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336複合地区 

第66回年次大会代議員会日程 

336 複合地区ガバナー協議会は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、第 66 回年

次大会の開催を中止し、大会提出議案決議は、ライオンズクラブ国際協会の指針に基づき

郵送による投票にて行うことを決定した。 

◎ 期 日： 2020年5月24日（日） 

◎ 登 録 受 付：  2020年4月1日（水）～4月15日（水）

◎ 代議員投票：  2020年5月20日（水） 必着

◎ 資 格 審 査：  2020年5月24日（日） 各地区単位で審査および開票

第66回年次大会代議員会代議員数 

◎ 登録代議員数：  代 議 員 １，０９６名 

（内 クラブ定数代議員  １，０４５名） 

◎ 投 票 者 数：  代 議 員  １，０７５名 

（内 クラブ定数代議員  １，０２５名） 

2020年4月1日付け国際本部記載の有資格会員数 13,808名 

クラブ定数に基づく代議員数 1,409名 

その他の代議員 73名 



 

 

336複合地区第 66回年次大会議事規則 

 

1. 336複合地区第 66回年次大会は、大会に参加した複合地区内の現・元国際協会役員

およびクラブ代議員をもって構成する。その他の会員および同伴者は、大会に参加す

ることができるが、発言したり投票したりすることはできない。複合地区大会のいか

なる会合においても、出席した代議員の過半数を定足数とする。 

 

2. クラブ代議員は、クラブ会長が署名した資格証明書を、公式プログラムに記載された

登録時間内に資格証明委員会に提出し、資格を確認されなければならない。 

 

3. 大会議長（以下議長という）にはガバナー協議会議長、大会幹事にはガバナー協議会

副議長または幹事、大会副議長にはこのほかのガバナー協議会構成員が当たる。議長

に事故あるときは大会幹事がこれに当たり、大会幹事が欠けたときはあらかじめ定め

た順位に従って大会副議長がこれに当たる。 

 

4. 議長は下記の委員会および分科会を設け、代議員のうちからその委員長および副委員

長（さらに、必要な場合は顧問）を任命する。 

（1） 資格証明委員会 

（2） 議事運営委員会 

（3） 国際理事候補者推薦委員会 

（4） 決議委員会（ただし議長は決議委員会を次の分科会に分けることができる） 

① 第一分科会（LCIF、会則、MC・情報・IT・アラート、経理分科会） 

② 第二分科会（GLT、GMT、GST、FWT分科会） 

③ 第三分科会（大会参加、青少年・LQ、環境保全・保健福祉、 

YCE・国際関係分科会） 

 

5. 代議員の委員会および分科会の所属は議長がこれを定める。 

 

6. 各委員会および分科会の委員長はその議事を主導し、審議結果を大会に報告する。 

 



 

 

7. 議決はすべて、出席し投票した構成員全員の過半数をもって決する。可否同数の場合

は議長の裁定するところによる。ただし、複合地区会則改正など別途に定める場合は、

その規定による。クラブ代議員が投票できないときは補欠がこれに代わる。 

 

8. 国際理事候補者推薦については、国際理事立候補者推薦手続規則による。また国際第

3副会長候補者推薦については、国際第3副会長立候補者推薦手続き規則による。 

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。 

 

9. 議案は、あらかじめ文書をもって各地区ガバナーを経由してガバナー協議会に提出す

る。ガバナー協議会はこれを検討のうえ大会の議案を決定し、大会開催 2週間前まで

に各クラブに通知する。準地区年次大会の決定を経て、複合地区大会に提出される議

案は、地区ガバナーより文書で大会議長に提出し、大会議長の判断で議案に加えるこ

とができる。それ以外の方法で提出された議案を審議しようとするときは、大会に出

席したすべての代議員の 3分の2以上の同意を必要とする。ただし、その議案は前も

って文書で議長に提出しなければならない。 

 

10. 提案理由の説明および発言は、一人3分を超えてはならない。 

ただし、大会では議長、委員会および分科会では委員長が特に必要と認めた場合は、

このかぎりではない。 

 

11. 代議員選出については、国際付則第 9条第 3項、国際会則第 5条 2項及び第 6条 2

項による。 

 

12. 別に定めないかぎり、議事手続はロバート議事規則最新版による。 

 

※ 参照 複合地区会則の改正について 

複合地区会則第 25条「改正」 

本会則の改正には複合地区大会に出席し、投票した代議員の 3分の2以上の賛成

投票を要する。 



大会副議長
大会副議長

336複合地区ガバナー協議会議長

336複合地区事務局運営委員長

顧問 （現・元国際理事）

司会

336-Aキャビネット幹事

336複合地区事務局運営委員長

336-A～D地区コーディネーター・委員長

第58回OSEALフォーラム委員長

司会

336-Bキャビネット幹事 336複合地区IT特別委員

336複合地区IT特別委員・IT専門委員（正）

336複合地区IT特別委員・IT専門委員（副）

監査委員 ライオン誌日本語版委員 336-A～D地区コーディネーター・委員長

司会 FWTコーディネーター（正）

336-Dキャビネット幹事

FWTコーディネーター（副）

環境保全・保健福祉委員長 336-A～D地区委員長

LCIF LQ諮問委員

YCE・国際関係委員長

司会 大会参加・迎接・プロトコール委員長

336-Cキャビネット幹事

ライオンズクラブ国際協会３３６複合地区

第６６回年次大会議事運営構成表

顧　問　 渡部　雅文 大会議長　 橋本　充好 大会幹事　 　　 高岡　英治

名越　　 勉
大会会計監査

太田　健一 寺越　愼一 中林　嘉明

谷野　　 徹 福代　明正 大会副議長 高橋　　 淳
藤井　基博 小野　宗次

眞治　憲之
橋本　充好 336-C地区ガバナー　　　　高橋　　 淳 336-Cキャビネット会計 髙津　峰雄

336-D地区ガバナー　　　　福代　明正 336-Dキャビネット会計 森山　　 茂

委員会 委員長 副委員長 委　　員

資格証明委員会

336-A地区ガバナー　　　　高岡　英治 336-Aキャビネット会計 兵頭　好喜
336-B地区ガバナー　　　　小野　宗次 336-Bキャビネット会計

下飯野芳幸

336-A第一副地区ガバナー　酒井　公一
国際理事候補者選挙管理委員会委員 336-B第一副地区ガバナー　金礪　　 毅

太田　健一 336-C第一副地区ガバナー　池原　　 堅 渡部　雅文

議事運営委員会
336-C地区ガバナー 336-B地区ガバナー

高橋　　 淳 小野　宗次

選挙管理委員会 336-B第二副地区ガバナー　平山　智雄 名越　 　勉
澤田　有馬 336-C第二副地区ガバナー　三島　英揮

336-D第二副地区ガバナー　大野　美雄

国際理事候補者 336-D第一副地区ガバナー　澤　　 辰水 谷野　 　徹
推薦委員会 336-A第二副地区ガバナー　蔵本　守雄 藤井　基博

下飯野芳幸

決
議
委
員
会
分
科
会

GMTコーディネーター

会則および付則・運営マニュアル編集委員長

真鍋　　 隆

決議委員会
336-D地区ガバナー 336-A地区ガバナー

福代　明正 高岡　英治

第一分科会 会則および付則・運営マニュアル編集委員

LCIFキャンペーン100副エリアリーダー 井上　浩一 藤井　信英 亀井　英宏

MC 336複合地区IT特別委員 大西　龍夫 大田　邦夫
ライオンズ情報 長尾　和彦 志賀　光法

LCIF 大谷　　 博 田中　孝幸 友石　晃由
会則 寺越　愼一 山下　 　操 大島　和彦

経理
島田　清豪

大木　寿之

GLTコーディネーター

ＩＴ
アラート 佐藤　慎司 難波　　 進

GMT 藤本　幸嗣 金田　寛治 岡嶋　正和
GST 徳永　 　修 神田　義満

第二分科会
中林　嘉明 矢野　敏明 釜田　　 理 田中　育実

GLT GSTコーディネーター 上田　裕子 占部　　 裕

鵜飼　惠美

第三分科会
長﨑孝太郎 佐々木哲広 大野　健夫

FWT 有本みどり 村井　淳子 鳥井　薫子
矢田二三夫 片山　敏子 山崎もとみ

ライオンズクエスト 新歩一　昇 守田　和彦
環境保全 川辺　信郎 椎木　一三 長谷川順子

大会参加 安田　克樹 武田　賢治 小銭　和明
青少年 関野　邦夫 杉田　 　裕 村上　篤博

国際関係

保健福祉 上野　康史 会則および付則・運営マニュアル編集委員 堀江　康輔
ＹCＥ 今井　誠則



 

 

336複合地区第 66回年次大会提出議案 
 

審 議 事 項 

第1号議案 

複合地区共通会則改正について                     〔議長提案〕 

一般社団法人日本ライオンズ理事会で承認された複合地区共通会則改正案を承認願いた

い。 

（1） ライオンズクラブについて 

（2） クラブ会則改訂案 

（3） 複合地区会則改訂案 

（4） 国際理事立候補者推薦手続規則改正案 

 

【投票結果】  投 票 総 数 １，０７５ 票  

 賛 成 １，０５７ 票  

 反 対 １３ 票  

 無 効 ５ 票  

【審議結果】 投票代議員の 3分の 2以上の賛成を確認した。 

   提案通り承認 

 

 

第2号議案 

336複合地区会費の値上げについて        〔議長提案〕 

2020年 7月 1日より、会員一人当たり 1ヶ月 300円としたい。内訳は、複合地区大

会費 80円、複合地区運営費 220円（複合地区費 140円、一般社団法人日本ライオン

ズ賛助会費80円）である。 

<趣旨説明> 

2018年7月～2019年6月で620名の会員が退会等により減少し、また消費税および

福利厚生関連料率の引き上げ等により、複合地区費会計は毎年 100 万～200 万円の赤

字が続いている状況である。今年度より複合地区役員の旅費規定を改定し、また、会議

をウェブ開催にする等、会議費および旅費交通費の削減を図る努力をしているが、現状

では大幅な改善が見込めない。 

現在の複合地区費（月額120円）は1998年から22年間変更されておらず、当時の会

員数24,242名と比較しても約10,000名の会員減（家族会員を除く）となっているこ

と、また、複合地区費（月額120円）は他の複合地区と比較しても最低の金額であるこ

とから、来期より20円値上げし、複合地区費（月額）120円を140円に変更すること

を承認願いたい。 

 

【投票結果】  投 票 総 数 １，０７５ 票  

 賛 成 ９０５ 票  

 反 対 １６３ 票  

 無 効 ７ 票  

【審議結果】 投票代議員の 3分の 2以上の賛成を確認した。 

   提案通り承認 



 

 

 

 

第3号議案 

二人目以降の家族会員の複合地区会費について            〔議長提案〕 

2020～2021年度二人目以降の家族会員（子会員）の複合地区大会費および複合地区運

営費を免除する。 

<趣旨説明> 

会員増強とライオンズクラブの更なる発展の必要性に鑑み、今年度に引き続き免除した

い。 

 

【投票結果】  投 票 総 数 １，０７５ 票  

 賛 成 １，０１６ 票  

 反 対 ５４ 票  

 無 効 ５ 票  

【審議結果】 投票代議員の 3分の 2以上の賛成を確認した。 

   提案通り承認 

 

 

第4号議案 

第 58回OSEALフォーラム不足金への対応について        〔議長提案〕 

今年度複合地区大会費は、第66回複合地区年次大会が中止となったことから約700万

円の余剰金（前年度繰越金を除く）が生じる見込みである。第 58回OSEALフォーラ

ムの不足金を複合地区大会費から補填したい。 

<趣旨説明> 

第58回OSEALフォーラムは、2019年11月7日～10日、広島市で開催された。 

336複合地区は主催地区として5,000名を登録目標としていたが、最終登録数は3,364

名であった。韓国からの登録者数が予想をはるかに下回ったことも要因となり、経費節

減に努めたにもかかわらず、約2,000万円の不足金が生じる結果となった。不足金を補

うため、本年2月に複合地区内のクラブに対して、協力金拠出の依頼をしたが、赤字解

消には至っていない。クラブに対してこれ以上の負担を強いることは難しいため、第66

回複合地区年次大会が中止されたことにより生じる複合地区大会費の余剰金から赤字を

補填することを了承いただきたい。 

第58回OSEALフォーラム不足金  20,232,348円 

協力金等（2020年2月要請）    16,203,500円 

複合地区大会費余剰金より補填（案）  4,028,848円 

 

【投票結果】  投 票 総 数 １，０７５ 票  

 賛 成 ８８３ 票  

 反 対 １８５ 票  

 無 効 ７ 票  

【審議結果】 投票代議員の過半数の賛成を確認した。 

   提案通り承認 

 

 



 

 

第5号議案 

336複合地区会計報告承認について 〔議長提案〕  

（1） 2018～2019年度336複合地区会計報告 

（2） 2019～2020年度上半期336複合地区会計報告 

 

【投票結果】  投 票 総 数 １，０７５ 票  

 賛 成 １，０３１ 票  

 反 対 ３７ 票  

 無 効 ７ 票  

【審議結果】 投票代議員の過半数の賛成を確認した。 

   提案通り承認 

 

 

第6号議案 

第 67回複合地区年次大会の開催およびホストクラブについて     〔議長提案〕 

第67回複合地区年次大会は2021年5月23日（日） 下関市で開催する。 

ホストクラブは、336-D地区7 Rの13 クラブとする。 

下関LC、下関東LC、下関西LC、下関長府LC、下関北LC、 

下関響灘LC、下関新下関LC、下関維新LC、 

豊浦LC、豊田山口LC、菊川LC、豊北LC、下関中央LC 

 

【投票結果】  投 票 総 数 １，０７５ 票  

 賛 成 １，０６６ 票  

 反 対 ５ 票  

 無 効 ４ 票  

【審議結果】 投票代議員の過半数の賛成を確認した。 

   提案通り承認 

 

 

 

 

報 告 事 項 

日本ライオンズ事務所会計報告 

（1） 2018～2019年度日本ライオンズ事務所会計報告 



ライオンズ必携改訂案　新旧対比表 R2.3.31　執行理事会承認済後の修正（Ｒ２年4月6日版） １/１

ページ 行　数 旨趣更変の案訂改案訂改載記の在現
ライオンズクラブの運営について ライオンズクラブの運営について

 12～15 会員はすべてその地域社会において吟味された人たちである。 　新会員の獲得が順調であればいいが、新会員の入会が少ないクラブでは役員
従って、数十名の会員の中から同一人を同一職に重任させなけれ 　全文削除 の重任も有り得るので、この文言を削除する。
ばならないほど人材に乏しいはずはない。

 1～4 そして、当該クラブの運営の方向付けは例会の場において決まる そして、当該クラブの運営の方向付けは例会の場において決まる 　例会の出席は会員の責務であるが、自分たちのクラブの運営は自分達でとい
のであるから、会員は自己の貴重な時間を割いて例会に出席する のであるから、会員は自己の貴重な時間を割いて例会に出席する うような国際協会の流れもあり、むしろアクティビティへの参加が求められて
ことに努力すべきだが、出席率のみに重点を置いては会員減少に ことに努力すべきである。 いるので、少し表現を和らげた。
つながりかねない。

 2～6 また、ところによっては、リジョン幹事（総務）やゾーン幹事 また、ところによっては、リジョン幹事（総務）やゾーン幹事 リジョンチェア・パーソンやゾーンチェア・パーソンだけで会議の資料を作
（総務）を設置している例があるようだが、リジョン・チェアパ （総務）を設置している例があるようだが、リジョン・チェアパ 成したり会議を開催したりすると、特に会議では司会までやることに大変であ
ーソンやゾーン・チェアパーソンは、自らそれぞれのリジョン、 ーソンやゾーン・チェアパーソンは、自らそれぞれのリジョン、 ることが理解できるので、幹事（総務）の設置を全面的に是認するわけではな
ゾーンの運営に当たることが原則であり、リジョン幹事（総務） ゾーンの運営に当たることが原則であり、リジョン幹事（総務） いが、設置を全面的に否定しない。しかし会議の議事への参加を認めるもので
やゾーン幹事（総務）は設置することはできない。 やゾーン幹事（総務）を設置することは極力避けるべきである。 はない。

 13～15 ・・・・・。また、地域社会の女性の協力と支持を募るアクティ 全文削除 ライオネスクラブは2021年度まで存在するが、ライオネスクラブがアクテ
ビティとしてライオネスクラブ（P.255参照）の活動がある。 ィビティともとれるような表現なので、削除する。

クラブ会則の改訂案
ページ 行　数 旨趣更変の案訂改案訂改載記の在現

)h(項３第条8第則付ブラクの載記書針方会事理際国　限権び及務任　項3第　会事理　条8第限権び及務任　項3第　会事理　条8第
7～9 （ｈ）理事会は、全ての新企画及び方針をそれぞれ担当の常設委 （ｈ）理事会は、全ての新企画及び方針をそれぞれ担当の常設委 　標準版をクラブの実情に合わせて変更できるところなので、日本語での一般

　　員会又は特別委員会に委託し、その委員会に研究してもらい、 　　員会又は特別委員会に委託し、提言を求める。 的な表現に置き換えて『その委員会に研究してもらい、勧告を受ける。』と翻
　　勧告を受ける。 訳してあるところを『提言を求める。』に置き換える。

付則第1条第1項（ｅ）終身会員（２）
23～27 （ｅ）終身会員　（２） （ｅ）終身会員　（２） （２）今後の国際会費の代わりにＵＳ＄６５０もしくは現地通貨によるＵＳ＄

（２）今後の国際会費の代わりにＵＳ＄６５０もしくは現地通貨 （２）今後の国際会費の代わりにＵＳ＄６５０もしくは現地通貨 ６５０相当額を所属クラブが納入、及びクラブは、終身会員に対してクラ
によるＵＳ＄６５０相当額を所属クラブが納入、及びクラブ 。るきでがとこす課を費会すな見と当適がブ入納がブラク属所を額当相０５６＄ＳＵるよに
は、終身会員に対してクラブが適当と見なす額の会費を課す 　下線部分は英語版にはない。またライオンズ必携107ページ５行目から下線

　　ことができる。 を付した表記がなされており、印刷時の誤りと判断されるので、下線部分は削
除する。
付則第６条　会議　第４項クラブ特別会合

18～20 合会別特ブラク　項4第　議会　条6第合会別特ブラク　項4第　議会　条6第 ・・・会議の目的、日時、場所が記載された特別会合通知書は、会合日の少な
・・・・・・。会合の目的、日時、場所が記載された特別会合通 ・・・・・・。会合の目的、日時、場所が記載された特別会合通 くとも１０日前に、本クラブの会員に・・・
知書は、会合日の少なくとも10日前に、本クラブの会員に・・・ 知書は、会合日の少なくとも10日前までに、本クラブの会員に・ 　英文表記は　at least ten(10) days prior to the date thereof.    と記載されて

おり、日本語として馴染みある表現では、１０日前までに　　という表現に変
更する。



ライオンズ必携改訂案　新旧対比表 R2.3.31　執行理事会承認済後の修正（Ｒ２年4月6日版） １/６
　複合地区会則の改訂案
ページ行　数 旨趣更変の案訂改案訂改載記の在現

第２条　目的 第２条　目的 第２条　目　的
　複合地区内の各準地区（以下本会則において地区と称する）の 　現行の第２条の後半部分は残す。

6～11 　本組織は、複合地区内のライオンズクラブの融和協調を図ると 、がるあで的体具は的目の則会区地合複版準標や則会際国　。るすと的目をとこるめしらな滑円を営運 必携の目的は少し
ともに、ライオニズムを高揚するためにライオンズクラブ国際協 （ａ)　ライオンズクラブ国際協会の目的を本複合地区内で推進す 具体性に欠けるので、より具体的で会員にとって理解が早いと考えるので標準
会の基本活動方針に従い、複合地区内の各準地区（以下本会則に 　　るため、運営機構を設ける。 版複合地区会則に記載されている目的に置き換える。
おいて地区と称する）の運営を円滑ならしめることを目的とする。 （ｂ）  世界の人々の間に相互理解の精神を培い発展させる。

（Ｃ） よい施政と良い公民の原則を高揚する。
（ｄ） 地域社会の生活、文化、福祉および公徳心の向上に積極的
　　関心を示す。
（ｅ） 友情、親善、相互理解のきずなによって会員間の融和をは
　　かる。
（ｆ） 一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を設
　　ける 。ただし、政党、宗派の問題をクラブ会員は討論しては
　　ならない 。
（ｇ）奉仕の心を持つ人々が個人の経済的報酬なしに社会に奉仕
　　するよう励まし、また商業、工業、専門職業、公共事業及び
　　個人事業の能率化をはかり、道徳的水準をさらに高める。

第4条　役　員　　　削　除
16～18 第４条　役　員 第４条　優越性 　現行の第４条は第5条と記載が重複しており、削除する。

　複合地区の役員にはガバナー協議会構成員、およびガバナー 　国際会則及び付則とライオンズクラブ国際協会の方針と抵触せ 第4条　優越性　　新　設
協議会が選任する者をもってこれに当てる。 ずに複合地区がそれを改正した場合を除き、複合地区は標準版複 　第4条のところに現行第26条の『国際協会会則および付則との関係』がやや

合地区会則及び付則に準拠するものとする。複合地区の会則及び もすると皆さんの意識の中から忘れ去られていると思われる節があるので、
付則と国際会則及び付則の間に抵触する規定または矛盾が存する 同趣旨の国際理事会方針書に掲載の標準版複合地区会則第6条の優越性を記載
場合はいかなる場合も、国際会則及び付則に準拠するものとする。 する。優越性の記載は、標準版複合地区会則、地区会則、クラブ会則にも早め

の条数のところに記載されている。
第6条　複合地区連絡会議　　削　除

13～27 第６条　複合地区連絡会議 　複合地区連絡会議の中の複合地区議長連絡会議は一般社団法人日本ライオン
1～5 全文削除 ズ執行理事会として運営されており、複合地区各種委員長会議も現在複合地区

ガバナー協議会議長が委員長を務め一般社団法人日本ライオンズの組織として
運営されている。

 6～ 第７条　複合地区年次大会 第６条　複合地区年次大会 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。
１．複合地区年次大会（以下本会則において複合地区大会と称 １．複合地区年次大会（以下本会則において複合地区大会と称
　する）はガバナー協議会の決定した場所で開催される。ただ 　する）は前年の年次大会の代議員によって選定した場所で開 　第６３回複合地区年次大会において改訂された第２０条１項との整合性を
　し、ガバナー協議会は翌々会計年度を越えて開催地およびホ 　催される。複合地区大会開催の期日はガバナー協議会および 取るための変更である。複合地区年次大会開催場所は、前年の年次大会の代
　スト・ライオンズクラブを決定することはできない。複合地 　大会ホスト・ライオンズクラブによって決定される。大会ホ 議員によって選定された場所での開催される。
　区大会開催の期日はガバナー協議会および大会ホスト・ライ 　スト・ライオンズクラブは速やかに大会委員長を選任する。
　オンズクラブによって決定される。大会ホスト・ライオンズ 　　大会委員長はガバナー協議会の指示を受け、大会の設営そ

。るた当に他の　。るす任選を長員委会大にかや速はブラク　
　　大会委員長はガバナー協議会の指示を受け、大会の設営そ
　の他に当たる。



ライオンズ必携改訂案　新旧対比表 R2.3.31　執行理事会承認済後の修正（Ｒ２年4月6日版） ２/６
　複合地区会則の改訂案
ページ 行　数 旨趣更変の案訂改案訂改載記の在現
26～ 第８条　複合地区委員会 第７条　複合地区委員会 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。

　内容の変更なし 　内容の変更なし
10～ 第９条　ライオン誌日本語版 第８条　ライオン誌日本語版 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。

　内容の変更なし 　内容の変更なし
該当なし 第９条　一般社団法人日本ライオンズ

１．ライオンズクラブ国際協会の目的を推進し、適正迅速な情報 １．日本ライオンズの定款第３条の目的を掲載した。
　の交換を図りつつ複合地区ガバナー協議会をサポートし、日本
　のライオンズクラブの発展のために一般社団法人日本ライオン
　ズ（以下日本ライオンズという）を設立した。
２．ガバナー協議会議長並びに地区ガバナーは、ガバナー協議会 ２．現行会則第１０条１項記載の後半部分を記載。
　の同意の下に日本ライオンズの運営に参画する。
３．ガバナー協議会議長並びに地区ガバナーは、就任と同時に日 ３．現行会則第１０条３項をそのまま記載。
　本ライオンズの正社員として入社申し込みをし、社員総会で入
　社が承認されて正社員となる。
　　ガバナー協議会議長並びに地区ガバナー以外で理事・監事に 　理事・監事でガバナー協議会議長または地区ガバナー以外の人は正社員と
　就任するものは、正社員として入社申し込みをし、社員総会で して申し込みをすることを記載。
　入社が承認されて正社員となる。
　　各複合地区は日本ライオンズの定款に定める賛助社員とする。 　現行会則第１０条２項の複合地区に関することを記載。
　　賛助社員は、賛助会費を支払う。
４．前年度に入社した社員は、前項の正社員入社承認後速やかに ４．前年度入社社員の退社規定で現行会則第１０条４項の記載のまま。
　日本ライオンズに退会届を提出し退会する。
５．理事及び監事は、社員総会の決議によって正社員のうちから ５．理事・監事の選任に関するもので日本ライオンズ定款第２３条を記載。
　選任する。
６．日本ライオンズの監事を選出していない複合地区から、監査 ６．会計監査委員の選出に関するもので、現行会則第１０条５項を記載。
　委員を各１名選出する。監査委員は、監事とともに日本ライオ
　ンズの会計監査を行い複合地区年次大会でその結果を報告する。
７．複合地区は他の複合地区と協調して複合地区の運営を行うた ７．ガバナー協議会議長連絡会議の名称を日本ライオンズ執行理事会に変更
　め、日本ライオンズに全複合地区ガバナー協議会議長を含む構 　　している。構成員は全複合地区ガバナー協議会議長とその他の理事。

。しな更変に容内　　。るす議協き置を会事理行執るよに員成　
８．複合地区は他の複合地区と協調して複合地区運営を行うため、 ８．複合地区各種委員長連絡会議の名称を日本ライオンズ各種委員会に変更
　日本ライオンズに全複合地区各種委員長を含む構成員による各 　している。全複合地区各種委員長とその他の委員で構成。
　種委員会を置き協議する。 　　内容に変更なし。
9．日本ライオンズの各種委員会決定事項は、日本ライオンズ執行 ９．各種委員会の決議は、執行理事会で承認された後、理事会に報告協議後、
　理事会並びに理事会で承認されたのちそれぞれの複合地区ガバナ 　ガバナー協議会で同意を得て初めて有効になる。現行会則第６条４項の規
　ー協議会の同意を得て有効となる。 　定をそのま転記している。
10．ガバナー協議会議長が、国際会則及び付則並びに国際理事会 10．現行会則第６条５項をそのまま転記している。
　方針書の規定に違反する行為をしたとみなされる場合には、日
　本ライオンズの執行理事会、理事会並びに各種委員会等への出
　席を控えなければならない。
11．いくつかの複合地区に共通する事項につき、関係する複合地 １１．現行会則第６条６項をそのまま転記している。
　区の代表者が日本ライオンズの執行理事会又は委員会とは別に
　協議することを妨げない。



ライオンズ必携改訂案　新旧対比表 R2.3.31　執行理事会承認済後の修正（Ｒ２年4月6日版） ３/６
　複合地区会則の改訂案
ページ 行　数 旨趣更変の案訂改案訂改載記の在現

7～11 第11条　ガバナー協議会事務局　 第10条　ガバナー協議会事務局 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。
　内容に変更なし 　内容に変更なし

12～ 第12条　複合地区会計 第11条　複合地区会計 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。
　内容に変更なし 　内容に変更なし

第２章　地　区 第２章　地　区 第２章　地　区

 第13条　目　的 第12条　目　的 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。
　内容に変更なし 　内容に変更なし

 第14条　構成および組織 第13条　構成および組織 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。
　内容に変更なし 　内容に変更なし

 第15条　地区ガバナー、第１および第２副地区ガバナー 第14条　地区ガバナー、第１および第２副地区ガバナー 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。
１．地区ガバナー １．地区ガバナー 　１．地区ガバナー
２．第１副地区ガバナー ２．第１副地区ガバナー 　２．第１副地区ガバナー
３．第２副地区ガバナー ３．第２副地区ガバナー 　３．第２副地区ガバナー
４．空席補充 ４．空席補充 　４．空席補充　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここまでは
　（１）地区ガバナーの空席補充 　（１）地区ガバナーの空席補充 　　（１）地区ガバナーの空席補充　　　　　　　　　　　　変更なし

充補席空のーナバガ区地副）２（　充補席空のーナバガ区地副）２（　 　　（２）副地区ガバナーの空席補充
・・・・の他のそ亡死）a（　　　・・・・の他のそ亡死）a（　　　 　　　　（a）死亡その他の・・・・

　　　（b）第１および第２副地区ガバナー・・・ 　　　（b）第１および第２副地区ガバナー・・・ 　　　　（b）第１および第２副地区ガバナー・・・
　　　　　　（イ）所属単一または準地区内のグッド・スタン 　　　　　　（イ）所属単一または準地区内のグッド・スタン
　　　　　　　　ディングのチャータークラブに所属するグッ 　　　　　　　　ディングの正ライオンズクラブにおけるグッ
　　　　　　　　ド・スタンディングの正会員であり、 　　　　　　　　ド・スタンディングの正会員であり、
　　　　　　（ロ）所属クラブの推薦、あるいは所属単一また 　　　　　　（ロ）第１又は第２副地区ガバナー就任の時点で、
　　　　　　　　は準地区内の過半数のクラブの推薦を受けて 　　　　　　　（ⅰ）ライオンズクラブの役員として全期又は 　　　　標準版地区会則で改正されており、
　　　　　　　　いること れさ定指と文条な能可不正修、つか　　　　つか、間期の半過　　　　　　　　　
　　　　　　（ハ）第１および第２副地区ガバナー就任時点で 　　　　　　　（ⅱ）地区キャビネットの構成員として全期又 　　　　ており、標準版地区会則に従って変
　　　　　　　　以下の条件を満たしていること 　　　　　　　　　は過半の期間を務めた者でなければならな 　　　　更する
　　　　　　　（ⅰ）ライオンズクラブ会長として全期または 　　　　　　　　　い。
　　　　　　　　　任期の過半を、そして、理事会構成員とし 　　　　　　　（ⅲ）上記のいずれも、同時に達成させること

。いなきでは　　　　　　　　　つか、め務上以年２に更て　　　　　　　　　
　　　　　　　（ⅱ）➀ゾーン・チェアパーソン、②リジョン
　　　　　　　　　・チェアパーソン、③キャビネット幹事、
　　　　　　　　　➃キャビネット会計のいずれかの役職者と
　　　　　　　　　して、全期または任期の過半を務めた者
　　　　　　　（ⅲ）上記のいずれの役職も、同時に達成させ
　　　　　　　　　ることはできない。



ライオンズ必携改訂案　新旧対比表 R2.3.31　執行理事会承認済後の修正（Ｒ２年4月6日版） ４/６
　複合地区会則の改訂案
ページ 行　数 旨趣更変の案訂改案訂改載記の在現
 第16条　地区ガバナー・キャビネット 第15条　地区ガバナー・キャビネット 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。

第１項、第２項　内容に変更なし 第１項、第２項　内容に変更なし 第１項、第２項　内容に変更なし

３．地区ガバナーはキャビネット会議を主宰する。定例会議は年 ３．地区ガバナーはキャビネット会議を主宰する。定例会議は年
　４回とし、その他必要に応じて開くことができる。これらの会 　４回とし、その他必要に応じて開くことができる。これらの会
議で地区ガバナー、前地区ガバナー、第１副地区ガバナー、第２ 　議で地区ガバナー、前地区ガバナー、第１副地区ガバナー、第
副地区ガバナー、地区名誉顧問会議長、キャビネット幹事、キャ 　２副地区ガバナー、地区名誉顧問会議長、キャビネット幹事、
ビネット会計、リジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパー 　キャビネット会計、リジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェ

。るれらえ与が権票投に長員委区地、ンソーパア　。るれらえ与が権票投に長員委区地、ンソ
（331・332・333・335・336・337）

３．地区ガバナーはキャビネット会議を主宰する。定例会議は年 　昨年度の国際理事会で地区ＦＷＴ/ＧＬＴ/ＧＭＴ/ＧＳＴ/ＬＣＩＦコーディ
　４回とし、その他必要に応じて開くことができる。これらの会 ネーターには投票権が与えられなくなった。従って第１６条３項は昨年度の
議で地区ガバナー、前地区ガバナー、第１副地区ガバナー、第２ 複合地区会則変更の議題は取り下げられたが、MD３３０とMD３３４は取り
副地区ガバナー、地区名誉顧問会議長、キャビネット幹事、キャ 下げられずに可決したので、他の複合地区と合わせるため今年度に会則変更す
ビネット会計、リジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパー る必要があるが、この改訂案が複合地区で承認されると、自動的に変更になる
ソン、地区委員長および地区ＦＷＴ/ＧＬＴ/ＧＭＴ/ＧＳＴ/ 。
ＬＣＩＦコーディネーターに投票権が与えられる。
（330・334）

第4項、第5項　内容に変更なし 第4項、第5項　内容に変更なし 第4項、第5項　内容に変更なし

 第17条　キャビネット構成員 第16条　キャビネット構成員 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。
。るすとりおとの次を員成構トッネビャキ．１。るすとりおとの次を員成構トッネビャキ．１

（ａ）地区ガバナー、前地区ガバナー、第1副地区ガバナー、第 （ａ）地区ガバナー、前地区ガバナー、第1副地区ガバナー、第
　　２副地区ガバナー、地区名誉顧問会議長、キャビネット幹 　　２副地区ガバナー、地区名誉顧問会議長、キャビネット幹事
　　事、キャビネット会計、および地区ＦＷＴ/ＧＬＴ/ＧＭＴ/ 　　、キャビネット会計、および地区ＦＷＴ/ＧＬＴ/ＧＭＴ/
　　ＧＳＴ/ＬＣＩＦコーディネーター、リジョン・チェアパー 　　ＧＳＴ/ＬＣＩＦコーディネーター、リジョン・チェアパー

ンソーパアェチ・ン－ゾ、ンソ　　ンソーパアェチ・ン－ゾ、ンソ　　
（330・332・334・335・336・337）

（ａ）地区ガバナー、前地区ガバナー、第1副地区ガバナー、第 前年度の複合地区年次大会でキャビネット構成員の変更議案が上程されたが、
　　２副地区ガバナー、地区名誉顧問会議長、キャビネット幹 ＭＤ３３１，MD３３３は変更されていない。この改訂案が複合地区で承認さ
　　事、キャビネット会計、リジョン・チェアパーソン、ゾー れると、自動的に変更になる。
　　ン・チェアパーソン
（331・333）

　（ｂ）　内容に変更なし 　（ｂ）　内容に変更なし
　（Ｃ）　内容に変更なし 　（Ｃ）　内容に変更なし
２．　　内容に変更なし ２．　　内容に変更なし
３．　　内容に変更なし ３．　　内容に変更なし
４．　　内容に変更なし ４．　　内容に変更なし



ライオンズ必携改訂案　新旧対比表 R2.3.31　執行理事会承認済後の修正（Ｒ２年4月6日版） ５/６
複合地区会則の改訂案

ページ 行　数 旨趣更変の案訂改案訂改載記の在現
 第18条　地区委員その他 第17条　地区委員その他 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。

　　内容に変更なし 　　内容に変更なし
 第19条　キャビネット構成員の任務 第18条　キャビネット構成員の任務 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。

　　内容に変更なし 　　内容に変更なし
 第20条　地区年次大会 第19条　地区年次大会 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。

１．地区年次大会（以下本会則において地区大会と称する）は、 １．地区年次大会（以下本会則において地区大会と称する）は、
　前年度の年次大会の代議員によって選定した場所にで開催さ 　前年度の年次大会の代議員によって選定した場所にで開催さ 　第６３回複合地区年次大会で「地区年次大会での代議員による開催地の決
　れる。ただし、キャビネットは翌会計年度を越えて開催地お 　れる。 　定」と、「翌会計年度を越えて開催地およびホスト・ライオンズクラブを
　よびホスト・ライオンズクラブを決定することはできない。 　　地区大会開催の期日はキャビネットおよびホスト・ライオ 決定することはできない」との文言の削除が承認されたが、必携作成時に後
　　地区大会開催の期日はキャビネットおよびホスト・ライオ ンズクラブによって決定される。大会ホスト・ライオンズク 半部分の文言の削除がなされていなかった。
ンズクラブによって決定される。大会ホスト・ライオンズク ラブは、速やかに大会委員長を選出し、これを地区ガバナー 　従って今回改めて、該当部分の文言を削除する。
ラブは、速やかに大会委員長を選出し、これを地区ガバナー 　が任命する。大会委員長はキャビネットの指示を受け、大会
　が任命する。大会委員長はキャビネットの指示を受け、大会 　の設営その他にあたる。
　の設営その他にあたる。

２．～１０． ２．～１０． ２．～１０．は変更なし。
 第21条　地区名誉顧問会 第20条　地区名誉顧問会 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。

　　内容に変更なし 　　内容に変更なし
 第22条　地区ガバナー諮問委員会 第21条　地区ガバナー諮問委員会 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。

１．地区ガバナー諮問委員会は地区ガバナーの諮問機関として各 １．地区ガバナー諮問委員会は地区ガバナーの諮問機関として各
　ゾーンごとに設置され、ゾーン・チェアパーソン、ゾーン内の 　ゾーンごとに設置され、ゾーン・チェアパーソン、ゾーン内の
クラブ会長、クラブ第1副会長、クラブ幹事をもって構成され クラブ会長、クラブ第1副会長、クラブ幹事をもって構成され
　る。ゾーン・チェアパーソンは本委員会を主宰する。 　る。ゾーン・チェアパーソンは本委員会を主宰する。
２．各ゾーンにおいて、ゾーン・チェアパーソン、各クラブ会長 ２．各ゾーンにおいて、ゾーン・チェアパーソン、各クラブ会長、
　、第1副会長、並びに幹事は、地区ガバナー諮問委員会の構成 　第1副会長、並びに幹事は、地区ガバナー諮問委員会の構成員と
　員となり、ゾーン・チェアパーソンはその委員長となる。ゾー 　なり、ゾーン・チェアパーソンはその委員長となる。ゾーン・
　ーンチェアパーソンが定める日時及び場所において、国際大会 チェアパーソンが定める日時及び場所において、国際大会閉会
　閉会後９０日以内に第１回会議を開き、第２回会議は１１月に 　後９０日以内に第１回会議を開き、第２回会議は１１月に、第
　、第３回会議は２月又は３月に、第４回会議は複合地区大会の 　３回会議は２月又は３月に、第４回会議は複合地区大会の約
　約３０日前に開く。クラブ奉仕委員長、クラブ・マーケティン 　３０日前までに開く。クラブ奉仕委員長、クラブ・マーケティ
　グ・コミュニケーション委員長、クラブ会員委員長は、各自の ング・コミュ二ケーション委員長、クラブ会員委員長は、各自
　役職に関係ある情報が共有される場合には出席する必要がある。 　の役職に関係のある情報が共有される場合には出席する必要が
　この委員会は、諮問に答えるゾーン・チェアパーソンに助力し、 　ある。この委員は、諮問に答えるゾーン・チェアパーソンに助
　ゾーン内のライオニズム及びクラブの福利に関する勧告をまと 　力し、ゾーン内のライオニズム及びクラブの福利に関する勧告
　めた上で、それをゾーン・チェアパーソンを通して地区ガバナ 　をまとめた上で、それをゾーン・チェアパーソンを通して地区
　ー及びキャビネットに伝える。 　ガバナー及びキャビネットに伝える。
（330・332・334・335・336・337）

２．地区ガバナー諮問委員会は年３回定例会議を開き、ゾーン 前年度の複合地区年次大会で、地区ガバナー諮問委員会開催回数変更議案が
　内のクラブが協調を保ちつつ、ライオニズムを高揚するため 上程されたが、MD３３１、MD３３３は変更されていない。この改訂案が
　の方法について協議する。 複合地区で承認されると自動的に変更になる。
（331・333）



ライオンズ必携改訂案　新旧対比表 R2.3.31　執行理事会承認済後の修正（Ｒ２年4月6日版） ６/６
複合地区会則の改訂案

ページ 行　数 旨趣更変の案訂改案訂改載記の在現

 第23条　キャビネット事務局 第22条　キャビネット事務局 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。
　　内容に変更なし 　　内容に変更なし

 第24条　地区会計 第23条　地区会計 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。
　　内容に変更なし 　　内容に変更なし

 第３章　改正その他 第３章　改正その他 第３章　改正その他

 第25条　改正 第24条　改正 現行複合地区会則第６条を削除したので、条数が繰り上がった。
　　内容に変更なし 　　内容に変更なし

 第26条　国際協会会則及び付則との関係 　削　除

 第27条　規則の制定および改廃 第25条　規則の制定および改廃 現行複合地区会則第６条及び第２６条を削除したので、条数が繰り上がった。
　内容に変更なし 　内容に変更なし

 第28条　名称、紋章、その他の標識 第26条　名称、紋章、その他の標識 現行複合地区会則第６条及び第２６条を削除したので、条数が繰り上がった。
　内容に変更なし 　内容に変更なし

 第29条　文書配布の規制 第27条　文書配布の規制 現行複合地区会則第６条及び第２６条を削除したので、条数が繰り上がった。
　内容に変更なし 　内容に変更なし

 第30条　施行期日 第28条　施行期日 現行複合地区会則第６条及び第２６条を削除したので、条数が繰り上がった。
　内容に変更なし 　内容に変更なし



国際理事立候補者推薦手続規則の改正案　　 Ｒ2.3.31　執行理事会承認済 １/５

案訂改則規行現 改 訂 案 趣 旨 説 明
国際理事立候補者推薦手続規則 国際理事候補者推薦選挙手続規則

薦推の会大次年区地合複びよお区地準　章1第薦推の会大区地合複びよお区地準　章１第
１． 資　格 第１条 資　格 　従前は「国際理事立候補者推薦手続規則」となっていたが、推薦のた

　国際理事立候補者の資格は、国際会則及び付則の定めるところ 　国際理事立候補者（以下立候補者という）の資格は、国際会則 めの選挙を行わなかったので「選挙」の文言がなかったが、推薦選挙を
による。 および付則の定めるところによる。 実施するので、選挙の文言を入れ、立候補者を候補者とした。

２． 意思表示 第２条 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 　立候補者の国際理事立候補の意思表示は、有資格者である本人 　条文の趣旨が明確になるよう解りやすくした。
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 から、所属クラブを経由して、地区ガバナーに宛てた所定の文書 内容の変更はない。
とする。 をもって行う。

３． 届　出 第３条 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 　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 　条文の区切りが明確になるよう句点を打ち、不測の事態を分かりや
開催される前年度あるいは不測の事態のために必要になった場合 開催される前年度の準地区の年次大会議案として提案ができる期 すくするため文言を加えた。
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 日までに本人の立候補届出書および履歴書など必要書類を地区ガ 　また立候補提出書等の提出期限について、具体的な日付とするとキ
などを地区ガバナーに提出する。 バナーに提出する。不測の事態により新たな立候補予定者が必要 ャビネット会議に開催期日が変動した場合に対応できなくなる恐れが

になった場合には、当年度の準地区年次大会議案として提案がで るので、日付の明示ではなく準地区の年次大会議案書として提案がで
きる期日までに、本人の立候補届出書および履歴書など必要書類 きる期日までという表現にした。
を地区ガバナーに提出する。 実質的な内容の変更はない。

４． 地区ガバナー 第４条 準地区年次大会での推薦 　地区ガバナーでは内容が解りにくいので、準地区での作業であること
　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 　地区ガバナーは立候補を届け出た国際理事立候補予定者の資格 を明確になるようにした。また立候補予定者であることを明確にするた
、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 が適格であることを確かめ、準地区の年次大会で国際理事立候補 め、予定者の文言を加えた。
ナー協議会議長に提出する。 予定者としての推薦を諮る。 　準地区の推薦を得られた後に複合地区へ推薦書を送ることを明確にし

　準地区の推薦が得られた後、地区ガバナーは推薦書を複合地区 た。
ガバナー協議会議長に提出しなければならない。 実質的な内容の変更はない。

５． ガバナー協議会議長 第５条 複合地区年次大会での推薦 　ガバナー協議会議長では内容がわかりにくいので、複合地区年次大会
　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 　地区ガバナーより推薦書を受けた複合地区ガバナー協議会議長 での推薦に変更した。
年次大会に提出して推薦を求める。 は、複合地区年次大会で国際理事立候補予定者の推薦を諮る。 実質的な内容の変更はない。

６． 周　知 第６条 周　知 　「準地区および複合地区年次大会に先立ち」を「年次大会において立
　地区ガバナーおよび複合地区ガバナー協議会議長は、それぞれ 　地区ガバナーおよび複合地区ガバナー協議会議長は、それぞれ 候補者の立候補推薦を諮るにあたり」に変更し内容を明確にした。
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、経歴 の年次大会において立候補者の立候補推薦を諮るにあたり、立候 　「所信その他必要な事項」を「所信その他必要な情報」に替え、十分
、所信その他必要な事項を大会議案書に掲載するなどの適当な方 補者の氏名、経歴、所信その他必要な情報を、大会議案書に掲載 な情報の開示を求めるようにした。
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 するなどの適当な方法を用いて、事前に会員への周知を図らなけ 　「代議員および全会員」を「会員」とし、会員への情報の周知を明確
い。 ればならない。 にした。

実質的な内容の変更はない。



国際理事立候補者推薦手続規則の改正案　　 Ｒ2.3.31　執行理事会承認済 ２/５

案訂改則規行現 改 訂 案 趣 旨 説 明
７． 推薦方法 第７条 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 　準地区および複合地区年次大会における立候補者の立候補推薦 　「出席し、投票した代議員の」を「それぞれの大会に出席した代議員
記名投票選挙によるものとし、出席し、投票した代議員の有効投 は、無記名投票選挙によるものとし、それぞれの大会に出席した による」とし年次大会での出席且つ投票であることを明確にした。
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 代議員による有効投票数の過半数の得票をもって推薦とする。た 　「ただし、いずれの立候補者も」とあるのを「ただし、複数の立候補

、合場う行を薦推らか中の者補候立の数複、しだ。う行を票投度再で名２位上に日同は合場いなた満に数半 いずれの立候補 者の中から推薦を行う場合」とし、複数立候補の場合であることを明確
　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 者も得票が有効投票数の過半数に満たなかった場合は、同日、上 した。
ばならない。 位２名で再度投票を行い、有効投票数の過半数得票者を被推薦者 実質的な内容の変更はない。

とする。

８． 国際本部への届出 第８条 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、 　準地区並びに複合地区年次大会で立候補者の立候補推薦がなさ 　「推薦が行われた場合、」を「準地区並びに複合地区年次大会で立候
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 れた場合、地区ガバナーおよびキャビネット幹事並びに複合地区 補者の立候補・・」に替え推薦を受けるべき年次大会を明確にした。
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 ガバナー協議会議長および同協議会幹事は、準地区および複合地 　「ガバナー協議会議長及び幹事」を「複合地区ガバナー協議会議長お
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、 区の推薦証明書を、選挙の行われる国際大会の３０日前までに国 よび同協議会幹事」と明確にした。
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 際本部に到着するよう提出しなければならない。ただし、第１８

票投、はていおに況状るれさ想予が挙選るよに人票投の載記条。いしま望がのるえ控し差を出提の書明証薦推、で 結 実質的な内容の変更はない。
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。

条９第求要薦推のへ会員委理管挙選者補候事理際国．９ 一般社団法人日本ライオンズへの推薦要求
　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 　準地区および複合地区年次大会で推薦を受けた候補者は一般社 　「国際理事候補者選挙管理委員会への推薦要求」とあるのを組織体の
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 団法人日本ライオンズ（以下日本ライオンズという）に対し、推 正式名称「一般社団法人日本ライオンズへの推薦要求」へ変更する。
きる。 薦を求めることができる。 実質的な内容の変更はない。

第２章　国際理事立候補者選挙管理委員会 第２章　国際理事候補者推薦選挙管理委員会 　委員会は推薦と選挙の業務を行うので、「推薦」の文言を加えた。
また立候補者を候補者に替えた。

１． 名　称 第10条 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 　本組織の名称を国際理事候補者推薦選挙管理委員会（以下選挙 　委員会は推薦と選挙の業務を行うので、「推薦」の文言を加えた。
委員会という）とする。 管理委員会という）とする。

２． 目　的 第11条 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 　選挙管理委員会は候補者が日本に割当てられた人数（以下割当 　「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・・」
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 枠という）を超えた場合日本ライオンズの付託を受け、割当枠と を「候補者が割当枠を超えた場合、割当枠と同数の推薦をするため日本
目的とする。 同数の推薦をするため日本国内で選挙を行い、日本ライオンズと 国内で選挙を行い、日本ライオンズとしての推薦候補者を決定すること

しての推薦候補者を決定することを目的とする。 を目的とする。」とし推薦のための選挙であることを明確にした。
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案訂改則規行現 改 訂 案 趣 旨 説 明
第12条 推薦決定の効力 　　新　　設

　前条の選挙による推薦決定は、国際大会の選挙に何らの拘束力 　推薦の効力は日本国内でのみ効力がある旨を明記した。
を持つものではなく、候補者の国際理事立候補届が国際本部で受 　国際本部で国際理事立候補届が受理された場合は、日本でも候補者に
理され候補者として登録された時点で、当然として日本でも候補 なる　ことを明示し、推薦決定の効力の限界を明示した。
者となる。

３． 構　成 第13条 選挙管理委員会の構成
　選挙管理委員会は３３０~３３７複合地区ガバナー協議会によ 　選挙管理委員会は、日本ライオンズの理事の中から選出された 　日本ライオンズの理事の中から委員長を1名、各複合地区から任命さ
って任命されたそれぞれ 長員委。るす成構てっもを員委の名１ １名と、３３０～３３７複合地区ガバナー協議会によって れた各１名の委員の合計９名で構成することと、委員会構成員になれな
　ただし、国際理事立候補者およびその支援に関する責任者を除 任命された各１名の委員、計９名をもって構成する。ただし、候 い者を明示した。
くものとする。 補者およびその支援に係る責任者を除くものとする。

４． 推薦要望書の提出 第14条 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 （１）第１章第９条による日本ライオンズの推薦を希望する候補 　第９条での変更を受けて、推薦要望書提出先を委員会から日本ライオ
　　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 　　者は、選挙の行われる国際大会と同一年度の７月３１日まで ンズに変更する。
　　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 　　に、推薦要望書を複合地区ガバナー協議会議長経由で選挙管 　準地区および複合地区での推薦決議があったことを明瞭にするため、
　　員会に提出しなければならない。 出提をし写の録事議の区地合複・区地準たれさ載記がとこたっあが議決。いならなばれけなし出提に会員委理　　
（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。 （２）推薦要望書には、次の書類を添付するものとする。 することを明示した。
　　（ａ）　候補者の氏名、履歴、所信 　　（ａ）　候補者の氏名、履歴、所信を記載した書面
　　（ｂ）　所属する地区および複合地区年次大会の決議 　　（ｂ）　所属する準地区および複合地区年次大会での推薦決
　　（Ｃ）　クラブ会長、地区ガバナー、ガバナー協議会議長の 　　　　　議が記載された議事録の写し。
　　　　　推薦書 　　（Ｃ）　クラブ会長、地区ガバナー、複合地区ガバナー協議

　　　　　会議長の推薦書

５． 選挙管理委員会 第15条 選挙管理委員会の開催
（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 （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 （１）・・・ガバナー挙議会議長連絡会議・・・　　とあるを議長連絡
　　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 　　の行われる国際大会と同一年度の８月１０日までに、日本ラ 会議が日本ライオンズ執行理事会に名称を変えて運用されているので、
　　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 　　イオンズ執行理事会の決める日時・場所で会合を開き、投票 名称を変更する。また執行理事会は議長が決まっているため、委員長の
　　、委員長を互選し、投票要領を決定する。 　　要領等を決定する。 互選の文言を削除する。
（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 （２）選挙管理委員会の会合は、委員長が必要と認めた時、また （２）変更なし
　　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。 　　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。
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案訂改則規行現 改 訂 案 趣 旨 説 明
６． 投票人 第16条 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 　投票人は、３３０～３３７複合地区に所属する会員のうち以下 　投票人については、国際理事と同時期に職務を遂行することになる現
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 の通りとする。 ガバナー、第１・第２副地区ガバナーと現・元国際会長、現・元国際理
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 　　現・元国際会長 事、現一般社団法人日本ライオンズ理事会構成員とする。
度末の会員数３００名ごと、およびその端数１５１名以上につい 　　現・元国際理事
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 　　現一般社団法人日本ライオンズ理事会構成員 　現行の規定では、投票人の選定にも相当の時間と労力を要し、選挙の
ない。 　　現地区ガバナー 執行が現実にはかなりの困難を伴うと想定される。

　　第１副地区ガバナー
　　第２副地区ガバナー
　選挙管理委員会の委員長並びに委員および候補者は投票人にな
ることはできない。

７． 選挙管理委員会の選挙による推薦 第17条 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対して （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 （１）　（１）～（４）に投票に関する規定を新設するので、
　　、すべての推薦希望者の氏名、履歴、所信などを公平に公表 　　て、すべての推薦希望者の氏名、履歴、所信などを公平に公 「・・9月30日までに文書による・・」を削除する。
　　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 　　表し、推薦投票を求めなければならない。
　　らない。 （２）推薦投票は無記名によるものとし、すべて郵送によって行 投票は所定の投票用紙で郵送による方法にする。
（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、 　　う。投票人は選挙管理委員会所定の投票用紙を用い所定の封
　　選挙管理委員会の推薦候補者とする。ただし、日本に２名の 　　筒に封入し、選挙管理委員会に郵送する。
　　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 （３）投票期間は、１０月１日から１０月１０日までとする。 投票期間の明示。締め切り日の消印有効。
　　推薦候補者とする。 　　投票期間内の投票かどうかの判定は、郵便消印の日付をもっ オセアル・フォーラムの開催前に選挙を行うことを想定した。

　　て判定する。
（４）開票は郵便配達遅れの恐れも考慮し、１０月１５日に行う。 開票日を設定。
　　但し、当日が土・日・祝祭日の場合は、その後の最初の平日
　　に行う。
（５）開票作業は選挙管理委員会が行い、最高得票者をもって、 開票作業の担当者を設定。
　　日本ライオンズの推薦候補者とする。但し、日本に２名の割
　　当枠がある年度は、上位２名を日本ライオンズの推薦候補者
　　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 （６）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 内容の変更はない。
　　された場合は、次位得票者をもって推薦候補者とする。 　　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 （７）推薦を希望する候補者が定員を上回らない場合は、日本ラ 選挙の省略を設定。
　　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。 　　イオンズは選挙管理委員会に付託する選挙を省略して、その 内容の変更はない。

　　候補者を、日本ライオンズの推薦候補者とする。
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案訂改則規行現 改 訂 案 趣 旨 説 明
第18条 被選挙人の義務 　　新　　設

　候補者およびその支援者は、投票人が投票判断を行うのに十分 　被選挙人に、投票人が投票判断を行うに十分な有用な情報の提供をす
な、被選挙人の経歴、抱負、活動方針等の有用な情報を、投票人 るよう求める。
およびその他の会員に提供するよう努力する。但し、その活動は 　また選挙活動期間の終期を明示した。
、投票期間が始まる前日までとする。

８． 諸経費 第19条 諸費用の負担
（１）選挙管理委員会主席のための費用は、プール制によって各 （１）選挙管理委員会出席のための委員会構成員の旅費は、プー 実質的な内容の変更はない。
　　複合地区が負担する。 ル制によって各複合地区が均等に負担する。
（２）選挙管理委員会の会場費、事務費などは一般社団法人日本 （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 実質的な内容の変更はない。

ライオンズの経費をもって充当する。 　　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又は複合 （３）選挙管理委員会が行う選挙に係る直接費用は、候補者を推 選挙に要する直接費用は、候補者を推薦した複合地区の負担とし、候補
　　地区が均等に負担する。 　　薦した複合地区が均等に負担する。 者の負担を削除した。

第３章　改正その他 第３章　改正その他
１． 　本規則の改廃には、複合地区年次大会に出席し、投票した代議 第20条 　本規則の改廃には、日本ライオンズ理事会の承認を得た後、複 　日本ライオンズの規約なので、日本ライオンズの理事会承認後、複合

員の過半数の賛成投票を要する。 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 地区年次大会で可決されることを明記。
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 第21条 　本規則は３３０～３３７すべての複合地区年次大会の決議を得 内容の変更はない。
た後実施する。 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 第22条 　本規則は、２０２１年以降の候補者を推薦するために、 次年度からの適用を明示。
２００２年７月１日から実施する。 ２０２０年７月１日から実施する。
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