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決議事項要約 
国際理事会会議 

米国ミネソタ州ミネアポリス 
2009 年 7 月 1 日～5 日 

 
監査委員会 
 
1. 内部監査に関して理事会方針への瑣末な変更を承認し、監査委員会が内部監査の実

施に必要な予算および人材配置を検討・承認できるようにした。また、内部監査の

報告においても瑣末な変更が加えられた。 
 
 

会則及び付則委員会 
 
1. 301-A1 地区（フィリピン）における地区ガバナー、第一および第二副地区ガバナー

選挙に関する抗議申し立てを認め、2009～2010 年度に 301-A1 地区においてジョ

ン・タン副地区ガバナーが地区ガバナー、ライオン・ジミー・ティウが第一副地区

ガバナー、そしてライオン・エドワード・タンが第二副地区ガバナーをそれぞれ務

める者として認定した。 
2. 323-D2 地区 (インド) における第一副地区ガバナー選挙に関する抗議を却下し、ライ

オン・ラジ・ムッチェルを 323-D2 地区の 2009～2010 年度第一副地区ガバナーとし

て認定した。 
3. 4-C3 地区 (アメリカ) における第二副地区ガバナー選挙に関する抗議を却下し、ライ

オン・キャシー・ハドソンを 4-C3 地区の 2009～2010 年度第二副地区ガバナーとし

て認定した。 
4. 322-C2 地区 (インド) における第二副地区ガバナー選挙に関する抗議を却下し、ライ

オン・マヘッシ・チャンドラ・ジェタリヤを 322-C2 地区の 2009～2010 年度第二副

地区ガバナーとして認定した。 
5. 324-A3 地区 (インド) における第二副地区ガバナー選挙に関する抗議を却下し、ライ

オン・P. カルヤナクマールを 324-A3 地区の 2009～2010 年度第二副地区ガバナーと

して認定した。 
6. 「支所」承認の申請を提出し、協会のインド・ムンバイ事務局の運営に対するイン

ド準備銀行からの必要な承認を求めるために必須の決議を承認した。 
7. 理事会方針書第 15 章の別紙 C への事務的改訂を承認した。 
 
 
地区及びクラブ･サービス委員会 
 
1. 遺憾ながら 10 のライオンズクラブ解散を承認した。 
2. アルメニアにおける暫定ゾーン編成を承認した。 
3. 第二副地区ガバナーの任務および責任を改正し、クラブ維持への更なる支援ができ

るよう、月例地区内クラブ口座一覧の検討をその任務・責任として加えた。 
4.  2008～2009 年度地区ガバナー優秀賞の受賞基準を改正し、会計年度終了時に地区内

の少なくとも 90％のライオンズクラブがライオンズクラブ国際協会、複合地区、地

区に対してグッドスタンディングでなければならないこと、また地区内のグッドス

タンディングのクラブの 90％が提出義務のある報告書を規定の期日までに国際本部

に提出しなければならないこととし、これらの改正を即時発効とした。 
5.  2009～2010 年度地区ガバナー優秀賞の受賞基準を改正し、地区ガバナーへの本賞授

与にあたって、少なくとも一人の副地区ガバナーが第一または第二副地区ガバナー

優秀賞受賞資格を得ることを条件とした。 
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6. 第一および第二副地区ガバナーによる献身およびチームワークを称えるために、そ

れぞれの副地区ガバナーを対象とする優秀賞を設けた。 
 
 
財務及び本部運営委員会 
 
1. 資産配分内の下限および上限の範囲における変更を反映させるため、一般資金と緊

急積立金の投資方針声明文を変更した。協会の投資コンサルタントからの助言に基

づき、個別指標および総合指標を変更した。 
2. 赤字となる 2008～2009 年度第 4 四半期収支予想を承認した。 
3. 黒字となる 2009～2010 年度修正予算を承認した。 
4. 年次予算考察に関する理事会方針を変更した。 
5. 退職年金プランの管理責任を管理委員会から財務及び本部運営委員会に移すことを

承認した。 
6. 同一の交通手段利用に関する理事会方針を変更し、二人を超える執行役員および二

人を超える運営役員が同じ飛行機で移動してはならないという規定を設けた。 
7. 元国際会長の旅行に関する理事会方針を明確にするため、瑣末な改訂を承認した。 
8. 2010～2011 年度における 10 月/11 月および 3 月/4 月の理事会会議用に US$1,816,000

を充てることを承認した。 
 

 
LCIF 
 
1. 財団の新たな投資方針声明文を承認した。 
2. LCIF 運営体制ステアリング委員会のメンバー再任命の権限を次期国際会長および

LCIF 理事長に付与した。 
3. 2009～2010 年度ライオンズクエスト米国ステアリング委員会のメンバー任命の権限

を次期国際会長および LCIF 理事長に付与した。 
4. サービス・ラーニング・ライフスキル・ネットワークとの 2009～2010 年度分の契約

を更新した。 
5. 総額 US$2,302,920 に及ぶ 55 件の一般援助交付金、国際援助交付金、四大交付金を承

認した。 
6. 1 件の交付金申請を継続審議事項とした。 
7. 2008 年 8 月に洪水被害を受けたインド・ビハール州における追加の住宅建設を支援

するため、US$100,000 の大災害援助交付金の補足給付を承認した。 
8. ライオンズクエスト・プログラムを四大交付金の対象となる優先事業として扱う期

間を、2012 年 6 月 30 日まで延長した。 
9. 新規の就学前児童視力検査プログラムに対する四大交付金申請は、検討の対象とし

ないことを決定した。また、既存の就学前児童視力検査プログラム四大交付金事業

は、申請内容が就学前児童視力検査プログラム四大交付金の基準を満たしている限

りにおいて、2010 年 6 月まで検査技術向上のために資金を申請することができるこ

とにした。 
10. ヘレン・ケラーにまつわるオンライン図書室およびウェブサイト開発を支援するた

め、米国盲人財団に US$50,000 の理事会指定四大交付金を提供することを承認した。 
11. 税金申告書式 990 の記入内容確認および提出に関する新しい文言を、LCIF 運営およ

び方針書に挿入した。 
12. 投票権のない LCIF 理事として LCIF 幹事補佐職を設け、本役職に国際協会の国際本

部長を任命した。理事会方針書の LCIF に関する章を必要に応じて更新した。 
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リーダーシップ委員会 
 
1. 2009～2010 年度地区ガバナーエレクト・セミナーのグループリーダーおよび単一地

区オリエンテーションの講師を承認した。 
2. 2009～2010 年度副地区ガバナー/地区ガバナーエレクト研修プログラムの一環として

副地区ガバナー/地区ガバナーエレクトに配布される最初の DVD の制作サービス提

供者として、レンズケープ・スタジオを承認した。 
3. 2009～2010 年度より、地区ガバナーエレクト・セミナーを含む副地区ガバナー/地区

ガバナーエレクト研修プログラムのカリキュラムに以下のトピックを加えることを

承認した。 
• 目標の設定 
• チームの管理 
• コミュニケーション技術 
• 管理/運営の技能 
• ライオンズクラブ国際協会から得られる情報/資料 

4. 104-F 地区 (ノルウェー) のクラブ役員指導における革新的な取り組みを支援するた

め、US$4,215 を超えない額での資金援助を承認した。 
5. 2009～2010 年度より単一地区および単一暫定地区クラブ役員オリエンテーション資

金援助プログラムを廃止することを承認した。 
 
 
長期計画委員会 
 
1. アフリカ・ライオンズ・ステアリング委員会の 2009～2010 年度における任務続行を

再認可した。委員会任命についてはライオンズクラブ国際協会執行委員会が 2009 年

8 月の会議で承認する。また、アフリカのフランス語圏からの代表者をもう一人と、

2009～2010 年度にアフリカから国際理事が選出された場合にはその理事を加えるこ

とによって本ステアリング委員会を拡張することを承認した。 
2. ライオンズ・キューバ調査ステアリング委員会編成を許可した。委員会の任命はラ

イオンズクラブ国際協会執行委員会が 2009 年 8 月の会議で行う。 
3. 中国関係調整委員会の拡大に伴い、任命手順を承認したほか、委員会任命は毎年ラ

イオンズクラブ国際協会執行委員会が 8 月の会議で行うことを確認した。 
 
 
会員増強委員会 
 
1. 学生会員プログラムとレオ変換プログラムによる会費規定の区別をつけることによ

り、理事会方針を更新した。 
2. 理事会方針を改訂し、ライオンズクラブの名称に企業名を使う方法を定めた。 
3. クラブ支部編成において、何が「community（地域共同体）」を構成するかについて

の定義を改めた。 
4. クラブ支部が新たに正規のクラブとなる場合、親クラブからの支部会員の退会処理

が自動的に行われることについて方針を改訂した。 
5. クラブ支部が新たなクラブに変換したのではなく解散した場合には、その旨をライ

オンズクラブ国際協会に通知することを親クラブの幹事および地区ガバナーに義務

付ける方針を設けた。 
6. 323-A1 地区の新クラブに関するギルガオン・ライオンズクラブからの抗議を却下し

た。 
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PR 委員会 
 
1. 複合地区 PR 補助金の規定を変更した。これにより小切手は受領後 60 日以内に換金

し、現状報告は 90 日以内（PR プログラムが完了していない場合にも）に提出しなけ

ればならない。 
2. ライオン誌について理事会方針書に「The Lion Magazine」と表記されているのを

「Lion Magazine」と変更した。 
 
 
奉仕事業委員会 
 
1. ライオンズクラブ国際協会と国際赤十字赤新月社連盟との提携を確認した。  
2. 2008～2009 年度ベスト・レオ賞受賞者を決定した。 
3. 協会の公認奉仕分野を更新し、各種アクティビティのリストを改めた。これにより

「災害対応および救援」と「ライオンズ児童奉仕」の二つを新たな公認奉仕分野と

して加えた。また、健康に関連する既存の各種公認奉仕分野を「健康および福祉」

という一つの奉仕分野にまとめ、副題として 「糖尿病教育および活動」、「聴力保

護、教育および活動」、「視力保護、教育および活動」を設けた。さらに、奉仕プ

ログラムのリストに一貫性を持たせるため、ライオンズ緑化チーム・プログラムと

重複する不必要な文章や、奉仕活動とは関連のない文章を削除した。 
4. ライオンズ緊急援助/非緊急時援助データベースを、「ライオン・トゥー・ライオン: 

物資・人材援助データベース」と改名した。 
5. 糖尿病検査に関して理事会方針を改訂し、ライオンズは保健関連検査を行う際、現

地における医療関係の法令に従わなければならないことを反映させた。 
6. 理事会方針を改訂し、ライオンズ眼鏡再生センターは、ライオンズ以外の団体から

のみ、再生眼鏡または新品の眼鏡と引き換えに小額の妥当な手数料を徴収すること

ができることを反映させた。また、眼鏡は無料で受益者に配布されることを明確に

した。 
7.  3 年任期の地区および複合地区レオクラブ委員長がその任期を継続するにあたり、

後の年度の地区ガバナー、複合地区協議会、協議会議長がそれぞれ署名をもってそ

の承認をすることが条件であるという規定を理事会方針に加えた。 
8. レオ･ライオン諮問パネルに関して、適用しない推薦基準を削除した。 
9. 理事会方針の一部を改訂することによって、理事会が 2008 年 10 月の会議で新たな

レオ紋章について承認した内容を反映させた。 
 
 
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/
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