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決議事項要約

国際理事会会議

米国ノースカロライナ州キャリー

2011 年 4 月 16 日～21 日

1. 日本福岡を、2016 年国際大会開催地として選定。

監査委員会

1. 理事会方針書第 11 章（4 ページ）F.2.項を、重要プロセスに主眼を置くものへと改

訂。

会則及び付則委員会

1. 323-A3 地区（インド）Juhu ライオンズクラブがその会員一名を代表して申し立てた、

323-A3 地区での国際理事推薦選挙に対する会則関連抗議について検討。その結果、

理事会方針書第 15 章 J.1.項で定められる「会則抗議申し立て手続き」の抗議第 4 段

階へ抗議考察を進める正当な理由があるものと判断した。

本件が 2011 年 6 月に予定される次回理事会会議にて会則及び付則委員会ならびに国

際理事会による考察を受けるにあたり要請される、あるいは必要となる返答、返信、

その他あらゆる書類の法律部への提出期限を、当事者に通告するよう法律部に求め

た。

323 複合地区ガバナー協議会の現および次期役員に対し、更なる通知があるまで 323

複合地区大会における国際理事推薦選挙を見合わせるよう指示。また、本抗議に関

して国際理事会が最終的かつ拘束力を持つ決定を下し、複合地区ガバナー協議会に

対し国際理事推薦選挙実施に関する指示が出るまで、国際理事推薦を行うことは控

えるように複合地区に指示。

国際会則及び付則ならびに理事会方針書で定められる関連条文に従い、上述の国際

理事会による指示に反して 323 複合地区が候補者の推薦を行った場合にはそのいか

なるものも無効とする。

2. 2011 年国際大会において代議員投票に付される国際会費改定案が可決されることを

条件に、理事会方針書第 15 章 C.20.項を削除。

3. ライオンズ国際切手クラブ、ライオンズ国際交換ピン・クラブ、ライオンズ国際貨

幣クラブ、およびライオンズクラブ国際インターネットクラブの会則及び付則を理

事会方針書第 7 章より削除。また、理事会方針書第 15 章 E 項を改訂し、国際会則及
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び付則ならびに理事会方針書との整合性を保つためこれら会則の改正を検討する責

任を法律部に付与。

4. 国際付則第 10 条 2 項を改正し、地区ガバナー、第一副地区ガバナー、および第二副

地区ガバナーの任務にグローバル会員増強チームおよびグローバル指導力育成チー

ムに関する責任を含むものとする決議案を、2011 年国際大会における代議員投票に

付することを承認。

大会委員会

1. 2012 年韓国釜山国際大会の登録料を承認。

2. 大会議事録の配布に関する方針を修正。大会議事録は、国際理事会および元国際会

長に配布され、元国際理事および地区ガバナーには要求に応じて提供されるものと

する。

3. 「大会ニュース」の配信をデジタル化することを決定。

4. 大会議事録から財務諸表要約を削除。

5. パレード参加に関する方針を変更し、10 月 1 日を代表団によるパレード行進順序の

変更申請の提出期限として設置。

地区及びクラブ･サービス委員会

1. 2011 年 3 月 11 日に日本の東北地方沿岸を襲った地震と津波により被災したクラブ

に対し、会員報告義務、例会実施義務その他クラブの運営義務を 2012 年 6 月 30 日

まで免除。

2. E クラブハウスを開設したクラブへの E クラブハウス・バナーパッチ贈呈を承認。

3. 中国浙江の地域を 386 暫定地区として承認。

4. 推薦を受けた 2011～2012 年度コーディネーター・ライオンの任命を承認。

5. 403-A 地区より提出された地区再編成案を承認。次の国際大会閉会時より有効とす

る。

6. 現地ライオンズ指導者より推薦された各ライオンを、各暫定地区の 2011～2012 年度

地区ガバナーとして任命。

7. 2010～2011 年度地区ガバナーおよび 2010～2011 年度協議会議長への感謝状の贈呈

を承認。

8. 標準版地区会則及び付則と理事会方針書を、地区ガバナー・チームの役割にグロー

バル会員増強チームおよびグローバル指導力育成チームに関する記述を含めるもの

に改訂。ただし、これに関連する会則改正案が国際大会で代議員により可決される

ことを条件とする。

9. 正地区認定および地区再編成の手続きに関連して「good standing（グッドスタンデ

ィング）」という用語と「active status（活動中の）」という言葉がより正確に使い

分けられるよう、理事会方針書を改訂。
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10. 地区ガバナーによる深刻な弱体クラブへの訪問、過去 12 カ月以内に解散したクラブ

への訪問、GMT 会議、GLT 会議、およびクラブ向上プロセス計画および／または

ワークショップへの出席を経費請求の対象とするものとして、理事会方針書を改訂。

ただし、地区及びクラブ行政部からの書面による事前許可が必要となる。

11. 「移行地区」という語を復帰させ、協会の会員報告累計表で報告される正クラブ数

が35未満、正会員数が1,250人未満で、かつ暫定地区でない地区を指すものとして再

定義。移行地区は、正クラブ数35および正会員数1,250人に到達するまで移行状態に

留まる。

12. 会則及び付則委員会に、2011 年国際大会で代議員投票に付する付則改正案の文言起

草を要請。これは、地区ガバナー･チームの任務を改正し、グローバル会員増強チー

ムおよびグローバル指導力育成チームにおける不可欠な要素としての地区ガバナー･

チームの役割および関係をより明確に定めるためのものである。

財務及び本部運営委員会

1. 一般資金、緊急積立金および年金プランの投資方針声明文を、収益を見込んだ資産

配分に関わる変更と瑣末な事務的変更を反映したものに修正。

2. 黒字となる 2010～2011 年度収支予想を承認。

3. 2012～2013 年度に行われる 2 回の定例理事会会議に関する経費初期見積を承認。

4. 元国際会長予算の 1,000 ドル追加を承認。

LCIF

1. 一般基金の資産配分を株 40％、確定利付き収入 40％、オルタナティブ 20％に変更

し、これに応じて投資方針声明文を改訂。

2. LCIF ステアリング委員会の新しい選任手続きを承認。

3. 2010～2011 年度の人道奉仕援助交付金予算を 350 万ドル増額。

4. 68 件の一般援助交付金、国際援助交付金、および四大交付金、計 2,904,899 ドルを

承認。

5. 8 件の交付金案件を保留。

6. フランクリン・グラハム氏を 2011 年人道主義大賞受賞者として承認。

7. 日本大震災・津波被災地支援用の用途指定資金より 150 万ドルを、特別被災者援助

プログラム（100 万ドル）とライオンズ救援指令センター（50 万ドル）のために割

当。

8. サービスラーニング・ライフスキル・ネットワーク社との 1 年間にわたる 181,000

ドルのコンサルティング契約を承認。

9. プライバシー方針を改訂し、インターネット上で収集されたデータの使用に関する

文言を追加。
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リーダーシップ委員会

1. 地区ガバナーエレクト・セミナーのグループリーダー候補者が有する講師経験の条

件について明確化し、上位ライオンズ・リーダーシップ研究会、講師育成研究会、

過去に行われた MERL 委員長セミナー、地区ガバナーエレクト・セミナー、あるい

はこれらに相当する複合地区以上のレベルでの研修行事（GMT および GLT 研修を

含む）など、国際協会主催の研修で講師を務めたことのあるライオンと規定。

2. 地区ガバナーエレクト・セミナーの委員長候補者が有する講師経験の条件について

明確化し、委員長を務めることになる年に先行する 10 年間に地区ガバナーエレク

ト・セミナーのグループリーダーを務めた経験、もしくは国際協会主催の研修プロ

グラムまたはそれに相当する複合地区以上のレベルでの研修行事で類似の経験があ

るライオンと規定。

3. 地方ライオンズ・リーダーシップ研究会プログラムにより多くの複合および単一地

区が参加できるよう、プログラム規定を改訂。2011～2012 年度より、承認された地

方ライオンズ・リーダーシップ研究会につき、出席が確認された参加者一人当たり

最高 143 ドルまでが認められ、かつ補助金を受けるのが 1 回目および 2 回目となる

研究会については最高許容額の合計が 10,000 ドル、それ以上の研究会については最

高許容額の合計が 7,500 ドルとなる。2011～2012 年度地方ライオンズ・リーダーシ

ップ研究会の申請締め切りは 2011 年 5 月 31 日とする。

4. 国際協会公式言語による研修の提供に関連して理事会方針書を改訂。

5. 上位ライオンズ・リーダーシップ研究会の受講者選定手順における「good standing

（グッドスタンディング）」という用語の削除に関連して理事会方針書を改訂。

6. 上位ライオンズ・リーダーシップ研究会への第二副地区ガバナーの受講資格を反映

したものに理事会方針書を改訂。

会員増強委員会

1. 中国陝西および中国瀋陽が新たにライオンズの地域となったことを反映するよう理

事会方針書を改訂。

2. クラブ支部名称の決定にあたっては新クラブ結成時のクラブ名に関する規定に従う

ものとし、これが反映されるよう理事会方針書を改訂。

PR 委員会

1. 複合／単一地区 PR 補助金の規定を、対象となる広告を制限するものに変更。

2. 2011～2012 年度国際青少年音楽コンクールの開催を見合せ。

3. 2013 年よりローズ・パレードにおけるライオンズ・フロートのデザインに国際協会

の承認が必要となることを承認。
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奉仕事業委員会

1. 2011～2012 年度より、年次レオ会議補助金プログラムの資金を年間 28,000 ドルから

16,000 ドルに引き下げ、その差額の 12,000 ドルをレオクラブの発展及び維持や、レ

オ役員、レオクラブ顧問、レオ委員長を対象とする指導力育成資料の開発を目指し

た今後のマーケティングや拡大促進事業に割り当てることとして承認。

2. 2009～2010 年度トップテン･ユースキャンプ及び交換委員長賞受賞者を選定。

3. 2011～2012 年度より、年次ライオンズ児童奉仕国際シンポジウム・プログラムの資

金を年間 28,000 ドルから 16,000 ドルに引き下げ、その差額の 12,000 ドルを恵まれ

ない子どもたちの基本的ニーズを満たすためライオンズが行うライオンズ児童ファ

ースト事業のより一層の支援促進を目指したマーケティングや促進活動に割り当て

ることとして承認。

4. ライオンズによる被災地支援対策活動、特に弱い立場にいる人々を対象とした活動

をより一層支援するため、ライオンズクラブ国際協会と国連難民高等弁務官が取り

交わす覚書の作成を承認。

5. ライオンズの視力関連奉仕事業を支援する資料の開発を行うにあたり、ライオンズ

クラブ国際協会と米国立眼病研究所（NEI）／米国立保健教育プログラム

（NEHEP）の共同ブランドの取り組みを承認。

6. 2011 年 7 月 1 日発効で、複合地区レベルにおける聴力保護、教育及び活動委員長職

を設置。

上記決議事項のいずれかに関する詳細は、協会ウェブサイト www.lionsclubs.org でご覧

いただくか、国際本部（電話：630-571-5466）にお問い合わせください。

*********

http://www.lionsclubs.org/

