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財務報告書 ........................................................................................................................ P21～29 

 
協議事項 3 
件名：次期協議会議長選任について 岡村 聖爾 

 
第 1回～4回選任打合せ会議議事録 ............................................................................... P30～33  

 
協議事項 4 
件名：講師育成研究会(FDI)について 岡村 聖爾 
 
※ガバナー協議会にて複合地区から推薦する参加者を決定する。 
2020年 12月 5日～7日韓国（ソウル）開催は見合わせ、2021年 5月東京にて実施予定。 

 
協議事項 5 
件名：各種研修について 岡村 聖爾 
 
※GLT年間計画に基づき、研修会開催を提案、ガバナー協議会で了承を得る。 

 
協議事項 6 
件名：国際大会について 岡村 聖爾 
 
※1/26に 8複合地区国際大会会議(WEB)を開催、今後の方針を決定。 
 
 
 
 
 
 

 

協議事項 1 
件名：336複合地区第 67回年次大会について 岡村 聖爾 
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協議事項 7 
件名：日本ライオンズ・複合地区のコロナ対策の取り組みについて 酒井 公一 

 
日本ライオンズ及び複合地区としてコロナ感染予防対策の取り組みをしていただきたい。 
 
協議事項 8 
件名：複合地区ガバナー協議会事務局の事務効率化の推進について 池原  堅 

 
ガバナー協議会事務局職員の給与計算並びに所得税、市民税、社会保険料等の税金に関する一 

切の処理を事務局員が処理しています。 
また、収支報告書・財務報告書も、個人的に作られていたエクセルソフトで複雑で作業効率が 

大変悪い為、日常業務に支障をきたし、本来の業務に注力できないなど、改善が急務です。 
上記、給与計算並びに年末調整などは外部委託し、財務関係については経理ソフト導入し、事 
務局員の作業効率を改善することを提案いたします。 
今後、事務局の作業効率向上のため、随時、改善して行きたくご協力をお願いします。 

 
協議事項 9 
件名：336複合地区協議会の旅費・宿泊費会則提案 金礪 毅 

 
＊事項（提案理由・内容） 

現在朝食代 1000円を割愛（宿泊セットの場合が多いため実態にそぐわない） 
昼食は 1000円→2000円 
夕食は 2000円→4000円  

夕食が懇親会等になった場合でも同額支給とし、不足分を懇親会登録料として各準地区キャビ
ネットでの規約に沿って処理することとする。宿泊費は変わらず 10000円までの実費を上限と
する。 
交通費については、“駅すぱあと”（※出発地点と到着地点とを結ぶ公共交通機関の最適経路を
提供するシステム）を活用し支給金額を決定することで承認された。 
交通費は、原則として公共交通機関（バス・船・新幹線は指定席まで・飛行機はエコノミーに
準じたクラス）を利用した場合の最低金額を支給する ⇒最低金額を削除 
※自家用車利用時の駐車場代について→駐車場代は旅費交通費に含めるものとしたい。 
336複合地区旅費規程 ................................................................................................... P34 

 
協議事項 10 
件名：336複合地区ガバナー協議会事務局給与規則改定提案  金礪 毅 
 
336複合地区ガバナー協議会事務局給与規則を以下のように改定したい。 

今まで職員の処遇については一部不明瞭なところがあったが、昨今の処遇改善の政府方針に沿っ
て改善すべき手あり、その方法を明確に規約したい。内容については以下に記す。 
第２章 基本給 
第６条 （２）加筆 

職員の昇給は毎年３月末時点の（事務局所在地の最低賃金制定額）を参考にガバナー協議会の決
議に基づき７月１日付けで（辞令）により施行する。 
ただし、本人の勤務成績、勤務態度、景気の悪化、物価上昇・下降等を勘案して昇給を行わない
場合がある。 

336複合地区ガバナー協議会事務局給与規則 ............................................................... P35～36 
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協議事項 11 
件名：336複合地区委員会運営内規改定提案  金礪 毅 

 
《経 費》 
 (1)「旅費は各準地区が負担する」→削除 
ガバナー協議会議長が出席を承認・要請をした者の旅費は、ガバナー協議会が負担する。 
 
(2)経費が不足する事態を生じた場合、それ以降の経費に際してはガバナー協議会議長は経費の
負担を準地区に求めることができる。 
 
(3)各委員会の予算化を行い、委員会活動の活発化を図る。予算案は次期複合地区委員会委員長
が提案し、次期ガバナー協議会議長が当該複合地区年次大会において承認を得るものとする。 

 
336複合地区委員会運営内規 新設 
《招 集》 

(4)各委員会は会議を WEB 会議で行うことを可能とする。WEB 会議の映像記録は保存し、複
合事務局に 5年間保存義務とする。議事録は委員会委員の中から議事録作成人、議事録署名人
を選出し、事務局員の協力を得て作成する。    
 
(5)複合地区各委員会の委員選任規約  

複合地区各委員会の活性化を目的とし、ガバナー経験者だけでなく委員会委員に広く門戸を開
き各準地区から有能な人材を登用することができる規約を新設したい。 
また、アラート委員会の IT委員と IT特別委員会の組織構図が複雑になっている為組織構図を再
度検討し、ITは IT委員会アラート委員会はアラート委員会とし独立した委員会とし、業務や研
修の機会においてで両委員会が協力して会議を持つことは妨げるものではない。尚、アラート委
員会については複合の活動と準地区の活動の連動性を持つ特殊性から複合地区のアラートチー
ムの委員には準地区の委員が 1名以上在籍することが好ましい。 
現在、長く同じ顔ぶれで組織組を行っているのが現状であり、広く各準地区から有能な人材登
用を可能に 
したい。人材登用に際しては各準地区のガバナーが推薦するものとする。 
336複合地区委員会運営内視 ........................................................................................ P37 
336複合地区組織図（2020-2021） ............................................................................. P38 
336複合地区アラートチーム組織図（2020-2021） .................................................. P39 

 
協議事項 12 
件名：アラートチームの組織改編について  大木 寿之 

 
 今年度よりアラートチームが発足いたしましたが、構成員は準地区のアラート委員長・副委員
長だけでよいのではないでしょうか。現状では 336複合地区アラートチームの組織をどのように
運営して、準地区および各クラブとの連携を整えるかが先決で、ITとの関連性は今のところ無い
ように思われます。準地区の IT委員長・副委員長と複合地区 IT特別委員はリンクしていない中
で、逆に準地区の IT委員長・副委員長と IT特別委員が連携を密にして、IT関連の総合的なシン
クタンクとなり今後アラートチームが災害時に必要となる SNS等を活用した連絡網、または、 
そのマニュアルを作り上げる時に有機的に関わっていけばよいのではないでしょうか。 
 

336複合地区アラートチーム組織図（2020-2021） .................................................. P39 
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協議事項 13 
件名：Web会議の推進について  大木 寿之 
 
数年前より IT 特別委員から Web 会議の推進についてお願いをしておりました。昨年ようやく

Zoomの契約に至り、IT特別委員会をはじめ YCEや FWTなどでWeb会議を開催いたしました。
今後も国際協会や日本ライオンズ・OSEAL 調整事務局などはウェビナーや Web 会議を推進して
いきます。 

336 複合地区はまだ Zoom しか使用しておりませんが、国際協会をはじめ上記では
GoToMeeting / GoToWebinarをプラットフォームとして使用しています。また、まだ試験運用中
ではありますが、ライオンアカウントから入ると“Connect”というアイコンがあり、Web 会議が
ライオンズクラブのシステム内で簡単に出来るようになります。このように、ライオンズクラブ
の会議や研修のあり方も変わりつつあります。 
今後 Zoom だけでなく、他のプラットフォームも検証しながら最適なものを選び、336 複合地

区でもWeb会議を推進していける環境の構築をお願いいたします。 
 
協議事項 14 
件名：DＸを実現する組織改正、運営変革をお願いしたい 金礪 毅 

 
DＸ：デジタルトランスフォーメーション 
新型コロナ感染に手をこまねいていてライオン奉仕活動の停滞や無防備な会合による会員の生

命の危機を招くことは避けなければなりません。そのためには、デジタル技術で社会の在り方を
変える「DX」によって新しい生活様式に適応できる組織作りを考えていかなければなりません。 

LINE会議、Zoom会議をどんどん取り入れていかなければなりません。それができる方がトッ
プでないと DX は不可能となり、結果として社会に貢献する奉仕活動力の衰退とライオンズクラ
ブ組織の魅力の衰退につながってしまいます。 

IT を駆使したライオンズクラブ（特に複合地区ガバナー協議会は広範囲である地政学的理由に
より）運営を推進することが不可欠です。次期の組織編制、役員選出においてもキーワード「DX・
IT」を革新的に取り入れ、ライオンズの新しい仕組みづくりを実施し会員の命、社会貢献力の維
持、増幅を目指して頂きたい。 
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オンラインで⾒る

ライオンリーダー各位

新型コロナウイルス（COVID-19）のパンデミックをめぐる懸念が続い
ていることを受け、国際理事会はモントリオールで予定されていた2021
年ライオンズクラブ国際⼤会を、完全オンラインで開催されるバーチャ
ルイベントに転換することを決議いたしました。この決断は、海外渡航
や⼤規模な集会を制限することがグローバルな感染拡⼤抑⽌のカギであ
ることを踏まえ、ライオンズのメンバー、スタッフ、関係業者の健康と
安全を念頭に下されたものです。

このイベントを直接集まって開催できないのは⼤変残念ですが、世界中
のライオンズが安全に交流できる初めてのバーチャル国際⼤会を開催で
きることを嬉しく思います。新しい体験となるこの国際⼤会の詳細につ
いては現在調整中ですが、準備が整い次第皆様に告知いたします。

2021年バーチャル⼤会に関する重要事項を以下のとおりお知らせいたし
ます。

誰でも参加可能 – 2021年⼤会は、世界中のすべてのライオンズと
レオに開かれたバーチャルイベントです。

登録料 – 登録料は、3⽉31⽇までは50⽶ドル、4⽉1⽇以降は75⽶
ドルです。レオの登録料は、⽇付にかかわらず30⽶ドルです。⼤
会は、現在6⽉25⽇〜29⽇に予定されています。追加イベントや
登録の詳細については、近⽇中に公開されます。

すでに登録された⽅ – 現時点で国際⼤会に登録されている⽅に
は、登録のオプションに関する情報を近⽇中にEメールでお知らせ
します。

選挙 – 執⾏役員および国際理事の選挙は電⼦⼿段にて⾏われま
す。投票の⼿順については後⽇発表いたします。
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⼤会の最新情報 – 最新のニュースや情報については、国際⼤会の
公式ウェブサイト「LCICon」をチェックしてください。

この世界的パンデミックにより、私たち⼀⼈ひとりが、健康と安全を第
⼀とする決断と変更を余儀なくされています。しかし、私たちは前向き
に、⽇々新たな希望があることを信じつつ、ライオンズがこれからも新
たな⽅法で絆を守り、地域に安全に奉仕し、奉仕の世界的使命を果たし
続けることを確信しています。

私たちの協会と世界が直⾯するこの困難な時にあって、皆様のご理解を
お願いいたしますとともに、ライオンとして⾏ってくださっている素晴
らしい奉仕に感謝申し上げます。

以上、よろしくお願いいたします。

国際会⻑
ジュンヨル・チョイ

このEメールは次の⽅々に送信されています︓ 国際会⻑、前会⻑、国際第⼀副会⻑、国際第⼆副会⻑、国際第三副会
⻑、元国際会⻑、2年⽬国際理事、1年⽬国際理事、理事会アポインティ、LCIF理事、レオライオン理事会リエゾ
ン、元国際理事、GAT会則地域リーダー、GAT各国全域リーダー、LCIF会則地域委員⻑、LCIF会則地域副委員⻑、
複合地区事務局 

フォローしよう︓
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Powered by Lions Clubs International

© 2020 Lions Clubs International. 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL, USA 60523-8842

プライバシーポリシー | 利⽤規約

- 7 -

https://twitter.com/lionsclubs?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_International%20Convention%20Moving%20to%20Virtual%20Event_BOD%20BOT%20GAT_2021&utm_medium=email&elqTrackId=789c8f3b86bb4cec882b19853b13c398&elq=a3ea823aea964d3f97f3a25db9c62b72&elqaid=17528&elqat=1&elqCampaignId=2390
http://www.facebook.com/lionsclubs?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_International%20Convention%20Moving%20to%20Virtual%20Event_BOD%20BOT%20GAT_2021&utm_medium=email&elqTrackId=2a3df6221893407682ae2725bb4a2ef7&elq=a3ea823aea964d3f97f3a25db9c62b72&elqaid=17528&elqat=1&elqCampaignId=2390
http://www.linkedin.com/company/33854?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_International%20Convention%20Moving%20to%20Virtual%20Event_BOD%20BOT%20GAT_2021&utm_medium=email&elqTrackId=b3cc7a64778b4212a589d288991501e7&elq=a3ea823aea964d3f97f3a25db9c62b72&elqaid=17528&elqat=1&elqCampaignId=2390
http://instagram.com/lionsclubs?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_International%20Convention%20Moving%20to%20Virtual%20Event_BOD%20BOT%20GAT_2021&utm_medium=email&elqTrackId=2db12048e797488e947dc352367abd5e&elq=a3ea823aea964d3f97f3a25db9c62b72&elqaid=17528&elqat=1&elqCampaignId=2390
http://www.youtube.com/user/lionsclubsorg?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_International%20Convention%20Moving%20to%20Virtual%20Event_BOD%20BOT%20GAT_2021&utm_medium=email&elqTrackId=2ec0951a3ae0416ebb8ba35e88d78d17&elq=a3ea823aea964d3f97f3a25db9c62b72&elqaid=17528&elqat=1&elqCampaignId=2390
http://www.lionsclubs.org/blog/?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_International%20Convention%20Moving%20to%20Virtual%20Event_BOD%20BOT%20GAT_2021&utm_medium=email&elqTrackId=32cdd58f0b154c58a71c0e8bbde96f63&elq=a3ea823aea964d3f97f3a25db9c62b72&elqaid=17528&elqat=1&elqCampaignId=2390
https://app.e.roar.lionsclubs.org/e/es?s=94443966&e=653648&elqTrackId=ed05409619a94f3a8efb5565e6b2b24e&elq=a3ea823aea964d3f97f3a25db9c62b72&elqaid=17528&elqat=1
http://roar.lionsclubs.org/preference-center?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_International%20Convention%20Moving%20to%20Virtual%20Event_BOD%20BOT%20GAT_2021&utm_medium=email&elqTrackId=65d079c237ec413a8b2040b689cd8e1f&elq=a3ea823aea964d3f97f3a25db9c62b72&elqaid=17528&elqat=1&elqCampaignId=2390
https://www.lionsclubs.org/ja/footer/privacy-policy?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_International%20Convention%20Moving%20to%20Virtual%20Event_BOD%20BOT%20GAT_2021&utm_medium=email&elqTrackId=162c7729190441e8aef33af346f4821c&elq=a3ea823aea964d3f97f3a25db9c62b72&elqaid=17528&elqat=1&elqCampaignId=2390
https://lionsclubs.org/ja/footer/terms-of-use?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_International%20Convention%20Moving%20to%20Virtual%20Event_BOD%20BOT%20GAT_2021&utm_medium=email&elqTrackId=6b5aa5c6785841978c7f498aa6085cb0&elq=a3ea823aea964d3f97f3a25db9c62b72&elqaid=17528&elqat=1&elqCampaignId=2390


（2020-2021 年度） 

第 3 回会則委員会ウェブ会議 

◎日 時： 2020年 12月 18日(金) 14:00‐15:10 

◎システム： ズーム Zoom

◎出 席 者： 各複合地区会則委員長：

330複合地区会則委員長 佐藤 精一郎 （山北 LC） 

331複合地区会則委員長 奥山 幸一 （函館みなと LC) 

332複合地区会則委員長 金子 晴雄 （本荘舞鶴 LC） 

333複合地区会則委員長 根本 昌卓 （取手 LC） 【欠席】 

334複合地区会則委員長 野村 善弘 （岡崎中央 LC） 

335複合地区会則委員長 小林 聰 （姫路広陵 LC）  

336複合地区会則委員長 長﨑 孝太郎 （広島フェニックス LC）【欠席】  

337複合地区会則委員長 村中 尊裕亀 （熊本第一 LC） 

第 3回会則委員会会議招集者： 

一般社団法人日本ライオンズ 

委員長（MD336 協議会議長） 岡村 聖爾 （下関北 LC） 

オブザーバー：

事務総長 菅原 雅雄（東京堀留 LC）

第 3回会則委員会会議招集者の一般社団法人日本ライオンズ会則委員長（MD336協議会議

長）岡村聖爾より開会の挨拶ののち、議事録作成者はMD332金子委員長、MD335小林委

員長が指名された。 

◎議  事： 

1. 前回議事録の確認・・・資料 1

○ 一般社団法人日本ライオンズの定款改正に関する件

 代理人による議決権行使は出来ない。

 定款の変更は各複合地区において承認を要する。

この 2 点について、12 月 22 日開催予定の執行理事会には、議案が限定されてい

るので答申できないが、次の執行理事会に答申する。 

○ ライオンズ必携とライオンズクラブ役員必携の頒布状況を確認した。

2. 米国／イリノイ州オークブルック国際理事会オンライン会議要録の確認・・・資料 2

要録を確認した。

岡村委員長から要点について説明があった。
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3. ライオンズ必携

誤記載の訂正が伝達されたか確認した。

4. その他

○ 来年 6月開催予定の日本ライオンズ全国大会の件

330-B 地区では開催に反対の意見が多い。大会の目的が知らされていない事も問

題視されており、会員レベルで話し合いができていないと指摘があった。

○ 一般社団法人日本ライオンズ定款の件

日本ライオンズ定款とライオンズクラブ会則に矛盾点が多い。各地区で議論する

場を作る必要がある。会則委員会から日本ライオンズ理事会に提言してはどうか。 

○ 複合地区 GATコーディネーターの選任の件

336複合地区ガバナー協議会より GAT日本全域リーダーL中村泰久に対して下記

の質問が提出された（2020年 10月 19日付）。

 複合地区コーディネーター選任に際しては日本ライオンズから指名されてい

るが、なぜ複合地区で決定できないのか？

 国際理事会方針書第 24章に反しているのではないか？

この質問に対して GAT 日本全域リーダーより「指名は GAT だが任命は議長であ

る」と回答があった（2020年 11月 2日付）。 

5. 次回会議

本委員会は、一般社団法人日本ライオンズの一委員会であるので、今後は日本ライオン

ズからの諮問事項や会則などに問題が生じた場合に開催することとしたい、又要請があ

れば開催することとしたい旨の岡村委員長の発議があり了承された。 

6. 閉会宣言

15:10 岡村委員長により閉会。

議事録作成人 MD332 金子晴雄 

議事録作成人 MD335 小林 聰 
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第1 回 次期（2021-2022 年度）協議会議長選任打合せ会 議事録 

 

日  時  ：2020 年10 月29 日（木）12：45～13：30 

場  所  ：岡山シティホテル桑田町別館 305 会議室 

出 欠                                    （敬称略） 

役   職 氏  名  

336 複合地区ガバナー協議会 議長 岡村 聖爾 ○ 

336 複合地区ガバナー協議会 副議長 酒井 公一 ○ 

336 複合地区ガバナー協議会 副議長 金礪  毅 ○ 

336 複合地区ガバナー協議会 幹事 澤  辰水 ○ 

336 複合地区ガバナー協議会 会計 池原   堅 ○ 

336-A 地区第一副地区ガバナー 蔵本 守雄 ○ 

336-B 地区第一副地区ガバナー 平山 智雄 × 

336-C 地区第一副地区ガバナー 三島 英揮 ○ 

336-D 地区第一副地区ガバナー 大野 美雄 × 

 

進 行：336 複合地区ガバナー協議会議長 岡村 聖爾 

○第2回ガバナー協議会で変更された、336複合地区次期協議会議長選任に関する覚書の 

変更部分を確認。 

 

【今後の流れ】 

○複合事務局から、各地区議長就任有資格者へ本日10月29日付けで案内を行い、 

 各地区有資格者へ立候補の意思を確認する。 

 

○現ガバナー協議会と第一副地区ガバナーとで次期協議会議長選出の為の会合を開いて協議する。 

 ※12/11～1/22で日程調整、開催場所は岡山市内。 

 

○第3回ガバナー協議会（1/22） 

 第一副地区ガバナー4名の署名・捺印を付した報告書を作成し、協議会議長に1/22までに 

 提出する。⇒1/22その報告書をもとに次期議長予定者の資格要件を確認した上で、次期議長 

 予定者を内定する。 

 

○ガバナーエレクト会議（5/22） 

 ガバナーエレクト4名で、次期議長予定者を確定する。 

                                       以上 
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第2 回 次期（2021-2022 年度）協議会議長選任打合せ会 議事録（REAL/WEB） 

日  時  ：2020 年12 月11 日（金）16：00～17：00 

場  所  ：336 複合地区ガバナー協議会事務局（岡山商工会議所 6F） 

                                   （敬称略） 

役   職 氏  名 出 欠 

336 複合地区ガバナー協議会 議長 岡村 聖爾 ○ REAL 

336 複合地区ガバナー協議会 副議長 酒井 公一 ○ WEB 

336 複合地区ガバナー協議会 副議長 金礪  毅 ○ REAL 

336 複合地区ガバナー協議会 幹事 澤  辰水 ○ WEB 

336 複合地区ガバナー協議会 会計 池原   堅 ○ REAL 

336-A 地区第一副地区ガバナー 蔵本 守雄 ○ REAL 

336-B 地区第一副地区ガバナー 平山 智雄 ○ REAL 

336-C 地区第一副地区ガバナー 三島 英揮 × 

336-D 地区第一副地区ガバナー 大野 美雄 ○ WEB 

司会進行：336 複合地区ガバナー協議会議長 岡村 聖爾 

開会挨拶：336 複合地区ガバナー協議会 議長 岡村 聖爾 

次  第： 

一、 各準地区からの自薦・他薦を問わずに次期議長を希望する者の有無の確認 
 
岡村議長より、2通の封書が議長宛で届いている旨の報告があり、皆の面前で開封された。 
 
1通はＣ地区の個人情報管理者からであり、もう1通は現ガバナー3名連署による推薦書であ
ることが確認された。 
 
この取り扱いについて各自の意見交換がされた。 
 
C地区からの書類は1名を特定されておらず、各種投票書・支援用紙などでありC地区での
経過について池原ガバナーから、C地区で名誉顧問会が開催された経由について説明があった
がその議事録も同封されておらず、2名の推薦があったことが類推できた。 
 
現ガバナーからの推薦書は正規の届書と判定した。 
 
結果、現段階の自薦・他薦を問わない次期議長立候補者は、C 地区の福永元ガバナーと池原
ガバナーであることの確認をした。 
 
今回の打ち合わせ会は12/10までの締め切り日までに立候補者の受付をし確認するための会
合であるので、第3回ガバナー協議会までに第一副地区ガバナー・現ガバナー協議会が会議を
行い報告書を作成する段取りとなることが確認がされた。 
 
尚 過去に遺恨が残った事項に鑑み、議長選出の覚書が出来た経由を考慮して、慎重な取り
扱いをしていかなければならない旨申し合わせた。 

 
二、 次期議長選出のための第一副地区ガバナー・現ガバナー協議会との会合日決定 

 
  第3回打合せ会について、12/27（日）14：00～16：00 

ANAクラウンプラザホテル岡山にて開催されることが決定された。 

以上 
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第3回 次期（2021-2022年度）協議会議長選任打合せ会 議事録 

 
日  時 ：2020年12月27日（日）14：00～16：00 
場  所  ：ANAクラウンプラザホテル岡山1Ｆ「曲水」 

                                                   （敬称略） 

役   職 氏  名 出欠 

336複合地区ガバナー協議会 議長 岡村 聖爾 ○ 

336複合地区ガバナー協議会 副議長 酒井 公一 ○ 

336複合地区ガバナー協議会 副議長 金礪  毅 ○ 

336複合地区ガバナー協議会 幹事 澤  辰水 ○ 

336複合地区ガバナー協議会 会計 池原   堅 ○ 

336-A地区第一副地区ガバナー 蔵本 守雄 ○ 

336-B地区第一副地区ガバナー 平山 智雄 ○ 

336-C地区第一副地区ガバナー 三島 英揮 ○ 

336-D地区第一副地区ガバナー 大野 美雄 ○ 

司会進行：336複合地区ガバナー協議会議長 岡村 聖爾 

開会挨拶：336複合地区ガバナー協議会 議長 岡村 聖爾 

次  第： 

一、 第2回選任会議での立候補者の届出書の開封並びに送付内容の再確認 

C地区個人情報管理者より届いた書類、現ガバナー3名連署にて届いた推薦書、 
これら2通を出席者全員（※WEB出席者含む）の面前にて開封した旨と、その 
内容については、第2回選任会議議事録の通りである旨を確認した。 
  

二、12/11以降の各準地区の反応と立候補者擁立準地区のその後の動向 
     

次期議長立候補者は、C地区福永元ガバナーと池原ガバナーのみであることを確認した。 
 

三、第3回ガバナー協議会への選任会議報告書の作成に関して 
 
①候補者をC地区内で1本化する必要があり、年明けに岡村議長が第2回・第3回の会議 
内容を福永元ガバナーに説明することにした。池原ガバナーに福永元ガバナーと会う場合 
同席して話し合われたらどうかの問いに岡村議長に任せたいとの発言があり、出席者一同 
に再度解決策を提議した結果、現ガバナーと第一副地区ガバナーの間に意見の相違があっ 
たが、岡村議長に一任することで意見の一致を得た。 

 
②問題が解決困難な場合、渡部国際理事、谷野元国際理事、藤井元国際理事にも意見を求める 
こととする。 

 
①②を経て、現ガバナー協議会メンバーと第一副地区ガバナーにて再度報告会を開催し、 
1/21までに報告書を作成、協議会議長へ提出を行うことを申し合わせた。 
1/22開催の第3回ガバナー協議会で次期協議会議長が内定され、同日の役員連絡会議で 
諮られることが確認された。 
 

その他 1/22第3回ガバナー協議会会場についてホテルグランヴィア岡山で決定。 

閉会挨拶：336複合地区ガバナー協議会 議長 岡村 聖爾     

以上 
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第4 回 次期（2021-2022 年度）協議会議長選任打合せ会 議事録 

 

日  時  ：2021 年1 月15 日（金）15：45～17：00 

場  所  ：ANA クラウンプラザホテル岡山1Ｆ「曲水」 

                                    （敬称略） 

役   職 氏  名 出欠 

336 複合地区ガバナー協議会 議長 岡村 聖爾 ○ 

336 複合地区ガバナー協議会 副議長 酒井 公一 ○ 

336 複合地区ガバナー協議会 副議長 金礪  毅 ○ 

336 複合地区ガバナー協議会 幹事 澤  辰水 ○ 

336 複合地区ガバナー協議会 会計 池原   堅 ○ 

336-A 地区第一副地区ガバナー 蔵本 守雄 ○ 

336-B 地区第一副地区ガバナー 平山 智雄 ○ 

336-C 地区第一副地区ガバナー 三島 英揮 ○ 

336-D 地区第一副地区ガバナー 大野 美雄 ○ 

336 複合地区監査委員（オブザーバー） 松尾 敏弘 ○ 

336 複合地区事務局運営委員長（オブザーバー） 野口 裕司 ○ 

司会進行：336 複合地区ガバナー協議会議長 岡村 聖爾 

 
開会挨拶：336 複合地区ガバナー協議会 議長 岡村 聖爾 
 
次  第：  

一、 第3 回次期協議会議長選出会議議事要録の確認 
 
岡村議長より、第3回打合せ会議事録が読み上げられ、議事要録について問題ないことが確認さ
れた。 
 
 

二、 1/11 に執り行われた、C 地区内立候補者を1 本化する為の会合の結果報告 
 
岡村議長より、第3回議長選任打ち合わせ会にてC地区の候補者一本化について議長一任の結果
をもらったので、1/11(月)12時から広島で関係者の会合を開催した旨の説明があり、第3回時で
は議長と福永元ガバナーの会合を想定していたが、福永元ガバナーより池原ガバナーに同席を依
頼されて了解を得られたので、福永氏の推薦人を加え4名で開催され、各々意見の交換があった
結果、池原ガバナーが辞退され、福永元ガバナーに1本化されたとの報告がされた。 
 
 

三、 336 複合地区協議会次期議長選出に関する報告書作成作業 
 
第一副地区ガバナーは、1/21 までにこれまでの内容を精査した上で報告書を作成するにあたり、
立候補者の履歴・経歴を知る書類の提出を必要とする旨の申し出があり、1/18に複合事務局に送
付依頼を行い、各副地区ガバナーに廻送することとした。 
1/22 第3回ガバナー協議会と同日13：45～14：45開催のガバナーと第一副地区ガバナー会議
で4名の署名と捺印をもって内定を報告することを申し合わせた。 
その後、同日の役員連絡会議で諮られることが確認された。 

 
 
閉会挨拶 
                                         以上 
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