
                                                                   
 

 

決議事項要約 
国際理事会会議 

米国カリフォルニア州サンフランシスコ 
2012 年 4 月 13 日～17 日 

 
会則及び付則委員会 

1. 会則及び付則委員会の委員長、又は委員長が任務を遂行できない場合には会則及

び付則委員会の副委員長が国際会長及び法律部長兼幹事との協議の上 301-A1 地

区（フィリピン）に関する事項を処理できるよう、権限を付与。 
2. インドにおける「Section 25」法人設立を進めると同時に、支所設立申請に対す

る承認をインドの必要な政府当局から確保するための雇用を承認。 
3. 法人組織及びデジタルメディアに関する権限に関連する規定等、理事会方針書第

15 章に記載されている登録商標の方針を改定。 
4. 理事会方針書第 3 章及び第 15 章の、電子手段による理事会関連資料の配布と理

事会投票に関連する箇所を改定。 
5. ゾーン・チェアパーソンとリジョン・チェアパーソンの任命に関して、理事会方

針書に記載されている標準版地区付則第 3 条を改正。 
6. 理事会方針書第 7 章と第 15 章におけるタイプミスを訂正するとともに不要な文

言を削除。 
7. 国際付則に記載されている会員の義務と権利及び特権を記した表を取り除くとい

う国際付則第 11 条 7 項改正案を 2012 年国際大会に提出し、本改正案が可決され

ることを条件に、これらの表を理事会方針書の会員種別に関する記載箇所に移す

ことを承認。 
 
大会委員会 
 
1.  2011 年 6 月／7 月の大会委員会報告書にあった決議事項 1 を撤回。釜山国際大会

の 3 万人を超える支払済み登録 1 件につき 25 米ドルのリベートを、支払済みの

登録件数に関する 終報告書に基づき韓国の三つの複合地区に対して案分される

形で承認。 
 
地区及びクラブ･サービス委員会 

1. 実在しないため 321 C2 地区の 12 クラブを解散。  
2. クラブ副会長に逐次情報が伝わるようにするため、クラブ会長に対して一斉に送

られる通信物のうち適切かつ有用なものについては、国際協会で記録されている

クラブ副会長に写しを入れることを決定。副会長を記録するためのプロセスは来

年度早期に設定予定。 
3. 暫定地区より推薦された地区ガバナーエレクトを承認。  
4. 330-A 地区（東京）の今井三和元地区ガバナーを、モンゴルを担当する 2012～

2013 年度コーディネーター・ライオンとして任命。  
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5. 16 複合地区（米ニュージャージー州）からの地区再編成案を承認。この変更は

2014 年国際大会閉会時に発効。 
6. 324C、324D、324E をそれぞれ 316、317、318 という複合地区名及び地区名に変

更。 
7. ゾーン・チェアパーソンとリジョン・チェアパーソンに逐次情報が伝わるように

するため、地区ガバナー・チームに対して一斉に送られる通信物のうち適切かつ

有用なものについては、国際協会で記録されている地区のゾーン及びリジョン・

チェアパーソンにも写しを入れることを決定。  
8. クラブが重大な違反を行い、そのクラブを解散させることが協会のために 善で

ある場合には、適宜解散処分を行えるよう、理事会方針書の解散方針を改正。 
9. 地区ガバナーがクラブ訪問を地区キャビネットの構成員に委任しやすくするため、

地区ガバナー経費支払いに関する監査規定を改定。 
10. 地区再編成に必要な条件を明確にするとともに、地区再編成案を提出する時には

地区再編成案が承認された大会の証明済み議事録を 1 部添えることを義務付ける

ため、地区再編成に関する方針を改訂。 
11. 暫定地区が理事会に地区ガバナーエレクトを推薦する手続きを明確にするため、

方針を改訂。  
 
財務及び本部運営委員会 

1. わずかな赤字が見込まれる 2011～2012 年度収支予想を承認。しかしながら、こ

の赤字を補填するための現金が銀行には十分ある。 
2. 2012～2013 年度 10 月／11 月理事会会議の会期日数を 1 日増やすことを承認。  
3. ジンバブエのクラブのため、一時的な活動停止方針を承認。この方針は、会員 1

人当たり 10 米ドル又は 1 クラブ当たり 500 米ドルのいずれか少ない額を超える

未納残高に基づくものとなる。本方針は 2012 年 7 月 1 日から 2014 年 7 月 1 日ま

で有効。 
4. 2012 年 6 月 26 日をもって、理事会方針書第 9 章 C 項 4 から C 項 10 を全文削除

し、差し替えることを承認。主な変更は下記のとおり。   

• 自家用車使用に対する増額 – 1 キロにつき 25 セント（1 マイルにつき 41 セン

ト）が払い戻される。 
• 宿泊費増額 – 1 泊 75 米ドルを上限に、実費のみが払い戻される。   
• 食費増額 – 25 米ドルを上限に、実費のみが支払われる。明細の記された領収

書原本が、旅費請求書と一緒に提出されなければならない。   
• 事務経費支払いの単純化 – 事務経費として 1 カ月につき 20 米ドルと 1 ライオ

ンズクラブ当たり 1 米ドルを請求できる。   
 

5. 執行役員、スピーカー任務及び地区内予算における自家用車使用に対する払戻し

を、1 キロにつき 25 セント（1 マイルにつき 41 セント）に増額。 
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LCIF 
 
1. 承認可能な年間視力ファースト交付金限度額を 1,300 万米ドルに増額。  
2. 緊急援助交付金の基準を改定し、災害が発生した地区は一つの災害につき 1 件の

交付金を申請できるといった内容を付加。 
3. 国際援助交付金の基準を改定し、事業がライオンズの深い関与とアイデンティテ

ィを明確に示すものでなければならないとともに、物品運搬に対してのみの申請

は考慮の対象とならないとする内容を付加。 
4. LCIF 運営方針書を次のとおり改定。LCIF ステアリング委員会の役割及び責任付

加。LCIF ステアリング委員会の委員長及び副委員長の選任に関する文言更新。

ライオンズクエスト米国運営委員会に言及する箇所削除。   
5. 「ワンショット、ワンライフ（1 回の予防接種が救う一つの命）：ライオンズは

しかイニシアチブ」プログラムへの寄付に対する表彰を承認。 
6. 5 万米ドルから 9 万米ドルの寄付に対するプログレス・メルビン・ジョーンズ・

フェローピンの新しいデザインを承認。 
7. 世界保健機関とライオンズクラブ国際協会との間で取り交わされた覚書に記述さ

れる糖尿病性眼病取組み活動を支援するため、40 万米ドルの視力ファースト交

付金を承認。 
8. 世界保健機関との技術サービス契約をサポートするため、補足予算として 13 万

米ドルの資金提供を承認。 
9. 中国身体障害者連合会名誉会長の鄧樸方（Deng Pufang）氏を 2011～2012 年度人

道大賞受賞者として指名。 
10. 人道大賞受賞者に交付される金額を 20 万米ドルから 25 万米ドルに増額。  
11. 総額 4,519,644 米ドルとなる合計 92 件の一般援助交付金、国際援助交付金、4 大

交付金申請を承認。 
12. 2 件の交付金申請を保留し、1 件の交付金申請を否決。 
13. 韓国での事業のために以前承認された交付金を、同国の Weesang 病院への超音

波機器購入事業に配分し直すことを承認。 
14. ライオンズクラブ国際協会と国連薬物犯罪事務所との間で取り交わされた覚書に

記述されるライオンズクエストの活動を支援するため、理事会主導による 4 大交

付金 10 万米ドルを承認。 
15. 四つの再建／復興事業を支援するため、日本大震災・津波被災地支援用資金から

318 万米ドルを充てることを承認。  
16. インドにおいて「Section 25」法人を設立するため、コンサルタントを雇用する

ことを承認するとともに、6 月の LCIF 理事会会議で「Section 25」法人設立にか

かわる文書をさらに検討することを要請。 
17. 証券の寄贈を円滑に処理できるようにするため、スコットトレード証券に設けら

れている財団の口座の署名権限保持者を更新。 
18. LCIF 複合地区及び地区コーディネーターが新たに任命されることに備え、これ

らの役職に関して理事会方針書第 16 章の文言を更新。 
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リーダーシップ委員会 
 
1. 2012～2013 年度より、「芽生えるライオンズ・リーダーシップ研究会」、「上

位ライオンズ・リーダーシップ研究会」、「講師育成研究会」への参加費として

95 米ドルに相当する金額の登録料金を設定。 
2. 地区ガバナーエレクト研修プログラム案（資金要請中）実施を承認。 
3. 地区ガバナーエレクトが地区ガバナーエレクト・セミナー出席に関わる経費に対

してライオンズクラブ国際協会から支払いを受ける対象となるには、ライオンズ

クラブ国際協会後援の地区ガバナーエレクト研修事項をすべて完了することを必

須とした。   
4. 推薦証明及び資格証明を受けた国際役員候補者と国際理事会メンバーが国際レベ

ルの GMT 及び GLT リーダー（会則地域リーダー、エリアリーダー、特別エリ

ア・アドバイザー）となるのを禁止するため、資格要件を改定。又、GMT 及び

GLT リーダーは、GMT 又は GLT の任務遂行に必要となる時間、活動、労力を取

られるような他のいかなる役職をも兼任してはならない。 
5. 理事会方針書第 14 章 D 項 11.a.の 7～8 行目にある「セミナー開催地への移動途

上、もしくは」という語句を削除。（地区ガバナーエレクト・セミナーにおける

講師の休息日にかかわる事項） 
 
会員増強委員会 
 
1. 終身会員に関する方針全体を 低 10 年ごとに見直す必要があると決定。 
2. ジンバブエのライオンズが今後 2 年間で会費を全額支払うクラブとなるようにす

るべく、措置を決定。これによりジンバブエの有資格のクラブに対しては、2012
年 7 月 1 日に始まり、2014 年 6 月 30 日に終了する今後 2 年間、年間国際会費の

半額免除の調整が行われる。2014 年 6 月 30 日の時点でジンバブエのライオンズ

は、通常額の国際会費支払いが求められる。 
3. 理事会方針書に、仏領ギアナ、キルギス共和国、中国・浙江、ラオス、ガンビア

共和国、ギニアビサウ共和国、メイヨット、シントマールテン（オランダ領アン

ティル諸島）を追記。明瞭にすることを目的に、Hellenic Republic（ギリシャ共和

国の正式国名）との表記の後に「ギリシャ」を括弧に入れて併記することを提言。 
4. 理事会方針書を改定し、レオ・ライオンがレオとしての奉仕年数をライオンとし

ての経歴に加えることができるようにするために提出するべき正しい書式を表示。

つまり、レオ変換証明書とレオ奉仕歴報告書（LL-2）がライオンズクラブ国際

協会に提出されなければならない。 
5. 理事会方針書を改定し、ライオンズに入会するレオがレオ変換入会費免除及び会

費割引を受けるには、レオとして 低 1 年と 1 日の在籍を要する旨を表示。 
6. 新のライオンズ国であるタジキスタン共和国を含めるべく、理事会方針書を改

訂。これにより、ライオンズの奉仕が可能な正式なライオンズ国の数は 207 とな

る。 
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7. チャーター・モナークとモナーク・マイルストーン・シェブロンの現在の配布方

法を反映させるべく、理事会方針書を改訂。 
8. 会員キー賞及びメダルの現在の配布方法を反映させるべく、理事会方針書を改訂。 
9. 理事会方針書を改定し、地区エクステンション委員長賞の名称と受賞対象者の肩

書を変更。この変更が必要となったのは、地区エクステンション委員長が公式の

役職ではなくなり、地区 GMT コーディネーターが新クラブ結成に責任を持つこ

とになったため。 
 
PR 委員会 
 
1. 複合地区が PR 補助金を受けるためには、10％のマッチング資金拠出を条件とす

ることを決定。 
2. 国際交換ピン・コンテストを廃止。 
3. 国際フレンドシップバナー・コンテストを廃止。 
4. 国際ウェブサイト・コンテストの応募にウェブサイトを印刷したものを提出する

という規定を削除。 
5. インドのライオンズクラブの会員が個別に、ヒンディ語又は英語のいずれかの言

語によるライオン誌インド版を選択できるよう決定。 
 
奉仕事業委員会 
 
1. 2010～2011 年度トップテン・ユースキャンプ及び交換委員長賞を選定。 
2. レオ奉仕年数転換プログラムに関して、理事会方針書の文言を明確化。レオとし

ての奉仕年数がライオンズクラブの会員歴の一部として認められるためには、現

レオ及び元レオが少なくとも 1 年と 1 日レオとして在籍していなければならない

とする資格要件を付加。 
 

 
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。 


	会則及び付則委員会

