
            

決議事項要約 
国際理事会会議 

米国ネバダ州ラスベガス 
2018 年 6 月 24 日～28 日 

 
監査委員会 
 

1.               委員会は各種行動計画を引き続き注視しフォローアップを行う。 
 
会則及び付則委員会 
 

1. 300-G1 地区（MD 300 台湾）における第二副地区ガバナー選挙に関する抗

議申立てを支持し、300-G1 地区で行われた 2018～2019 年度第二副地区ガ

バナー選挙を無効とするとともに 2018～2019 年度第二副地区ガバナー職

は空席であり、その年度の第二副地区ガバナー職は補充されず空席のまま

とすることを宣言。さらに、手数料の US$650 は抗議申立人に返金される

ことを宣言。 
2. 321-B2 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申

立てを支持し、321-B2 地区で行われた 2018～2019 年度第二副地区ガバナ

ー選挙を無効とするとともに 2018～2019 年度第二副地区ガバナー職は空

席であり、その年度の第二副地区ガバナー職は補充されず空席のままとす

ることを宣言。さらに、手数料の US$650 は抗議申立人に返金されること

を宣言。 
3. 任務を履行しなかったこと、かつ国際会則及び付則、並びに国際理事会方

針を順守しなかったことを理由に、321-B2 地区 (インド) の Deepak Raj 
Anand 地区ガバナーを解任。  また、Deepak Raj Anand は、今後元地区ガ

バナーとして国際協会およびいかなるクラブまたは地区によっても認めら

れないものとし、かかる肩書に伴う特権を一切持たないと宣言。321-B2
地区に生じた地区ガバナー職の空席は補充されないものとし、2018 年国

際大会まで 321-B2 地区の地区ガバナーエレクトが地区ガバナー代理を務

めるものと宣言。 
4. 321-D 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申立

てを支持し、321-D 地区で行われた 2018～2019 年度第二副地区ガバナー

選挙を無効とするとともに、2018～2019 年度第二副地区ガバナー職は空

席であり、その年度の第二副地区ガバナー職は補充されず空席のままとす

ることを宣言。さらに、手数料の US$650 は抗議申立人に返金されること

を宣言。 
5. 任務を履行しなかったこと、かつ国際会則及び付則、並びに国際理事会方

針を順守しなかったことを理由に、321-D 地区 (インド) の Swarn Singh 地

区ガバナーを解任。  また、Swarn Singh は、今後元地区ガバナーとして国

際協会、いかなるクラブまたは地区によっても認められないものとし、か

かる肩書に伴う特権を一切持たないと宣言。321-D 地区に生じた地区ガバ

ナー職の空席は補充されないものとし、2018 年国際大会まで 321-D 地区

の地区ガバナーエレクトが地区ガバナー代理を務めるものと宣言。 
 



            

6. 3233-G1 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 Ishwarlal Mundra を、3233-G1 地区の 2018～2019 年度第

二副地区ガバナーとして宣言。 
7. 3234-D2 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 Abhay Shastri を、3234-D2 地区の 2018～2019 年度第二

副地区ガバナーとして宣言。 
8. 324 複合地区（インド）の South Madras ライオンズクラブにより申し立て

られた複合地区紛争処理における過半数の調停者の裁定を承認し、2017
年 5 月に開催された 324 複合地区大会でライオン R. Sampath が国際理事候

補として推薦されたことを確認。   
9. 理事会方針書第15章を、重複した規定の統合、現状に即さなくなった文言

の削除、現行慣例との一貫性を高めるための調整等、その内容の整理を目

的に改訂。 
10. 中立オブザーバー要請時期と適任者確保に関連して、理事会方針書第 15

章の中立オブザーバーに関する規定を改定。  
11. 100 周年記念実行委員会に関する文言はもはや必要なくなったことから、

理事会方針書第 3 章第 I項を削除。 
 
大会委員会 
 

1. 2019 年ミラノ大会における代表団ホテルの割り当てを提示。 
  
地区及びクラブ･サービス委員会 

1. マラウィとモザンビークが、2018 年国際大会閉会時に暫定地区となるこ

とを承認。その結果、412 複合地区が編成される。 
2. 2018～2019 年度のコーディネーター・ライオンを任命。   
3. 2018 年国際大会閉会時に、アルーバ、ボネール、キュラソーにあるクラ

ブが、E1 地区（ベネズエラ）から 35N 地区（米国フロリダ州）に転籍す

ること、これによりその所属が会則地域 3 から会則地域 1 に変わることを

承認。  
4. 元 LCIF 理事会メンバーを認めるため、名札に関する方針を改定。  
 

財務及び本部運営委員会 

1. データセキュリティとデータプライバシーにかかわる新しい項目を加える

ため、購買に関する方針を改定。 
2. 赤字となる 2017～2018 年度第 4 四半期収支予想を承認。 
3. 赤字となる 2018～2019 年度予算を承認。 
4. 投資アドバイザーを担当する業者を、Strategic Wealth Partners から Merrill 

Lynch Bank of America Corporation に変えることを承認。 
5. 経費請求書の提出期限に関して、理事会方針書第 21 章および第 9 章を改

定。   
 
 



            

 
 
 

リーダーシップ開発委員会 

1. 2019 年地区ガバナーエレクト・セミナーのグループリーダー陣を承認。 
2. 既存の文言を全文削除し、地区ガバナーエレクト・セミナー委員長が、委員長を

務める年度に先立つ 10 年の期間内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を持っているようにするとともに、2020～2021 年度に

関係する研修よりは、地区ガバナーエレクト・セミナー委員長がライオンズ公認

講師プログラムを通じて認定されているようにすることを定める文言と差し替え

ることにより、理事会方針書を改定。 
3. 2020～2021 年度に関係する研修より、地区ガバナーエレクト・セミナーの講師

を務めるためにはライオンズ公認講師プログラムを通じて認定を受けなければな

らないとともに、地区ガバナーエレクト・セミナーのグループリーダーを 5 年を

超えて務めることはできないとする文言を加えることにより、理事会方針書を改

定。 
4. 新しいライオンズ公認講師プログラムを加えるとともに、2020～2021 年度より

は、上級ライオンズ・リーダーシップ研究会、講師育成研究会、芽生えるライオ

ンズ・リーダーシップ研究会、ライオンズ公認講師プログラム研修の講師を務め

るためには、ライオンズ公認講師プログラムを通して認定を受けている必要があ

るとする規定を含めることにより、理事会方針書を改定。 
5. 2018～2019 年度以降の第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクト研修プログラ

ムに関わる経費払戻しに関係する規定の追加および削除を行うことにより、理事

会方針書を改定。 
6. 2019 年地区ガバナーエレクト・セミナーの開催時期/場所が 2019 年 2 月に変わっ

たことが理由で、執行委員会が地区ガバナーエレクト・セミナーの講師任命を承

認する時期を「8 月」から「5 月」に変更することにより、理事会方針書を改定。 
  

会員増強委員会 
 

1. 現職の地区ガバナーはスペシャルティクラブ・コーディネーターを務める

ことができないとする決議を承認。 
2. 退役軍人プログラムを 2021 年 6 月 30 日まで延長。 
3. 効率性を高め、予算にかかわる事項を踏まえ、グローバル・アクション・

チームの構造を変更。 
4. ライオンズ国リストからの削除に関する方針をアゼルバイジャンに適用す

る時期を、2018 年 12 月 31 日まで延期。 
5. アフガニスタン・イスラム共和国を、第 204 カ国目の新ライオンズ国また

は地理的地域として加えることにより、理事会方針書第 10 章を改定。 
6. 新クラブの共同スポンサーとなることができるクラブの数は二つまでと規

定を変えることにより、理事会方針書第 10 章を改定。 
7. 既存のライオネス会員がライオンズクラブに入会する際は、2021 年 6 月

30 日まで入会費が免除されること、また、ライオネス変換プログラムの



            

フォームに必要事項を記入することにより、ライオネスでの奉仕年数をラ

イオンズでの奉仕年数として加えられることを承認。 
8. グローバル・アクション・チーム委員長は、会則地域リーダーのうちの一

人を、会則地域委員長として指名する（GLT、GMT、GST のいずれかか

ら）という規定を設けることにより、理事会方針書第 24 章を改定。クラ

ブ第一副会長がクラブ指導力育成委員長を務めることを支持。さらに、グ

ローバル・アクション・チーム副委員長およびその配偶者/成人同伴者は

6 月の理事会会議に出席してもよいことを承認。 
 
マーケティング・コミュニケーション委員会 
 

1. ニューヴォイス イニシアチブのために新しく設けられた役職を反映させ

るべく、理事会方針書第 19 章公認プロトコールを改定。 
2. 贈呈できる会長賞の数を現在の 1,125 個から 1,625 個に、リーダーシッ

プ・アワードをこれまでの 1,280 個から 1,780 個に恒久的に増やすため、

理事会方針書第 19 章第 F 項を改定。 
  
奉仕事業委員会 
 

1. 2017～2018 年度ベスト・レオ賞受賞者を決定。  

 
以上の決議事項に関する詳細は、国際協会公式ウェブサイト（www.lionsclubs.org）
をご参照いただくか、または国際本部（電話 +1 630 571 5466）に直接お問い合わ

せください。 
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