安正 

Korea 
Byeong-Deok Kim 

Philippines 
Michael S. So 

2010 
Japan 

山浦晟暉 
Korea 

Sang-Do Lee 
MD300 Taiwan 
Ta-Lung Chiang 

2011 
Japan 

高田順一 
Japan 

秦 従道* 

Thailand 
Pongsak “PK” 
Kedsawadevong 

2012 
Japan 

武久一郎* 

Korea 
Dr. Tae-Young 

Kim  

MD300 Taiwan 
Chang Jui-Tai 

2013 
Japan 

清水英徳 
Korea 

Byung-Gi Kim 
China 

Teresa Mann 
2014 

Japan 
西川義規 

Korea 
Dr. Joong-Ho Son 

MD308 
Charlie Chan 

2015 
Japan 

安井克之 
Japan 

佐藤宜之 
Korea 

Eun-Seok Chung 
2016 

Japan 
中村泰久 

候補 

Korea 
 

MD300 Taiwan 
 

2017 
Japan 

W  
Korea 

 
Philippines 

 
2018 

Japan 
 

Korea 
 

MD300 Taiwan 
 

2019 
Japan 

 
Japan 

 
Thailand 

 
2020 

Japan 
 

Korea 
 

Korea 
 2021 

Japan 
 

MD308 
 

MD300 Taiwan 
 2022 

   
2023    

      
注： 1. 2005年10月仙台フォーラムのコーカスで、上記「2008～2016」年に選出される国際理事23名のうち22名の選出国が、テーサ

ップ・リー元国際会長から提示された。 「2016-2018（5th）」は空欄。 
2. 2002年1月第4回議長連絡会議で、2002年以降日本の理事を東（E）西（W）で交互に、均等に選出することが明確にされた。

また、2002年から（2007年選出までの）日本のEWのMD構成を次の通りとすることが確認された。 
E（東日本）－ＭＤ330，331，332，333   W（西日本）－ＭＤ334，335，336，337 

3. 2006年11月第5回議長連絡会議で、2008年から2016年までに選出される日本の理事を、EWに割当することを申し合わせた。 
4. 2007年7月6日、シカゴ国際大会で国際会則第4条4項が改正され、2009年国際大会より東洋東南アジアの選出国際理事定数は

2名から3名へと1名増員された。したがって、東洋東南アジアの国際理事は、2009年以降毎年3名が選出され6名となる。 
5. 2007年10月韓国テグ・フォーラムのコーカスで、上記「2008-2022」年に選出される国際理事42名の選出国が提案され、ロー

テーションが合意された。選出国の国際理事数は、会員数比率を念頭に配分されたものである。 
日本17席（40％）、韓国12席（29％）、MD300台湾5席（12.9％）、フィリピン2席（4.8％）、タイ2席（4.8％）、 
MD308（マレーシア、ブルネイ、シンガポール）3席（7％）、中国（香港、マカオ含む）1席（2.3％） 

6. 2011年11月臨時議長連絡会議で、2014-2017日本の東西MDのローテーションを確認した。 
7. 2015年1月第7回議長連絡会議で、2017-2019年日本のローテーションはWとすることを確認した。 
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「国際役員立候補者資格と手続の規則」について 

国際本部よりの指示 

（2014年12月付 法律部長エイミーJ. ペーニャからの各地区ガバナー宛の文書） 

 

国際会則付則によりますと、本件は次の通りとなります。 

 

国際付則第2条第2（a）項 

  第二副会長立候補の資格。 

（a） 国際第二副会長立候補者は： 

（1） グッド・スタンディングのクラブのグッド・スタンディングの正会員であり、 

（2） 選挙又は任命により国際理事としての任期を満了したか満了を控えている者で、 

（3） 所属地区（単一、準、複合）の大会で推薦を得ていること。但し、単一地区又は準

地区の大会が候補者を推薦することができるのは、かかる推薦を行う時に、単一地

区又は準地区が国際付則第8条2項の規定する地区の最低条件を満たしている場合

に限る。 

（4） 本付則または会則の規定通りに、所属地区（単一、準、複合）の推薦証明を得た者

でなければならない。この推薦証明は、同候補者が第二副会長に選出された場合に

は、本協会の更に上位の役職に就く場合の推薦証明ともみなされる。 

国際付則第2条第3項 

   国際理事立候補の資格。国際理事の立候補者は： 

（a） グッド・スタンディングのライオンズクラブに所属するグッド・スタンディング正会員

であり、 

 （b）（1）  本協会の正地区の地区ガバナーを全期又は過半の期間務めたか、務め終えようとし

ている者であるか、又は 

（2） ①任期中又はその後にグッド・スタンディングのクラブ数が20に達したか又は正地

区に昇格した暫定地区、あるいは②10 年間以上暫定地区である暫定地区において、地区

ガバナー又は暫定地区ガバナーを全期又は過半の期間務めた者で、 

（c） 所属地区（単一、準、複合）大会で推薦を得ていること。但し、単一地区又は準地区の

大会が候補者を推薦することができるのは、かかる推薦を行う時に、単一地区又は準地

区が国際付則第8条2項の規定する地区の最低条件を満たしている場合に限る。 

（d） 本付則又は会則の規定通りに、所属地区（単一、準、複合）の推薦証明を得た者でなけ

ればならない。 

国際付則第9条第4項 

   地区ガバナー立候補の資格。地区ガバナーの立候補者は、 

（a） 所属単一地区又は準地区内グッド・スタンディングの正ライオンズクラブのグッドスタ

ンディングの正会員であり、 

（b） 所属クラブの推薦、あるいは所属単一地区又は準地区内過半数のクラブの推薦を受け、 

（c） 現在、所属地区の副地区ガバナーを務めている者でなければならない。 
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（d） 現副地区ガバナーが地区ガバナーに立候補しない場合にのみ、あるいは地区大会の際に

副地区ガバナー職が空席である場合にのみ、本付則又は会則に定められている通りに副

地区ガバナーの条件を満たしており、現在地区キャビネット構成員として追加に 1年務

めているか既に務めたクラブ会員は誰でも、上記（c）項の条件を満たしている。 

国際付則第2条第4項 

候補者推薦および推薦証明。 

（a）  空席が生じて本付則又は会則の規定の下に役職が補充される場合（この場合の立候補には

推薦も推薦証明も必要としない）を除き、それぞれ該当する単一地区キャビネットあるい

は準地区キャビネット及び複合地区協議会の議長及び幹事は、国際本部から提供される用

紙を使って、地区ガバナー以外のすべての国際役員候補者の推薦を証明しなければならな

い。この推薦証明書は、国際理事候補者の場合には、推薦された候補者に対して投票が行

われる国際大会開催日の 30 日前までに、第二副会長候補者の場合には 90 日前までに、

国際本部に到着していなければならない。ファックス又は電子メールで推薦証明を通知す

ることができるが、ファックス又は電子メール送信後3日以内に推薦証明書を送付して、

証明を確認しなければならない。そのような推薦証明書が提出され国際本部で受領されな

い限り、推薦は有効にならない。 

どの推薦も、その推薦に続いて、本付則又は会則の下に会員が他の条件でも選挙され

る資格を持つ2回の国際大会のためだけに有効である。推薦が有効である期間、（ⅰ）推

薦撤回はできないし、（ⅱ）他の推薦は無効であり、（ⅲ）死亡、資格喪失、立候補取消し

が起こった場合には推薦決議は無効になる。推薦の有効期間中には、これ以上の推薦証明

は必要ではない。 

すべての推薦は、1 回目か 2 回目を問わず、国際役員立候補の意志を公表する時期及

び方法が単一地区又は複合地区の会則及び付則に定められていれば、それに従っていなけ

ればならない。複合地区大会で推薦を求める候補者はいかなる者も、まず候補者が所属す

る準地区の推薦を確保しなければならない。 

（b） 推薦証明書には一つの役職を明記しなければならない。いかなる候補者も、その推薦証明

書が指定する役職以外の役職に立候補することはできない。いかなる地区（単一、準、複

合）においても、国際理事会の複数の役職に対する推薦が同時に存在することがあっては

ならない。 

国際付則第2条第5（a）項 

  代表権。 

（a） アメリカ合衆国及びカナダにクラブがある地区（単一、準、複合）から一人の理事を選出

することができる。この場合候補者の選択により、アメリカ合衆国から出る14人の理事の

うちの一人又はカナダからの一人の理事とみなされる。この選択については、推薦された

候補者に対して投票が行われる国際大会開会日の 30 日前までに推薦証明書を国際本部に

提出しなければならないという本付則又は会則に従って推薦証明書を提出する時までに文

書で国際本部に表明しなければならず、それが投票用紙に記載される。 

以上、貴地区（単一、準、及び複合）におけるこれらの各役職への立候補見込み者に十分な助言が

できるよう、候補者の資格についての規定を引用しましたが、特に下記の条件にご注意ください。 
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1. 第二副会長又は国際理事…候補者が複合地区（単一地区の場合も同じ手順であるが、地区の推薦

のみを必要とする）に属するクラブの会員である場合は、 

(a)  所属準地区大会での推薦と所属複合地区大会での推薦の両方を得なければならない。複合地

区大会で推薦を求める候補者は、まず自分の所属準地区の推薦を確保しなければならない。

複合地区大会中に開かれる準地区「集会」は、「大会」とみなされる。 

(b)  上記の推薦を証明する推薦証明書を、2通確保しなければならない。 

(1)  1通は、所属準地区の大会で第二副会長又は国際理事の候補者として推薦されたことを

証明する地区ガバナー及びキャビネット幹事の署名入りの推薦証明書で、同大会の開

催日と開催地が記されている。 

(2)  1 通は、所属複合地区の大会で国際理事に推薦されたことを証明する複合地区協議会

議長および幹事の署名入りの推薦証明書で、同大会の開催日と開催地が記されている。 

（推薦証明用紙は、ここに添付されています） 

(c)  (b)項に記述されている推薦証明書は、第二副会長候補者の場合には候補者が立候補する国際

大会の開会 90 日前までに、また国際理事候補者の場合には 30 日前までに、国際本部に到

着していなければならない。 

2.  地区ガバナー…所属クラブの推薦、あるいは所属単一又は準地区内過半数のクラブの推薦を得な

ければならない。 

 

以上の条件及び手続き法を貴地区の国際役員立候補者にお知らせくださるよう、お願い申し上げま

す。ご質問がありましたら、ご遠慮なくご連絡ください。 

 

法律部々長    エイミーJ. ペーニャ 
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ライオンズクラブ国際協会 

法律顧問 エイミー・ペーニャ 殿 

 

次の通り証明いたします。 

 

候補者氏名（ふりがな）                                   

 

候補者住所（ふりがな）                                   

 

候補者署名                                         

 

電話番号/FAX/Ｅメールアドレス                               

 

準地区証明 

上記の者は、    年    月    日に 

                で開催された 

      地区の準地区大会において、 

  （   ）国際理事 

  （   ）第二副会長 

  （   ）第三副会長 

の候補者として代議員の推薦を受け、20    年 

の国際大会での選挙に立候補します。 

署名年月日                 

地区ガバナー署名              

氏名（楷書）                

住所                    

                      

キャビネット幹事署名            

氏名（楷書）                

複合地区証明 

上記の者は、    年    月    日に 

                で開催された 

      複合地区の複合地区大会において、 

  （   ）国際理事 

  （   ）第二副会長 

  （   ）第三副会長 

の候補者として代議員の推薦を受け、20    年 

の国際大会での選挙に立候補します。 

署名年月日                 

協議会議長署名               

氏名（楷書）                

住所                    

                      

協議会幹事署名               

氏名（楷書）                

準地区証明は現職の地区ガバナーとキャビネット幹事の両者、複合地区証明は現職の協議会議長と協

議会幹事の両者が署名をしなければなりません。また、署名時に必ず日付を書き入れる必要がありま

す。 

 


