
SUMMARY MARCH 2009.JA 

決議事項要約 

国際理事会会議 

米国ニューヨーク州ニューヨーク 

2009 年 3 月 9 日～14 日 
 
 
1. カナダのオンタリオ州トロントを 2014 年国際大会開催地として選定した。 
 
監査委員会 
 
1. 入金処理プロセスについて報告を受け、検討を行った。 

会則及び付則委員会 
 
1. 国際付則第 8 条第 3 項の第 2 段落の 初の文を削除し、以下と差し替えるという改正案

を 2009 年国際大会に報告することを決議した。 
 
各地区再編成案は、各予定準地区が少なくとも 35 のライオンズクラブおよ

び合計 1,250 人以上のグッドスタンディングの会員を有することを条件に、

国際理事会によって考慮される。ただし、複合地区内の準地区数を減少させ

る場合はこの限りではない。 
 
大会委員会 
 
1. 2010 年シドニー国際大会の所定の登録料金は変えないことを決定すると共に、大会に 1 日

だけ参加する人のために US$80 の登録料金を設けた。 
2. 投票権のある代議員および投票権のない補欠代議員として資格証明を受けることを希望する

大会参加者は、所定の登録料金を全額払わなければならないことを決定した。 
3. 2010 年シドニー大会に関しては、2010 年 5 月 28 日を個人によるホテル予約キャンセル可能

期限とすることを承認した。 
4. 2017 年国際大会開催地については、その開催に先立ち 7 年前に選定することを決定した。 
 
地区及びクラブ･サービス委員会 
 
1. 滞納金以外の理由による 139 クラブ（会員数 841 人）の解散を承認した。 
2.  322-E 地区の 11 のクラブを、実存しないという理由でステータスクオ処分とした。 
3. 14 の各地域を担当するコーディネーター･ライオンの再任命を承認した。 
4. 暫定地区および空席のある地区のために、2009～2010 年度地区ガバナーの任命を承認した｡ 
5. 35 複合地区（フロリダ州）と 324 複合地区（インド）の地区再編成を承認した。 
6. 理事会方針書第 9 章への改訂を承認した。この改訂により、地区ガバナーエレクト（DGE）

セミナー開催日数が 1 日短縮されると共に、航空便のスケジュールの関係上本来なら大会

終総会に出席できない DGE のためには 1 泊の追加宿泊が認められるとする新たな経費支払

いの方針が設定された。さらに DGE セミナーに参加する DGE 配偶者の旅費支払いは

US$500 までとする新しい方針も設定。また、暫定地区と、2 年間にわたり 35 クラブ未満お

よび会員数 1,250 人未満の地区に関する手順を明確にするための改訂を加えたほか、国際付

則に対する関連の改正案が採択されることを条件に、地区の数を減らす地区再編成案につい

ては国際理事会が検討することができるよう、地区再編成の手順を改訂した。 
7. 自主的に解散するクラブ、他のクラブと合併するクラブ、ライオンズにかかわる問題で訴訟

を起こすクラブを自動的に解散させることができるよう、理事会方針書第 5 章のクラブ解散

手順とその他の事務的処理事項を改訂した。 
8. クラブ名変更にかかわる業務を地区及びクラブ行政部に移した。 
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9. 2009 年国際大会で代議員に国際付則改正案を報告するにあたり、必要な文言の草案を会則

及び付則委員会に要請した。この改正案は、複合地区内の準地区数を減少させる地区再編成

案については、理事会が 3 分の 2 の賛成投票をもって、35 クラブおよび 1,250 人の会員数に

満たない地区再編成案を承認することができるようにするものである。 
 
財務及び本部運営委員会 
 
1. 投資に対する帳簿上の純損失を主な原因とする赤字を反映した 2008～2009 年度第 3 四半期

収支予想を承認した。 
2. 協会の一般資金積立金/支出方針を承認した。これは理事会方針書の財務の章に含まれる。 
3. 元国際会長および運営役員の座席クラスについて、理事会方針の変更を承認した。元会長に

はビジネスクラスで飛行する権限が与えられ、往復の飛行時間が 10 時間を超える場合、運

営役員はビジネスクラスを利用することができる。 
4. 配偶者が旅行する際の責任と指針を示すべく、理事会方針及び執行役員旅行経費支払いに関

する方針への改訂を承認した。スピーカー任務、理事会会議、または国際大会のために旅行

する執行役員、国際理事、元国際会長、元国際理事、理事会アポインティ、公認スピーカー

に同伴する配偶者の旅費は、配偶者が予定されているライオンズクラブ国際協会の催し物お

よび行事に出席する場合に、監査規定に従って払い戻される。配偶者が予定されている催し

物や行事に出席しなかった場合には払い戻しは行われない。 
5. 理事会方針および執行役員旅行経費支払いに関する方針を改訂し、単一地区または複合地区

（その全準地区を含む）は年間 1 人の執行役員を招請できるようにした。特別な事情があり、

1 人を超える執行役員の訪問が必要とされる場合には、国際会長の承認があれば許可される

こともある。この方針はフォーラム、研修プログラム、計画会議といった国際協会のプログ

ラムまたは取り組みのために開催される行事への出席に対して、あるいは国際協会の運営に

かかわるその他の旅行に対しては適用されない。 
6. 公認スピーカーの全体的な責任および目的を明確にするため、理事会方針変更を承認した。

公認スピーカーの講演を聴くことから会議出席者が著しいメリットを確実に得られるように

するため、公認スピーカーの主な目的は、会員増強を奨励することと、会議出席者にとって

関連性がある、とりわけ 近の国際協会プログラム、方針、そして実績（LCIF とその各種

プログラムおよび使命に対する達成状況なども含む）を宣伝し、意識を高めることとする。

スピーカーには、会議を主催する現地のクラブおよび地区にメリットをもたらす可能性があ

る、あるいは改善または意欲喚起につながる方法で、そのような話題について話をすること

が奨励される。スピーカーが協会とは関係のないことについて講演した場合には、旅費の払

い戻しおよび（または）今後のスピーカー任務が承認されないこともあり得る。 
7. 理事会方針書の理事会委員会に関する章に変更を加え、納税申告に先立ち、協会の 990 納税

申告書の内容を見直すことを財務及び本部運営委員会の責任とすることを承認した。 
 
LCIF 
 
1. SF II 資金をその帳簿価格で、LCIF の一般基金とは別にすることを承認した。 
2. LCIF の投資方針声明文を改正し、SF II と一般基金の資金が別々に分けられ、その資産配分

が変更されたことを反映させた。 
3. 人道主義（用途無指定）交付金支出方針を変更し、資産価値と用途無指定寄付額の算出に 5

年平均を用いることにした。 
4. 44 件（総額 US$1,632,933）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。 
5. 合計 5 件の交付金申請を継続審議事項とした。 
6. 3 件の交付金申請を否認した。 
7. ケニヤのナイロビにあるライオンズ HIV/AIDS 児童総合医療クリニックを支援するため、

US$57,890 の四大理事会指定交付金を承認した。 
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8. 理事会方針書に、LCIF 複合地区コーディネーターおよび地区コーディネーターの任命及び

任期に関する新しい項目を加えた。 
9. 人道主義（用途無指定）援助交付金支出方針について、理事会方針書の LCIF の章を更新し

た。 
10. ブラジルで発生した洪水災害に対して US$100,000 の大災害援助交付金を承認した。 
 
リーダーシップ委員会 
 
1. 2010 年地区ガバナーエレクト・セミナーより有効となる、地区ガバナーエレクト・セミナ

ー委員長職の資格条件を設けた。 
2. ライオンが地区ガバナーエレクト・セミナーのグループリーダーを連続して務めることがで

きる年数制限を含む、グループリーダー職の資格条件を設けた。この条件は 2010 年地区ガ

バナーエレクト・セミナーより有効となる。 
3. 地区ガバナーエレクト・セミナーの開催日数を 1 日短縮し、それに合わせてグループリーダ

ーに対する経費支払いを調整した。グループリーダー配偶者の旅費支払いに関する新たな方

針を設け、その額は US$500 を超えないものと定めた。 
 
長期計画委員会 
 
1. 中国関係調整委員会の新たな 2 段階構造承認の決議を採択した。一つ目の段階は 3 人から 4

人のライオンで構成される執行運営委員会で、毎年その年度の国際協会会長が職権上のメン

バーとなる。二つ目の段階は調整委員会であり、そのメンバーは (1) 中国本土、 (2) 中国･香

港およびマカオ、そして (3) 300 複合地区･台湾のそれぞれから各 2 人から 3 人のライオン、

合わせて 6 人から 9 人のメンバーで構成されるものとなる。 
 

両委員会ともメンバーの任期は 3 年間とし、空席の生じた場合および（または）構成変更を

要するような事情がある場合には、国際協会会長が新たな任命を行う権限を有する。 
 

会員増強委員会 
 
1. 家族会員プログラムの下に新たなプログラムとしてライオン･カブ･プログラムを承認した。 
2. グローバル会員増強チームの新たな構造導入および予算事項を承認した。 
3. 転籍会員およびグッドスタンディングで退会した再入会員の入会費免除の期間を 6 ヶ月から

12 ヶ月に延長することを承認した。 
4. ライオンズの活動に参加しているが、会員となっていない 352 地区（エジプト）の個人に対

しては 2009 年 5 月 31 日まで入会費を免除することを承認した。 
5. 2008～2009 年度 GMT リーダーおよび 2009～2010 年度 GMT リーダーの監査規定を改訂した｡ 
 
PR 委員会 
 
1. 「ライオンズ･イン･サイト」を 2009～2010 年度の試験的プログラムとして設けた。 
2. ライオンズクラブ国際協会青少年世界音楽コンクールを 2009～2010 年度の試験的プログラ

ムとして設けた。 
3. 2009～2010 年度の会長賞メダルの数を 1050 個に、国際リーダーシップ･アワード･メダルの

数を 1200 個にそれぞれ増加した。 
4. ｢役職の順位」に副地区ガバナーとある箇所を第一副地区ガバナーと変えると共に、第二副

地区ガバナー職を加えた。さらに、***の付いた段落および（d）項を削除した。 
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奉仕事業委員会 
 
1. ライオンズクラブ国際協会と糖尿病教育キャンプ協会との覚書を承認した。 
2. 2009～2010 年度より有効となるレオ･リーダーシップ会議補助金プログラム導入を承認した。 
3. 2007～2008 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した。 
4. 以前に承認済みの地区および複合地区視力委員長賞について理事会方針書に加えた。 
5. 国際関係事業の実施を奨励するために地区レベルで任命されるライオンの役職を「地区国際

協調委員長」から「地区国際関係委員長」と改め、複合地区レベルでの役職と整合させた。 
6. 2009～2010 年度より地区および複合地区国際関係委員長賞を設けることを承認した。 
7. 即時発効となる地区および複合地区レベルにおける ALART 委員長職の設置を承認した。 
8. 2009～2010 年度より地区および複合地区 ALERT 委員長賞を設けることを承認した。 
9. 2009 年 7 月 1 日を以って次の公認奉仕プログラムおよび活動を廃止することとした。聴覚･

視覚コミュニケーション援助および補助機器、切手収集および交換、世界平和デー、21 世

紀の若い大使賞プログラム。 
10. 2009 年 7 月 1 日より複合地区レベルのライオンズ児童奉仕委員長職を設けることを承認した。 
11. 複合地区ライオンズ児童奉仕委員長賞の設置を承認した。 
12. 2009 年 7 月 1 日よりターンキー型ライオンズ児童優先プログラムを協会の公認奉仕プログラ

ムとすることを承認した。 
13. 2009 年 7 月 1 日よりアルファおよびオメガ･レオクラブの会員に関して理事会方針を変更す

ることとした。これにより次の通りに定義される。アルファ会員 - 12 歳から 18 歳のレオク

ラブ会員、オメガ会員 - 18 歳から 30 歳のレオクラブ会員。 
14. 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。 
15. 協力同盟に関する理事会方針を改訂し、いかなる同盟もその関係と目的について一般人の意

識を高めるための計画書を含み、ライオンズの指導的役割について明確に説明するとともに、

国際協会の世界的なイメージを促進し、国際協会を適切な形で認識するものでなければなら

ないことを明らかにした。加えて、ライオンズクラブ国際協会理事会の書面による許可がな

ければ、協会と同盟を結んでいるいかなる組織もライオンズクラブ、地区、あるいは複合地

区に勧誘をしたり、接触をしたり、その他の方法で情報伝達をすることは認められない。 
 
 
 
 
 
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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