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第1章 地区ガバナー･キャビネット 
 地区ガバナーは、地区年次大会において選出され、その年度の国際大会閉会時に正式に就任します。

選出されてから就任するまでの間は地区ガバナーエレクトと呼ばれます。 

 就任と同時にフル回転するためできるだけ事前の準備を整えておく必要があります。事前の準備が

早ければ早いだけ、任期に入ってからの仕事がスムーズに進められます。 

 特に自分と任期を共にするキャビネット構成員の人事。キャビネット事務局開設などは副地区ガバ

ナーの任期中に構想をまとめておきましょう。 

(1) キャビネット組織の際の留意事項 

1. 地区ガバナーは就任するまでに、できるだけ早く次期地区ガバナー･キャビネット（以下キャビネ

ットという）を組織しておきます。キャビネットは複合地区会則第 17 条の「キャビネット構成

員」によって組織されます。 

2. 複合地区会則第16条「地区ガバナー･キャビネット」の1．に「キャビネット構成員は地区役員

となる」とあります。なおリジョン・チェアパーソンは地区ガバナーが自己の任期中に任命する

かどうか定める権限を持ち、任命されなかった場合は空席となります。 

3. 前地区ガバナーと第 1・第2副地区ガバナー以外の地区役員は地区ガバナーによって任命されま

すが、その人選は、地区ガバナーの任務遂行に大きく影響しますので、適材を選んで、自ら納得

のゆく配置を行う必要があります。 

4. 地区役員は地区内のグッド･スタンディングのクラブのグッド･スタンディングの会員でなければ

なりません。 

5. 地区役員に欠員が生じた場合、地区ガバナーは、前地区ガバナーと第1・第 2副地区ガバナーの

場合を除いて、その役職の残任期間の後任者を任命します。 

6. 地区役員は、その地区内のクラブ会員でなくなった場合、その任期は停止され、地区ガバナーは

後任者を任命します。リジョン･チェアパーソンはそのリジョン内の、ゾーン･チェアパーソンは

そのゾーン内のクラブ会員でなくなった場合、同様な措置が取られます。 

7. 地区委員は地区役員ではありませんが、地区役員の人選と合せて内定しておく必要があります。 

8. 地区のいかなる役員･委員にも給与を支給してはなりません。 

(2) 336 -   地区キャビネット事務局規定の例 

第1条 名  称 

この事務局の名称を、336-  地区キャビネット事務局（以下事務局という）とする。 

第2条 目  的 

336-  地区のキャビネットの業務を処理し、キャビネットの円滑な運営を図る。 

第3条 業  務 

1. 国際本部、日本ライオンズ連絡事務所、複合地区、他の準地区等との連絡報告に関す

る事項 

2. 地区内クラブの運営に関する事項 
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3. キャビネット会議に関する事項 

4. 地区内各種セミナー、各種会議に関する事項 

5. 各種委員会活動に関する事項 

6. 各種経費事務に関する事項 

7. 地区ニュースレターの発行に関する事項 

8. 地区年次大会に関する事項（大会議案整理、議事報告書の作成等） 

9. 各種資料の継続的整理、保存 

10. 国際大会、東洋東南アジアフォーラムに関する事項 

11. 地区役員に関する事項 

12. その他キャビネット会議またはキャビネット幹事が指示した事項 

第4条 管  理 

事務局の管理運営は地区ガバナーの指示によりキャビネット幹事が行う。 

その際事務局運営委員長の意見を聞くこととする。 

第5条 人  事 

事務局員の任免はガバナーの了承の下にキャビネット幹事が行う。 

（１） 雇用 

次期キャビネット事務局の雇用は、地区ガバナー・エレクトが地区年次大会終了後１ヶ

月以内に行う。 

（２） 雇用の期間 

事務局員の雇用期間は地区ガバナーの任期終了までとする。 

尚、再雇用については地区ガバナー、地区ガバナー・エレクト協議の上これを定める。 

第6条 経  費 

事務局運営のために必要な経費は、地区会費により賄われる。 

第7条 改  正 

本規定の改正は、キャビネット会議の決定による。 

第8条 施  行 

本規定は      年     月     日制定し、施行する。 

(3) キャビネット事務局長の報酬支弁について 

クラブ会員をキャビネット事務局長に起用した場合、報酬の支給が可能かどうか、不明確でした。

ところが、キャビネット事務局固定化の気運と共に、ライオンズ知識を持つ有能なクラブ会員の事務

局長としての継続的常駐が求められ、この問題の対応が急がれるようになりました。 

そこで、国際本部の正式見解をもとめたところ、キャビネット事務局長にクラブ会員が任命された

場合でも「適切な報酬並びに必要経費を地区から受けることができる」旨の見解が示されました。ま

た、「特別な手続きはない」としながらも、「地区キャビネット事務局の雇用者として、複合地区会則

に定義されるべきである」と付記されていました。 

 日本の場合、複合地区会則は8複合地区共通のもので、本件に関する各地区の事情が異なり、早急

な会則改正は困難と思われます。 

 そこで、当複合地区では、各準地区で複合地区会則に代わる地区規定を設け、キャビネット事務局
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長の任務と報酬の支弁を明確にするよう対応することにしました。 

(4) キャビネット事務局長の任務に関する規定（一例） 

1. キャビネット事務局長は、複合地区会則第 23 条により設置されるキャビネット事務局の事務処

理責任者となる。 

（１） キャビネット事務局長の選任は、地区ガバナー・エレクトが地区年次大会終了後１ヶ月

以内に行う。 

（２） キャビネット事務局長の選任期間は、地区ガバナーの任期終了までとする。 

尚、再任については地区ガバナー、地区ガバナー・エレクト協議の上これを定める。 

2. キャビネット事務局長は地区ガバナーの監督の下に、事務局職員を指揮して、キャビネット事務

局の日常業務を行う。 

3. キャビネット事務局長の勤務に関しては、キャビネット幹事が掌握し、必要な許可を与える。 

4. キャビネット事務局長に対しては、ライオンズクラブ会員であると否とにかかわらず、適当な報

酬並びに必要経費を地区より支弁することができる。その額は地区ガバナーが決定する。 

5. 上記はキャビネット会議の議決をもって、制定、改廃することができる。 

年   月   日制定 

以 上 

(5) 国際本部への質問状とその回答 

 

TO:  Ms.Chieko Colvis,Manager 

Pacific-Asian Department 

FAX  NO: 708-571-8890 

FROM:  Atsuo FURUYA,336 Counsil Chairman 

FAX  NO: 086-243-0495 

DATE:  12-12-1995 

MASSAGE: 

 役員の報酬についてお尋ねします。 

 国際協会役員については、国際会則第4条第9項（現行第5条8項）に定められており、クラ

ブ役員については、クラブ会則第7条C項（現行は付則第8条5項）に定められております。し

かし、日本の複合地区会則には何ら定められておりません。 

 今回お尋ねしたいのは、準地区内のクラブ会員が日本の複合地区会則第23条により設置される

キャビネット事務局の事務局長として勤務する時、その報酬並びに必要経費を地区として支弁する

ことができるかどうか。また、支弁することができる場合、何らかの手続きが必要かどうかの 2

点です。 

 よろしくお願いします。 

 尚、ご回答は下記へお願いします。 

 

ライオンズクラブ国際協会 

336複合地区ガバナー協議会事務局 

FAX（086）234-0495 
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(6) 地区ガバナー･キャビネット構成員とその任務 

1. 地区ガバナー･キャビネットは地区内のライオニズム発展に関係する地区運営の方針を決定し、そ

の実行に当たって、地区ガバナーを補佐する機関です。キャビネット会議では、複合地区会則第

16条3に定められた者のみに投票権が与えられます。 

2. キャビネット構成員は複合地区会則第17条に定められている次のメンバーです。 

（a） 地区ガバナー 

（b） 前地区ガバナー 

（c） 第1副地区ガバナー 

（d） 第2副地区ガバナー 

（e） 地区名誉顧問会議長 

（f） キャビネット幹事 

（g） キャビネット会計 

（h） リジョン･チェアパーソン（任命は任意、（国際付則第8条7項）） 

（i） ゾーン･チェアパーソン 

（j） 複合地区会則第17条1（b）に記された地区委員長のうち地区ガバナーが必要と認めて

任命した者（委員長は地区の状況を勘案し、兼務することは差し支えない） 

（k） その他複合地区会則第 17条1（c）によって、地区ガバナーの任命する地区委員長およ

びキャビネット副幹事･副会計（336複合地区） 

(7) 地区役員の任務 

① 地区ガバナー（国際付則第10条第2項（a）,複合地区会則第15条1参照） 

国際理事会の全般的監督のもとに本地区において国際協会を代表する。さらに、地区における最

高運営責任者として、第一及び第二副地区ガバナー、リジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェア

TO:  Mr.Atsuo Furuya,Counsil Chairman,MD336 

FAX  NO: 81-86-234-0495 

DESTINATION: JAPAN 

FROM:  Chieko Colvis,Manager,Pasific-Asian Department 

DATE:  12/12/1995 

NO. OF  PAGES:1 

 

 役員の報酬について法律部から次のような回答を得ましたので、お知らせ申し上げます。 

 

 事務局長を務める会員は、適切な報酬並びに必要経費を地区から受けることができます。その場

合にとるべき特別の手続きはありません。但し、本件は地区キャビネット事務局の雇用者として、

その複合地区の会則および付則に定義されるべきです。 

 

 更にご質問がおありの際には、ご連絡ください。 
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パーソン、キャビネット幹事及び会計、その他本地区会則及び付則に定められるキャビネット構成

員を直接監督する。具体的な任務は次のとおりである。 

（1） 会員増強及び新クラブへ結成を監督し、推進する。 

（2） クラブ及び地区のレベルにおける指導力育成を監督し、推進する。 

（3） ライオンズクラブ国際財団、及び協会のすべての奉仕活動を推進する。 

（4） キャビネット会議、大会その他の地区会議で議長を務める。地区ガバナーが議長を務めら

れない場合には、その期間中、第一又は第二副地区ガバナーが議長を務めるものとし、そ

れが不可能な場合には、出席している会員によって選ばれた地区役員が、議長を務める。 

（5） クラブ間の協調を図る。 

（6） 本地区会則に従って、キャビネット役員及び地区の委員を指導監督する。 

（7） 地区内のライオンズクラブの運営が円滑に行われるよう、各クラブが年に１度地区ガバナ

ーもしくは他の地区役員による訪問を受けると共に、クラブを訪問した役員が各訪問毎に

訪問報告書を国際本部に提出することを確実にする。 

（8） 地区大会あるいは複合地区大会における地区年次会議で、現会計年度の詳しい収支報告書

を提出する。 

（9） 任期終了の際には、地区の一般及び/又は財務関連の記録並びに資金を速やかに後任者に

引き渡す。 

（10） 協会の名称及び紋章の使用違反をすべてライオンズクラブ国際協会に報告する。 

（11） 「地区ガバナー必携」その他を通して国際理事会が要求する任務を遂行する。 

 

② 第1副地区ガバナー（国際付則第10条第2項（b）,複合地区会則第15条2参照） 

第一副地区ガバナーは、地区ガバナーの指導監督のもとに、地区ガバナーの最高運営補佐役を務

める。具体的な責任は次のとおりであるが、これに限定されるものではない。 

（1） 協会の目的を推進する。 

（2） 地区ガバナーから割り当てられる運営任務を果たす。 

（3） 国際理事会から要求されるその他の任務を果たす。 

（4） キャビネット会議に出席し、地区ガバナーが不在の際には会議の議長を務めると共に、必

要に応じて協議会会議に出席する。 

（5） 地区内クラブの強みと弱みの評価、存在する弱体クラブや弱体化の可能性があるクラブの

見極め、そしてそのようなクラブの強化に向けた計画の策定において、地区ガバナーに助

力する。 

（6） 地区ガバナーの要請に応じて、地区ガバナーの代理としてクラブを訪問する。 

（7） 地区のグローバル会員増強チーム(GMT)と地区ガバナー・チームの間の連絡係を務め、地

区ガバナー、第二副地区ガバナー、他のグローバル会員増強チームメンバーと共に地区グ

ローバル会員増強を目指す。 

（8） 地区ガバナー、第二副地区ガバナー、グローバル指導力育成チームと協力し、地区全体の

指導力育成計画を作成・実施する。 

（9） 地区大会委員会と連携し、年次地区大会の計画および開催にチームの一 員として積極的

に地区全体の会員増強計画を策定・実施する。おいて同委員会に助力すると共に、地区内

の他の行事の企画及び推進において地区ガバナーに協力する。 
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（10） 地区ガバナーの要請に従って、他の地区委員会を監督する。 

（11） 地区予算作成を含む、翌年度の計画策定に参与する。 

（12） 地区ガバナーの任務について精通し、万一地区ガバナー職に空席が生じた場合には本付則

および国際理事会により採用された手続きに従って空席が補充されるまで、地区ガバナー

代理として同役職の任務および責任を引き受ける準備が十分整っているようにする。 

 

③ 第2副地区ガバナー（国際付則第10条第2項（c）,複合地区会則第15条3参照） 

第二副地区ガバナーは、地区ガバナーの指導監督のもとに、地区の運営補佐役および地区ガバナ

ーの代理を務める。具体的な責任は次のとおりであるが、これに限定されるものではない。 

（1） 国際協会の目的を推進する。 

（2） 地区ガバナーから割り当てられる運営任務を果たす。 

（3） 国際理事会から要求されるその他の任務を果たす。 

（4） キャビネット会議に出席し、地区ガバナーが不在の際には会議の議長を務めると共に、必

要に応じて協議会会議に出席する。 

（5） 地区内クラブの状況を把握し、月例クラブ口座一覧表を確認し、地区に存在する弱体クラ

ブやその可能性のあるクラブの識別および強化において地区ガバナーと第一副地区ガバ

ナーに助力する。 

（6） 地区ガバナーの要請に応じて、地区ガバナーの代理としてクラブを訪問する。 

（7） 年次地区大会の計画および開催において地区ガバナーおよび第一副地区ガバナーに助力

する。 

（8） 地区のグローバル指導力育成チーム(GLT)と地区ガバナー・チームとの間の連絡係を務め、

地区ガバナー、第一副地区ガバナー、他のグローバル指導力育成チームメンバーと共に地

区グローバル指導力育成チームの一員として積極的に指導力育成計画を策定・実施する。 

（9） 地区ガバナー、第一副地区ガバナー、グローバル会員増強チームと協力し、地区全体の会

員増強計画を策定及び実施する。 

（10） 地区LCIFコーディネーターと連携し、LCIFに関する情報や資料の定期的な配布を通じて

LCIF に対する理解と支援を高めることにより年間の目標を達成できるよう、同委員会に

助力する。 

（11） 地区情報テクノロジー委員会と連携し、情報入手、報告書提出、クラブ用品購入等を目的

としたクラブ及び会員による協会のウェブサイト及びインターネットの活用を促進する

にあたり、委員会を支援する。 

（12） 地区ガバナーの要請に従って、他の地区委員会を監督する。 

（13） 地区予算を含む、翌年度の計画策定において地区ガバナー、第一副地区ガバナー、ならび

にキャビネットに助力する。 

（14） 地区ガバナーの任務について精通し、万一地区ガバナー及び第一副地区ガバナーの役職に

空席が生じた場合には本付則および国際理事会により採用された手続きに従って空席が

補充されるまで、地区ガバナー代理又は副地区ガバナー代理として当該役職の任務および

責任を引き受ける準備が十分整っているようにする。 
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④ キャビネット幹事及び会計 （国際付則第10条第2項（f）,複合地区会則第19条2,3） 

地区ガバナーの指導監督のもとに、任務を果たす。具体的な任務は次のとおりである。 

（1） 協会の目的を推進する。 

（2） 役職に伴って課せられる任務を遂行する。これには下記が含まれるが、これに限られるもの

ではない。 

a. キャビネット全会議の正確な議事記録をとり、会議終了後５日以内にその写しを各キャ

ビネット構成員及び国際協会本部に送る。 

b. 準地区大会議事録を作成し、その写しをライオンズクラブ国際協会地区ガバナー、凖地

区内各クラブの幹事に送る。 

c. 地区ガバナー又はキャビネットの要求に従って、キャビネットに報告をする。 

d. 凖地区内の会員及びクラブに課せられるすべての会費を徴収し、地区ガバナーが定める

銀行にこれを預金し、更に地区ガバナーの指示に基づいて支払いをする。 

e. 凖地区内で徴収した複合地区会費があれば、これを複合地区協議会幹事・会計に送金し、

領収書を確保する。 

f. 正確な会計帳簿その他の記録、並びにキャビネット会議及び凖地区会合の議事録を作成

及び保管し、適切な目的のため、妥当な日時に、地区ガバナー、キャビネット構成員、

クラブ会員（又はその正当な代理人）の検査を許す。地区ガバナー又はキャビネットの

指示に従って、必要な帳簿及び記録を、地区ガバナーが任命した監査委員に提出する。 

g. 地区ガバナーの要求があれば、忠実な職務遂行を保証するために指定額の保証金を積む。 

h. 任期終了の際には、地区の一般及び/又は財務関連の記録並びに資金を速やかに後任者に

引き渡す。 

（3） 国際理事会の指示により要求されるその他の任務を遂行する。 

（4） キャビネット幹事とキャビネット会計の職が別々に設けられている場合には、その役職の本

質に従って、(２)に記載されている任務がそれぞれの役員に割り当てられるものとする。 

 

⑤ リジョン・チェアパーソン （この役職が地区ガバナー任期中に活用された場合） 

（国際付則第10条第2項（ｄ）,複合地区会則第19条4参照） 

リジョン・チェアパーソンは、地区ガバナーの監督指導のもとに、リジョンの最高運営責任者を

務める。具体的な任務は次のとおりである。 

（1） 協会の目的を推進する。 

（2） リジョン内のゾーン・チェアパーソンの活動並びに地区ガバナーがリジョン・チェアパー

ソンに割り当てられる地区委員長の活動を監督する。 

（3） 地区GMTコーディネーターと連携し、新クラブ結成及び弱体クラブ強化において積極的

役割を果たす。 

（4） 任期中少なくとも1回ずつ、リジョン内各クラブの例会に出席し、地区ガバナー並びに地

区GMTコーディネーター及び地区GLTコーディネーターにその報告をする。 

（5） 任期中少なくとも1回ずつ、リジョン内各クラブの理事会定例会議に出席し、地区ガバナ

ー並びに地区GMTコーディネーター及び地区GLTコーディネーターにその報告をする。 

（6） リジョン内のすべてのクラブがそれぞれ正式に採用したクラブ会則及び付則に従って運営

されるよう、努力する。 
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（7） ゾーン内のクラブにクラブ向上プロセス（CEP）を推進し、ゾーン内でのプログラム実施

に向けて地区GMTコーディネーター、地区GLTコーディネーター、及び地区ガバナー・

チームと協力する。 

（8） 地区 GLT コーディネーターと連携し、ゾーン、地区、複合地区で提供される指導力育成

の機会についてゾーン内のライオンズに知らせ、指導力育成の取り組み支援において積極

的役割を果たす。 

（9） 少なくとも、リジョン内のクラブに割り当てられた数の代議員全員を国際大会及び地区（凖

及び複合）大会に派遣して、大会参加を促進する。 

（10） 地区ガバナーに委任された場合には、クラブを公式訪問してチャーターナイトや例会に出

席する。 

（11） その他、地区ガバナーがその時々に要求する任務を果たす。 

 

更に、リジョン・チェアパーソンは、「リジョン・チェアパーソン必携」及びその他を通して国

際理事会が要求する他の任務を遂行する。 

 

⑥ ゾーン・チェアパーソン（国際付則第10条第2項（e）,複合地区会則第19条5参照） 

地区ガバナー及び（又は）リジョン・チェアパーソンの指導監督のもとに、ゾーン内の最高運営

責任者を務める。具体的な任務は次の通りである。 

（1） 協会の目的を推進する。 

（2） ゾーン内で組織される地区ガバナー諮問委員会の委員長を務め、同委員会会議で議長を務

める。 

（3） 地区GMTコーディネーター、GLTコーディネーター、及び地区ガバナー・チームを特別

ゲストとして地区ガバナー諮問委員会会議に招き、会員増強及び指導力育成のニーズにつ

いて、さらに各チーム及び地区ガバナー・チームがゾーン内の会員増強及び指導力育成を

いかに支援できるかについて討議するよう努める。 

（4） 地区ガバナー諮問委員会会議の報告書を作成し、会議後５日以内にライオンズクラブ国際

協会、地区ガバナー、地区GMTコーディネーター、地区GLTコーディネーター、並びに

リジョン・チェアパーソンに送付する。 

（5） ゾーン内のクラブにクラブ向上プロセス（CEP）を推進し、ゾーン内でのプログラム実施

に向けて地区GMTコーディネーター、地区GLTコーディネーター、及び地区ガバナー・

チームと協力する。 

（6） 地区GMTコーディネーターと連携し、新クラブ結成に積極的な役割を果たすと共に、ゾ

ーン内全クラブの運営及び活動状況について精通する。 

（7） 地区 GLT コーディネーターと連携し、ゾーン、地区、複合地区で提供される指導力育成

の機会についてゾーン内のライオンズに知らせ、指導力育成の取り組み支援において積極

的役割を果たす。 

（8） 地区、複合地区協議会議長、国際協会との間に生じた問題に関して、ゾーン内の各クラブ

を代表する。 

（9） ゾーン内における地区、複合地区、国際協会の事業の進展状況を監督する。 

（10） ゾーン内のすべてのクラブがそれぞれに正式に採用したクラブ会則及び付則に従って運営
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されるよう、努力する。 

（11） 少なくとも、ゾーン内のクラブに割り当てられた数の代議員全員を国際大会及び地区（凖

及び複合）大会に派遣して、大会参加を促進する。 

（12） 任期中少なくとも1回ずつ、ゾーン内各クラブの例会に出席し、特に弱体クラブに関して、

リジョン・チェアパーソンに報告をする。（地区ガバナーに写しを送る） 

（13） 国際理事会の指示により要求されるその他の任務を遂行する。 

 

⑦ 地区ガバナー・キャビネット 

地区ガバナー・キャビネットは、次の任務を果たす。 

（1） 地区ガバナーがその任務を遂行し、凖地区内のライオニズム高揚のために運営計画及び方

針を策定するに当たって、ガバナーを補佐する。 

（2） クラブおよびゾーンに関する報告と勧告を、リジョン・チェアパーソン又は任務を割り当

てられた他のキャビネット構成員から受け取る。 

（3） キャビネット会計による会費徴収を監督し、その資金の貯蓄機関を指定し、地区運営業務

に関係する妥当なすべての経費支払いを承認する。 

（4） キャビネット幹事及び会計の保証金額を定め、その保証金を出す会社を確保して承認する。 

（5） 年に２回又は頻繁に、キャビネット幹事及びキャビネット会計（又は、幹事兼会計）から

凖地区の財務報告書を受け取る。 

（6） キャビネット幹事、キャビネット会計、又は、キャビネット幹事兼会計の記録及び帳簿の

監査手配をし、地区ガバナーの承認を受けて、会計年度中に開かれるキャビネット会議の

具体的な日時及び場所を定める。 

 


