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ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会         

目的目的目的目的 
 
ライオンズクラブという奉仕クラブを結成し、認
証状を交付し、監督する。 
 
各ライオンズクラブの事業を統制し、運営を標
準化する。 
 
世界の人びとの間に相互理解の精神をつちかい
発展させる。 
 
よい施政とよい公民の原則を高揚する。 
 
地域社会の生活、文化、福祉および公徳心の向
上に積極的関心を示す。 
 
友情、親善、相互理解のきずなによってクラブ
間の融和をはかる。 
 
一般に関心のあるすべての問題を自由に討論で
きる場を設ける。ただし、政党、宗派の問題を
クラブ会員は討論してはならない。 
 
奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なし
に社会に奉仕するようはげまし、また、商業、
工業、専門職業、公共事業および個人事業の能
率化をはかり、道徳的水準をさらに高める。 

 

ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会 

ビジョン声明文ビジョン声明文ビジョン声明文ビジョン声明文 
 

地域社会と人道奉仕における 
グローバル・リーダーグローバル・リーダーグローバル・リーダーグローバル・リーダー を目指すを目指すを目指すを目指す。 

 

ライオンズクラブ国際協ライオンズクラブ国際協ライオンズクラブ国際協ライオンズクラブ国際協会会会会 

道徳綱領道徳綱領道徳綱領道徳綱領 
 
職業に対する不断の努力が正しく賞賛されるよ
うに心がけ、自己の職業の尊さを確信すること。 
 
事業を成功させて、適正な報酬や利益は受ける
べきであるが、自己の立場を不当に利用したり、
人に疑われる行いをして自尊心を傷つけてまで
も利益や成功を求めないこと。 
 
事業を遂行するにあたっては、他人の事業を妨害
しないように心がけ、顧客や取引先に誠実であり、
自己にも忠実であること。 
 
世人に対する自己の立場や行いに疑いが生じた
ときは、世人の立場に立って解決にあたること。 
 
真の友情は損得の上に築かれるものでなく、心と
心の触れ合いによるものであることを自覚し、手
段としてではなく目的として友情をもつこと。 
 
国家および地域社会に対する公民の義務を忘れず、
かわらぬ忠誠を言動にあらわし、すすんで時間と
労力と資力をささげること。 
 
不幸な人には同情を、弱い人には助力を、貧しい
人には私財を惜しまないこと。 
 
批判は謙虚に、賞賛は惜しみなく、建設を旨とし
て破壊をさけること。 

 

 
ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会 

使命声明文使命声明文使命声明文使命声明文 
 

ライオンズクラブを通じて、ボランティアに社会奉仕の手段を与え、ボランティアに社会奉仕の手段を与え、ボランティアに社会奉仕の手段を与え、ボランティアに社会奉仕の手段を与え、 
人道的ニーズを満たし、平和と国際理解を育む。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに 
 
本マニュアルには、今年度複合地区協議会議長を務めていくために役立つ情報が含まれてい

ます。協議会議長には、国際協会の目的を推進しようとする複合地区をまとめる、という重

要でやりがいのある任務があります。複合地区はそれぞれに異なり、個々の協議会議長によ

ってまとめ方もさまざまでしょう。したがって、本マニュアルで提供する助言や情報は、各

地の状況やニーズに合わせて調整すべきです。しかし、特に強調しておかなければならない

のは、複合地区協議会議長は地区ガバナー協議会を調整し、その活動を推進していく役割を

期待されるということです。協議会議長は、各地区に責任を負う個々の地区ガバナーを結び

付ける存在なのです。 
 

複合地区複合地区複合地区複合地区 
ガバナー協議会ガバナー協議会ガバナー協議会ガバナー協議会 
 

メンバーメンバーメンバーメンバー 
 
複合地区協議会は、複合地区において国際協会の目的を推進するための運営機構をなしてい

ます。協議会は以下によって構成されます。 
• 複合地区内のすべての現地区ガバナー 
• 協議会議長を務める 1人の現地区ガバナーまたは元地区ガバナー 

 
協議会には 1人以上の前地区ガバナーを含めることができますが、その合計数は地区ガバナ

ー総数の半数を超えてはなりません。協議会議長を含む各構成員は、協議会の議決を要する

各事柄について１票の投票権を有します。 
 
複合地区協議会には、国際協会の現および元国際会長、国際副会長、現および元国際理事も

投票権のない顧問として加えることができます。 
 

任務任務任務任務 
 
標準版複合地区会則及び付則によると、複合地区協議会の任務は以下の通りです。 

• 複合地区大会運営に関連するすべての契約を結び、経費の支払いを承認する。 
• 複合地区資金の貯蓄機関を指定する。 
• 協議会幹事兼会計のために保証金の額を定め、その保証金を出す保証会社を承認する。 
• 年に2回、あるいは更に頻繁に協議会幹事兼会計から財務報告書を受け取り、会計年度末に協

議会幹事兼会計帳簿の検査又は監査の手配をする。 
 
協議会は、各複合地区会則の定めに従い、複合地区に関連するその他の任務を負うことがあ

ります。 
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複合地区の役員複合地区の役員複合地区の役員複合地区の役員 
 
協議会の役員には以下が含まれます。 

• 協議会議長（その任務および責任は本マニュアル 3～8ページの説明を参照） 

• 副議長（この役職については 9ページの説明を参照） 

• 幹事および会計、または幹事兼会計（その任務および責任は本マニュアル 9ページの

説明を参照） 

• 協議会が必要とみなすその他の役員 

 
協議会の会議協議会の会議協議会の会議協議会の会議 
 
協議会は、地区ガバナーが正式に就任してから 60 日以内に初回の定例会議を開くべきです。

協議会議長、またはその指示を受けた幹事は、開催日時と場所を明記した文書により、各協

議会会議を招集します。初回会議の開催日時と場所は協議会議長が決めますが、それ以降の

会議については協議会が決定します。協議会の定例会議および/または臨時会議は、電話会

議やウェブ会議などの代替的な形式でも開催できます。 
 
協議会の会議はいずれも、過半数の出席をもって定足数を満たしたものとします。 
 
議事の進行手続きに関する疑問はすべて、最新版ロバート議事規則または同様の標準的な会

議規則の指針に従って処理されます。 
 

協議会議長の解任協議会議長の解任協議会議長の解任協議会議長の解任 
 
国際付則では、協議会の過半数の要請により協議会議長の解任を目的とした臨時会議を招集

し、協議会の全構成員の 3/2の賛成票をもって協議会議長をその役職から解任できる、と定

めています。 
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協議会議長協議会議長協議会議長協議会議長 
 

任任任任務務務務 
 
国際付則では、ガバナー協議会には協議会議長を務める現または元地区ガバナーを 1人含め

る、と定めています。現または元地区ガバナーは誰でも協議会議長の役職に就くことができ

ますが、任期は一年のみとし、その後再任はできません。 
 
国際付則および標準版複合地区会則及び付則の付則によると、複合地区協議会議長は複合地

区の管理運営を促進する役割を果たします。その行為はすべて、複合地区ガバナー協議会の

権限、指示、監督に基づきます。 
 
協議会議長は、ガバナー協議会と協力して以下を行います。 
 

(a) 本協会の目的を推進する。 

(b) 国際及び複合地区の方針、プログラム、イベントに関する情報伝達を支援する。 

(c) ガバナー協議会が設定した複合地区の目標及び長期計画を文書として記録し、それを

入手できるようにする。 

(d) 会議を開催し、協議会会議でのディスカッションを円滑に進める。 

(e) 複合地区大会を円滑に運営する。 

(f) 地区ガバナー間の和と結束を作り出し深めることを目的として、国際理事会又はガバ

ナー協議会によって始められた取り組みを支援する。 

(g) 報告書を提出し複合地区会則及び付則で定められる任務を遂行する。 

(h) 複合地区ガバナー協議会から割当てられる他の管理運営の任務を果たす。 

(i) 任務終了時には、複合地区の口座、資金、記録の一切が後継者に速やかに引き渡され

るように計らう。 
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その他の責任その他の責任その他の責任その他の責任 
 

複合地区での地区ガバナーエレクト研修複合地区での地区ガバナーエレクト研修複合地区での地区ガバナーエレクト研修複合地区での地区ガバナーエレクト研修 

協議会議長は複合地区レベルのグローバル指導力育成チームの一員として、地域での地区ガ

バナーエレクト研修を積極的に支援する責任を負います。研修は、複合地区 GLT コーディ

ネーターによって調整/実施されます。複合地区は独自に、または他の複合地区と共同で、

毎年研修を開かなければなりません。 
 

複合地区での研修は、地区ガバナーエレクトの選出後できる限り早期に行われるべきです。

また、複合地区が選んだ場所で、この用途のために独自の予算に組み入れておいた資金を使

って行われなければなりません。 
 

複合地区の主な責任は、地区ガバナー・チーム・マニュアルの内容と、地区および複合地区

に関するその他の事項を説明することです。リーダーシップ開発部では、各協議会議長およ

び複合地区 GLT コーディネーターに、地区ガバナーエレクト研修のプロセスに関する詳し

い説明を提供します。そこには複合地区研修に関する提言や、GLT エリア研修、セミナー

事前課題、地区ガバナーエレクト・セミナーで扱うトピックの概要が含まれています。複合

地区は地域特有のニーズに応じたリーダーシップ・スキルを研修に含めることができますが、

セミナーで扱うトピックと重複しないよう注意すべきです。 
 

地区ガバナー・チーム・マニュアルで取り上げている内容は以下の通りです。 
 

1. 地区ガバナー・チーム 
2. 国際本部 
3. 地区行政 
4. 地区委員会 
5. クラブ運営 
6. クラブ用品  
7. 情報テクノロジー 
8. 国際大会 
9. 財務 
10. リーダーシップ 
11. 法律 
12. LCIF 
13. 会員開発 
14. PR 
15. 奉仕事業 
16. アワード 
17. 引き継ぎの準備 
18. 皆さんの協議会 
19. 申請書および書式 

 
地区および複合地区に関する事項としては、以下のような項目を扱うべきです。 
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   1. 年間行事日程 
   2. 予算、会費、資金獲得 
   3. 会則 
   4. 大会 
   5. ガバナー協議会 
   6. 地区および複合地区の歴史 
   7. 記録保管 
   8. 特別事業 
   9. 税金および保険 
 10. 会議/クラブ公式訪問報告書、プロトコール 
 11. 各複合地区が必要とみなすその他の事項 
 
指導力育成に関する以下のトピックが課題、GMT/GLT エリア研修、地区ガバナーエレク

ト・セミナーで取り上げられない場合には、複合地区研修に含めてもよいでしょう。 
 
   1. イメージ作り 
   2. 意欲と献身 
   3. 目標設定 
   4. コミュニケーションのスキル 
   5. 国際協会から得られる情報・資料 
   6. ストレス管理 
   7. 時間管理 
  

複合地区でのガバナーエレクト研修に関する詳細は、国際本部リーダーシップ開発部（630-
571-5466内線 6935またはleadership@lionsclubs.org）までお問い合わせください。 

 
年次複合地区大会年次複合地区大会年次複合地区大会年次複合地区大会 
協議会は、毎年国際大会に先立って行われる複合地区大会の議事次第を定める責任を負いま

す。協議会議長は複合地区大会の議長を務めます。複合地区大会の開催手続きと資金につい

ては、標準版複合地区会則及び付則に明記されています。 
 
協議会の 3分の 2の賛成票により、複合地区を構成するクラブの特別大会を招集できます。

ただし、特別大会は遅くとも国際大会開催日の 15日前までに終了していなければなりませ

ん。 

 
GMT/GLT コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター/メンバーの選定メンバーの選定メンバーの選定メンバーの選定 
協議会議長はグローバル会員増強チーム（GMT）およびグローバル指導力育成チーム

（GLT）の一員として、協議会および GMT/GLT エリアリーダーと相談の上、複合地区

GMT コーディネーター、複合地区 GLT コーディネーター、複合地区 GMT/GLT のその他の

メンバーを選びます。これらのコーディネーターとその他のメンバーは 3年の任期を務めま

すが、毎年見直しが行われます。 
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道徳基準と行動道徳基準と行動道徳基準と行動道徳基準と行動 
ライオンズクラブ国際協会は奉仕組織であり、奉仕提供のあり方は、奉仕そのものと全く同

様に重要です。ライオンズの会員、各協議会、国際理事会、執行役員、運営役員、国際本部

の職員、各地域社会は、皆さんのそれぞれが常に誠実で道徳的な行動をとることを期待して

います。  
 
国際協会に所属し、奉仕を提供するライオンズクラブ、会員、役員、理事会、職員、あるい

はその奉仕を受ける地域社会の行動や要求が、この指針に反する行いを正当化することはあ

りえません。誠実で道徳的な行動は、以下の4つの核心的な価値観として定義され、私たち

の道徳基準の基礎を形成しています。 
 
誠意誠意誠意誠意 – ライオンズクラブ国際協会は、個人的、職業的に最高水準の誠意を尽くすことを要求

します。私たちは、国際協会の資産を守るため、可能な限りの措置を講じなければならず、

また国際協会の方針と適用法規のすべてを遵守しなければなりません。 
 
責任責任責任責任 – ライオンズクラブ国際協会は、協議会議長が国際協会の代表として与えられた任務を

全うし、あらゆる行動と結果に対する責任を個々に負担することを期待しています。私たち

は、道徳に反する一切の行為を認めません。 
 
チームワークチームワークチームワークチームワーク – ライオンズクラブ国際協会は、チームワークを通して奉仕環境を維持するこ

とにより、革新、創造、成果の達成を推進しようと努力を傾けています。私たちの一人ひと

りが指導力を発揮し、すべての会員の育成、啓発、全面的な参加と個人的な成長の促進に努

めなければなりません。私たちは、自由で効果的なコミュニケーションと相互関係を奨励し

ます。 
 
美徳美徳美徳美徳 – ライオンズクラブ国際協会は、公正な対応、相互の尊重、多様性、信頼を極めて重ん

じています。私たちは、奉仕、方法、自分自身を向上させるよう、互いに要求しなければな

りません。会員と社会に奉仕し、国際協会が目的を達成できるよう支援するため、努力をと

もにする必要があるのです。 

 
書式および情報・資料書式および情報・資料書式および情報・資料書式および情報・資料 
 
複合地区役員報告書複合地区役員報告書複合地区役員報告書複合地区役員報告書 
各協議会議長には複合地区役員報告用紙（DA-901）が届きますので、年次複合地区大会ま

たは協議会議長任命会議の直後に必要事項を記入の上、太平洋アジア課までご提出ください。

協議会議長はこの用紙を使って、ご自身と同伴者の連絡先情報と略歴、および協議会幹事兼

会計の連絡先情報を提供します。DA-901は本マニュアルの最後に添えられています。 
 

複合地区委員長報告書複合地区委員長報告書複合地区委員長報告書複合地区委員長報告書 
協議会議長は、パスワードで保護された会員サイト MyLCI を通じて、または複合地区委員

長報告用紙（MC-10）を記入して太平洋アジア課に提出することにより、各複合地区委員会
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委員長の氏名と住所も報告します。以下の複合地区委員長は、正式な承認と推薦を受けて報

告されるべきです。 
 

• 大会 

• 糖尿病教育及び活動 

• 聴力保護、教育及び活動 

• 情報テクノロジー 

• 国際関係 

• ライオンズ ALERT 

• ライオンズ児童奉仕 

• プロトコール 

• PR及びライオンズ情報 

• 視力保護、教育及び活動 

• 青少年（ライオンズ青少年奉仕の機会） 

 
レオクラブ委員長（3年任期）、ライオンズクエスト委員長（3年任期）、ユースキャンプ

及び交換プログラム委員長（3年任期？）、複合地区 LCIFコーディネーター（3年任期）、

複合地区 100周年記念コーディネーター（3年任期）、GMT/GLT コーディネーター（3年任

期）の各役職に関しては、適切な時期に個別の報告用紙が送られます。 
 

会員、役員、アクティビティ報告ウェブサイト会員、役員、アクティビティ報告ウェブサイト会員、役員、アクティビティ報告ウェブサイト会員、役員、アクティビティ報告ウェブサイト 
協議会議長その他の複合地区役員は、会員・役員・アクティビティ報告ウェブサイト

MyLCI を通じて得られる情報を活用すべきです。 
 
このウェブサイトは、協議会議長が複合地区の役員・委員長や、複合地区大会の日時・場所

等を確認および更新し、複合地区レベルの各種報告書を閲覧して会員、委員長、役員、アク

ティビティのデータをダウンロードするために役立つでしょう。 
 
地区レベルの情報地区レベルの情報地区レベルの情報地区レベルの情報 
協議会議長は、地区の役員・委員長や地区大会の日時・場所等を確認し、各種報告書を閲覧

して会員、役員、委員長情報やアクティビティのデータをダウンロードできます。 
 

クラブレベルの情報クラブレベルの情報クラブレベルの情報クラブレベルの情報 
協議会議長は、クラブの役員・会員情報やクラブ例会の情報を確認し、各種報告書も閲覧し

て会員やアクティビティのデータをダウンロードできます。 
 
MyLCI には 4つの基本的な機能があります。その一つは役職に基づく機能性で、ユーザー

は国際協会における各自の役職に応じて異なったメニューを利用できます。もう一つは操作

状況に応じたヘルプ機能で、ユーザーが開いている特定のページに関連した質問の答えを即

座に確認できます。さらに、MyLCI には二つの検索機能があり、一方は現行年度に関する

データを検索する即時検索、他方は以前の年度のデータを閲覧できる詳細検索です。MyLCI
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では地区役員と協議会議長のためにナビゲーション機能を設けており、高レベルの情報を閲

覧するとともに、より詳細な情報も精査できます。 
 
アクセスするには、国際協会ホームページの上部にある「MyLCI」のリンクをクリックして

ください。新任の役員は「新しいユーザーの登録は、こちらをクリック」のリンクから、画

面の指示に従ってユーザー名とパスワードを作成する必要があります。 
 

地区健康診断レポート地区健康診断レポート地区健康診断レポート地区健康診断レポート 
地区健康診断レポートは、毎月すべての協議会議長に送られる有用な報告書です。この報告

書には複合地区内の準地区別に、以下を含む統計情報が記載されています。 
 

• クラブ：総数、結成数、解散数、純増数 
• 会員：総数、入会者数、退会者数、純増数 
• 1クラブ当たりの平均会員数 
• 報告書を提出しているクラブの割合 
• 90日以上の滞納金があるクラブの割合 
• ステータスクオ・クラブの数 
• 解散に関するデータ 

 
協議会議長には地区健康診断レポートの他に、各地区の月例クラブ健康診断レポートのコピ

ーが送られますが、これには上記と同様の情報がクラブ別に記載されています。 
 
協議会議長は年間を通じて地区を支援するため、各レポートの情報を確認することが奨励さ

れます。 

 
任期満了後任期満了後任期満了後任期満了後ののののライオンズリーダーとしてライオンズリーダーとしてライオンズリーダーとしてライオンズリーダーとしてのののの関与関与関与関与 
協議会議長としての任期を終えてからも、複合地区や国際協会のためにできることは数多く

残されています。積み上げてきた知識や経験を最大限に活かせる立場に就くよう、所属する

クラブ、地区、複合地区から求められる場合もあるでしょう。国際協会の目的を推進してい

く上で、協議会議長経験者の時間、労力、熱意は常に必要とされることになるはずです。 
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その他の情報その他の情報その他の情報その他の情報 
 

協議会副議長協議会副議長協議会副議長協議会副議長 
副議長の選出/選任は、複合地区付則に別段の規定がない限り、複合地区協議会の自由裁量

に委ねられます。その設置は任意であるため、国際協会の正式な役職ではありません。 
 
副議長が設けられる場合、その役割は協議会議長の任務遂行を支援し、議長が不在の場合に

代理を務めることです。 
 
 

協議会幹事兼会計協議会幹事兼会計協議会幹事兼会計協議会幹事兼会計 

標準版複合地区付則によると、協議会幹事兼会計は協議会の指導監督のもとに以下を行いま

す。 
 

(a) ガバナー協議会のすべての会議の正確な記録を作成し、その写しを各会議終了

後 10日以内にすべての協議会構成員及び国際本部に送付する。 
 

(b) 複合地区の業務を遂行するガバナー協議会に助力し、会則及び付則に明記され

ているか、または示唆されている任務あるいはガバナー協議会から随時課せら

れる任務を遂行する。 
 

(c) 規定により準地区キャビネット幹事兼会計から納入されるすべての会費を受領

して領収書を発行し、ガバナー協議会の指定する銀行にそれを預金するととも

に、ガバナー協議会の指導監督の下に幹事兼会計が署名し協議会議長または正

式に指名されている協議会構成員が連署した小切手によって支払を行う。 
 

(d) 正確な諸会計帳簿及び記録を保管し、ガバナー協議会及び複合地区の全会議の

議事録を作成する。さらに、正当な目的のためであれば妥当な日時に、いかな

る協議会構成員または複合地区内のいかなるクラブ（あるいはそのいずれかの

正当な代理人）にも、これらの記録の検査を許可する。 
 

(e) ガバナー協議会が要求する場合には、任務遂行に対して保証金ないしこれに代

わる担保を提出する。 
 
(f) 任期終了の際には、一般及び/又は財務関連の記録並びに資金を後任者に引き

渡す。 
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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 
 
概要概要概要概要 
グローバル会員増強チーム（GMT）は、継続的、集中的かつ総合的な会員増強活動の国際

的枠組みを提供します。 
 
グローバル指導力育成チーム（GLT）は、国際協会の将来の活力を大きく左右する指導力育

成をこれまで以上に重視し、積極的な研修と指導力育成の取り組みを通じて優れたリーダー

を発掘、養成するとともに、必要な情報や助言を提供し意欲を喚起するために尽力します。 
 
現在と将来のライオンズリーダーを発掘・育成して機会の活用を奨励するとともに、奉仕と

参加を通じて会員を増強するため、GMT と GLT のメンバーは力を合わせて取り組みます。 
 

体制体制体制体制 
二つの組織は、執行協議会により国際レベルで結びつき、かつ調整されます。GMT/GLT 執

行協議会は、国際会長の指導のもと、第一副会長と第二副会長がそれぞれ GMT、GLT を監

督し、助言を提供します。 
 
GMT と GLT はともに、国際コーディネーター、合同運営委員会（国際理事会の会員増強委

員会/リーダーシップ開発委員会/地区及びクラブ・サービス委員会の各委員長で構成）、お

よび各会則地域リーダーからも支援を受けます。 
 
両チームは、特定の会則地域またはエリアを担当するライオンズリーダーにより構成されま

す。地域のニーズを十分に分析して適切なプログラムを開発・実施できるよう、チームのメ

ンバーは 3年の任期を務めます。メンバーは 1年ごとに全員が評価を受け、実績に基づき再

任または解任が決定されます。 
 

• 会則地域リーダー会則地域リーダー会則地域リーダー会則地域リーダー：各チームにおける会則地域リーダーの数は最大 11名で、それぞ

れ特殊なニーズや地域の規模を考慮し、アフリカ大陸には 1名、米国には 2名まで、

東洋東南アジアには 3名までの会則地域リーダーが配置されます。協調と協力によっ

て最大の効果が得られるよう、GMT と GLT では同じ割り当て区域に同じ人数のリー

ダーが配置されます。ただし、地域によっては、1人のライオンが GLT と GMT の代

表を兼務することもあります。会則地域リーダーの任命は、国際会長が国際第一・第

二副会長および地域のリーダーと相談して行います。 
 

• エリアリーダーエリアリーダーエリアリーダーエリアリーダー：各チームにおけるエリアリーダーの数は世界全体で約 36名。GMT
と GLT の両方に同じ地域構成のもと、同じ人数のエリアリーダーが配置されます。

ただし、地域によっては、1人のライオンが GLT と GMT の代表を兼務することもあ

ります。地理的に特殊または遠方に位置するエリアでのリーダーの取り組みを支援す

るため、特別エリア・アドバイザーが選任される場合があります。同じ地域を担当す

る GLT と GMT それぞれのエリアリーダーは、地域のニーズに効果的に対応するた
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め、継続的に連絡を取り合います。エリアリーダーの任命は、国際会長が国際第一・

第二副会長および会則地域リーダーと相談して行います。 
 

• 複合地区複合地区複合地区複合地区：各複合地区は GMT と GLT の二つのチームを編成し、各チームは複合地

区コーディネーター、協議会議長、会員増強と指導力育成に見識の高いライオン（チ

ームごとに 3名まで）で構成されます。複合地区 GMT/GLT コーディネーターとチー

ムの他のメンバーの任命は、ガバナー協議会が GMT/GLT エリアリーダーおよび協議

会議長と相談して行います。二つに満たない複合地区で構成される GMT/GLT エリア

または特別エリアに割り当てられた複合地区には、複合地区 GLT コーディネーター

は配置されません。この場合には、それぞれの GLT エリアリーダーまたは特別エリ

ア・アドバイザーが複合地区レベルでの関連の責務を遂行します。 
 

• 地区地区地区地区：各地区は GMT と GLT の二つのチームを編成します。地区 GMT は地区コーデ

ィネーターと地区ガバナー・チームの指導のもと、会員増強・EXT 委員会とクラブ

サクセス委員会の二つの組織を設けることで、各分野に重点的に取り組みます。地区

GLT は地区コーディネーターと地区ガバナー・チームによって構成され、第二副地

区ガバナーが地区ガバナー・チームとの連絡役を務めます。必要に応じて他の見識あ

るライオンをチームに加えることができます。地区 GMT/GLT コーディネーターとチ

ームの他のメンバーの任命は、地区ガバナーがエリアリーダー、複合地区コーディネ

ーター（該当する場合）、および第一・第二副地区ガバナーと相談して行います。 
 
両チームに関する詳細は、ライオンズクラブ国際協会のウェブサイト

（www.lionsclubs.org）をご確認ください。 



12 

 

国際本部の機構国際本部の機構国際本部の機構国際本部の機構 
 
国際本部は共通の目標と業務上の協力関係に基づき、いくつかのグループに分けられていま

す。国際本部の各部に関する以下の説明は、クラブや会員が適切な部に連絡するために役立

つでしょう。国際本部の代表電話番号は+1（630）571-5466です。 
 
 

国際本部の運営役員国際本部の運営役員国際本部の運営役員国際本部の運営役員 
 
事務総長事務総長事務総長事務総長  
ライオンズクラブ国際協会の事務総長は、国際本部の管理と運営を監督します。その主な責

任は、国際協会と財団のビジョンと目的を支える方針と手続きを、国際本部スタッフを通し

て遂行することです。 
 
事務総長の業務は以下の通りです。 
  

• 国際本部のグループとスタッフの業務を管理する。 
• 国際会長、執行委員会、国際理事会と緊密に協力し、ライオニズムの世界的な活

動と拡大が確実に国際協会の理念と方針に沿ったものとなるようにする。 
 
 
幹事幹事幹事幹事 
国際協会のコーポレート・ガバナンス・プログラムを遂行および管理するとともに、国際理

事会会議と執行委員会の公式議事録を作成して配布します。 
  
会計会計会計会計  
会計の主な責任は、承認された国際理事会の方針に従い、国際協会の資金その他の資源を保

護、管理、および投資することです。また予算の設定と、国際役員および理事の経費請求の

監査にも責任を負います。 
 
LCIF 事務総長事務総長事務総長事務総長 
ライオンズクラブ国際財団の事務総長は、慈善団体として税金を免除されている別個の法人

である LCIFの運営に責任を負います。また、LCIF理事長および LCIF理事会と協力して

LCIFの使命を遂行します。それは不可欠な人道奉仕事業を実施し、各地域社会と国際社会

に奉仕する世界中のライオンズクラブの取り組みを支えることです。 
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国際国際国際国際本部グループ本部グループ本部グループ本部グループ 
 
地区、クラブ・サービス及びリーダーシップ・グループ地区、クラブ・サービス及びリーダーシップ・グループ地区、クラブ・サービス及びリーダーシップ・グループ地区、クラブ・サービス及びリーダーシップ・グループ 
 
地区及びクラブ行政地区及びクラブ行政地区及びクラブ行政地区及びクラブ行政 
Eメール：districtadministration@lionsclubs.org 
 
全世界の地区およびクラブの運営を支援し、協会の公式言語による翻訳サービスを行います。

地区ガバナー・チームおよびクラブ優秀賞を交付するとともに、クラブの発展を支援するた

め公認ガイディング・ライオン・プログラムとクラブ再建アワードを提供します。太平洋ア

ジア課は地区ガバナーの重要な情報源としての機能も果たします。 
  
リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップ開発開発開発開発 
Eメール：leadership@lionsclubs.org 
 
国際、複合地区、地区、クラブの各レベルの指導力育成に関するプログラム、セミナー、会

議の企画、開発、実施、評価を担当します。また各地で利用できるよう、オンライン学習の

機会（リーダーシップ情報センター：http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-
development/index.php）と、カリキュラムのツールや資料を提供します。また、グローバル

指導力育成チーム（GLT）の支援および協力を行うことで、世界各地におけるライオンズの

研修・育成ニーズを見極め、対応します。 
  
 
グローバル開発グループグローバル開発グループグローバル開発グループグローバル開発グループ 
EEEE メール：メール：メール：メール：globaldevelopment@lionsclubs.orgglobaldevelopment@lionsclubs.orgglobaldevelopment@lionsclubs.orgglobaldevelopment@lionsclubs.org 

 
奉仕事業 
E メール：programs@lionsclubs.org 
事業計画の情報資料を提供することにより、ライオンズ及びレオの有意義な奉仕事業及びア

クティビティ実施を支援します。現在の奉仕カテゴリーには、児童、青少年、保健、環境、

国際関係、さらに 100 周年記念奉仕チャレンジやリーディング・アクション・プログラムな

どの特別イニシアチブが含まれます。また、アクティビティ報告を通じてライオンズ及びレ

オの活動データを収集します。このデータは、ライオンズとレオの地域での活動が世界全体

の開発優先事項にどれほど貢献しているかを協会が示す上で役立ちます。奉仕事業部は、プ

ログラム及び奉仕イニシアチブ課とレオクラブ・プログラム課で構成されています。 
 
マーケティング及び会員 
 
会員 
EEEE メール：メール：メール：メール：membershipdev@lionsclubs.orgmembershipdev@lionsclubs.orgmembershipdev@lionsclubs.orgmembershipdev@lionsclubs.org 
会員の基準や新入会員を増やすためのプログラムを構築するに当たり、会員や会員委員会の

取り組みを指導・発案します。GMT 部門とオペレーション部門を監督します。 
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広報 
EEEE メール：メール：メール：メール：pr@lionsclubs.orgpr@lionsclubs.orgpr@lionsclubs.orgpr@lionsclubs.org 
PR及びメディア関係の管理を含む、あらゆる広報活動を指揮します。100周年や国連ライ

オンズデーなど、注目度の高いイベントやプログラムにおけるリーダーシップと創造的イン

プットの提供を含む、すべての音響・映像制作とイベントの管理を行います。 
 
 
マーケティング 
E メール：marketing@lionsclubs.org 
新クラブ結成及び会員増強のイニシアチブ、奉仕イニシアチブ、及びすべての表彰プログラ

ムやその他ライオンズの主要プログラムのマーケティングを含む、協会の主力プログラムを

支えるマーケティング戦略を指揮・開発・実施します。グラフィック部門を監督します。 
 
コミュニケーション 
E メール：communications@lionsclubs.org 
内外のコミュニケーション、広告、ブランド管理、企業メッセージをすべて指揮します。こ

れには、すべてのオンライン・コミュニケーション及びライオン誌が含まれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会計、財務及び業務運営グループ会計、財務及び業務運営グループ会計、財務及び業務運営グループ会計、財務及び業務運営グループ 
 
財務財務財務財務 
Eメール：finance@lionsclubs.org 
 
協会の資源（人事および資金）を管理します。銀行取引、資金の移動、一般会計業務、原価

計算、投資を含む、協会の財務方針の履行を指揮します。また、会員にさまざまな財務サー

ビスを提供します。 
 
情報テクノロジー情報テクノロジー情報テクノロジー情報テクノロジー 
Eメール：informationtechnology@lionsclubs.org 
 
IT 基盤、会員および財務管理システム、ビジネス・インテリジェンス・システム（報告）、

MyLCI などの会員サービス・ウェブサイト、コミュニケーション・システム、文書管理シ

ステム、クラブ・役員・会員データ管理、地区および国際大会への支援、スタッフおよび会

員への技術サポートを含む、テクノロジー関連サービスを提供します（ウェブサイト：

www.lionsclubs.org）。 
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クラブ用品部クラブ用品部クラブ用品部クラブ用品部 
Eメール：clubsupplies@lionsclubs.org 
 
世界中のライオンズクラブ用品の在庫管理、マーケティング、販売に責任を負います。世界

規模のライセンス・プログラムを管理し、ライオンズクラブ用品の仕入れ、在庫管理、宣伝、

配送、請求に携わる各課に対する援助を調整します。 
 
 
その他の本部グループその他の本部グループその他の本部グループその他の本部グループ 
 
大会大会大会大会 
Eメール：convention@lionsclubs.org 
 
国際大会、DGE セミナー、国際理事会会議に関連するあらゆる手配および主要行事を企画、

管理、調整します。 
 
法律法律法律法律 
Eメール：legal@lionsclubs.org 
 
世界各地における協会の商標登録、世界規模の保険プログラム、リスク管理、訴訟問題にか

かわる業務に責任を負います。さらに、地区選挙、国際理事指名推薦、紛争処理、会則関連

抗議など、国際協会の会則及び付則や理事会方針についてライオンズに指導・助言を行いま

す。 
 
 
ライオンズクラブ国際財団ライオンズクラブ国際財団ライオンズクラブ国際財団ライオンズクラブ国際財団 
ウェブサイト：www.lcif.org、Eメール：lcif@lionsclubs.org 
 
広報、資金獲得、資産運用、援助金交付、LCIF理事会との連絡など、財団の運営を担当し

ます。また、寄せられた献金の記録処理や表彰手続きのほか、緊急援助交付金、視力ファー

スト・プログラム、ライオンズクエスト・プログラム、その他の人道奉仕援助交付金プログ

ラムの管理も行います。 
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複合地区委員長報告複合地区委員長報告複合地区委員長報告複合地区委員長報告書書書書 
 

年度年度年度年度     複合地区複合地区複合地区複合地区   
 
下記の各委員長の名称は国際理事会によって公認されたものですので、そのままお使いください。本書の記入

および提出は、1) 郵送または 630-203-3777への Fax、2) 国際協会ウェブサイトの MyLCI を通じたオンライン

提出、3) pacificasian@lionsclubs.orgへの Eメールで行えます。 
PDF形式で記入する形式で記入する形式で記入する形式で記入するには、には、には、には、こちらをクリックこちらをクリックこちらをクリックこちらをクリックしてください。してください。してください。してください。 
 
事務局の住所が変更した場合には、事務局の住所が変更した場合には、事務局の住所が変更した場合には、事務局の住所が変更した場合には、eMMR ServannA で役員の会員情報ので役員の会員情報ので役員の会員情報ので役員の会員情報の WMMR Extension Forms に記載さに記載さに記載さに記載さ

れている住所を変更することにより、国際本部に登録されている住所を変更してください。国際本部からの郵れている住所を変更することにより、国際本部に登録されている住所を変更してください。国際本部からの郵れている住所を変更することにより、国際本部に登録されている住所を変更してください。国際本部からの郵れている住所を変更することにより、国際本部に登録されている住所を変更してください。国際本部からの郵

便物はすべてここに記載されている住所に送付されます。便物はすべてここに記載されている住所に送付されます。便物はすべてここに記載されている住所に送付されます。便物はすべてここに記載されている住所に送付されます。情報をもれなく記入情報をもれなく記入情報をもれなく記入情報をもれなく記入の上の上の上の上、、、、7月月月月 31日までにご提出日までにご提出日までにご提出日までにご提出

ください。ください。ください。ください。 
 
下記複合地区委員長の任期は 1年ですが、再任命を受けることができます。一部の委員長の任期は 3年です。

レオクラブ委員長（3年任期）、ライオンズクエスト委員長（3年任期）、ユースキャンプ及び交換プログラ

ム委員長、GMT/GLT コーディネーター（3年任期）の各役職に関しては、適切な時期に個別の報告用紙が送

られます。 
 
大会委員長大会委員長大会委員長大会委員長 
 
                
所属クラブ名     所属クラブ番号    会員番号 

                
氏名（ふりがな） 

自宅住所               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

請求書送付先               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

勤務先電話番号        携帯電話番号        

自宅電話番号               

Fax                

Eメール               
 
糖尿病教育及び活動委員長糖尿病教育及び活動委員長糖尿病教育及び活動委員長糖尿病教育及び活動委員長 
 
                
所属クラブ名     所属クラブ番号    会員番号 

                
氏名（ふりがな） 

 
MC-10 Rev.JA 4/14 
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自宅住所               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

請求書送付先               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

勤務先電話番号        携帯電話番号        

自宅電話番号               

Fax                

Eメール               
 
聴力保護、教育及び活動委員長聴力保護、教育及び活動委員長聴力保護、教育及び活動委員長聴力保護、教育及び活動委員長 
 
                
所属クラブ名     所属クラブ番号    会員番号 

                
氏名（ふりがな） 

自宅住所               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

請求書送付先               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

勤務先電話番号        携帯電話番号        

自宅電話番号               

Fax                

Eメール               
 
情報テクノロジー委員長情報テクノロジー委員長情報テクノロジー委員長情報テクノロジー委員長 
 
                
所属クラブ名     所属クラブ番号    会員番号 

                
氏名（ふりがな） 

自宅住所               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

 

MC-10 Rev.JA 4/14 
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請求書送付先               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

勤務先電話番号        携帯電話番号        

自宅電話番号               

Fax                

Eメール               
 
国際関係委員長国際関係委員長国際関係委員長国際関係委員長 
 
                
所属クラブ名     所属クラブ番号    会員番号 

                
氏名（ふりがな） 

自宅住所               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

請求書送付先               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

勤務先電話番号        携帯電話番号        

自宅電話番号               

Fax                

Eメール               
 
ライオンズライオンズライオンズライオンズ ALERT 委員長委員長委員長委員長 
 
                
所属クラブ名     所属クラブ番号    会員番号 

                
氏名（ふりがな） 

自宅住所               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

請求書送付先               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

 

MC-10 Rev.JA 4/14 
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勤務先電話番号        携帯電話番号        

自宅電話番号               

Fax                

Eメール               
 
ライオンズ児童奉仕委員長ライオンズ児童奉仕委員長ライオンズ児童奉仕委員長ライオンズ児童奉仕委員長 
 
                
所属クラブ名     所属クラブ番号    会員番号 

                
氏名（ふりがな） 

自宅住所               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

請求書送付先               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

勤務先電話番号        携帯電話番号        

自宅電話番号               

Fax                

Eメール               
 
プロトコール委員長プロトコール委員長プロトコール委員長プロトコール委員長 
 
                
所属クラブ名     所属クラブ番号    会員番号 

                
氏名（ふりがな） 

自宅住所               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

請求書送付先               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

勤務先電話番号        携帯電話番号        

自宅電話番号               

Fax                

Eメール               
 

MC-10 Rev.JA 4/14 
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PR及びライオンズ情報委員長及びライオンズ情報委員長及びライオンズ情報委員長及びライオンズ情報委員長 
 
                
所属クラブ名     所属クラブ番号    会員番号 

                
氏名（ふりがな） 

自宅住所               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

請求書送付先               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

勤務先電話番号        携帯電話番号        

自宅電話番号               

Fax                

Eメール               
 
視力保護、教育及び活動委員長視力保護、教育及び活動委員長視力保護、教育及び活動委員長視力保護、教育及び活動委員長 
 
                
所属クラブ名     所属クラブ番号    会員番号 

                
氏名（ふりがな） 

自宅住所               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

請求書送付先               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

勤務先電話番号        携帯電話番号        

自宅電話番号               

Fax                

Eメール               
 
 
 

 
 

MC-10 Rev.JA 4/14 
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青少年委員長（ライオンズ青少年奉仕の機会青少年委員長（ライオンズ青少年奉仕の機会青少年委員長（ライオンズ青少年奉仕の機会青少年委員長（ライオンズ青少年奉仕の機会）））） 
 
                
所属クラブ名     所属クラブ番号    会員番号 

                
氏名（ふりがな） 

自宅住所               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

請求書送付先               
 
                
（市町村）      （都道府県/国名）   （郵便番号） 

勤務先電話番号        携帯電話番号        

自宅電話番号               

Fax                

Eメール               
 
 

協議会議長署名        日付：     
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複合地区役員報告複合地区役員報告複合地区役員報告複合地区役員報告書書書書 

協議会議長協議会議長協議会議長協議会議長経歴書経歴書経歴書経歴書 

20______ ～20______年度    複合地区    
複合地区年次大会または協議会議長任命会議の直後にご提出ください。複合地区年次大会または協議会議長任命会議の直後にご提出ください。複合地区年次大会または協議会議長任命会議の直後にご提出ください。複合地区年次大会または協議会議長任命会議の直後にご提出ください。 

 
楷書/活字体でご記入ください。 
 

協議会議長協議会議長協議会議長協議会議長 

氏名：                 
               漢字                         ふりがな 
        

会員番号：       Eメール：         

クラブ番号：        所属クラブ名：        

自宅住所：              

              
（市町村）                                       （都道府県/国名）          （郵便番号） 

請求書送付先：             

              
（市町村）                             （都道府県/国名）          （郵便番号） 

電話番号：（勤務先）     （自宅）      

（携帯）        Fax：       
 
協議会議長名札記載情報協議会議長名札記載情報協議会議長名札記載情報協議会議長名札記載情報 
 

 
名（ローマ字（パスポートの記載通り）  

 

姓（ローマ字（パスポートの記載通り） 

 

ここに記された氏名とは別表記の協議会議長名札
または同伴者名札を希望する場合、また追加の名
札を希望する場合は、ライオンズクラブ国際協会
日本事務所よりご購入いただけます。 
 
スペースの都合により、表記を省略させていただ
くことがありますのでご了承ください。 

 
同伴者名札記載情同伴者名札記載情同伴者名札記載情同伴者名札記載情報報報報 
 

 
名（ローマ字（パスポートの記載通り） 

 

姓（ローマ字（パスポートの記載通り） 

 

同伴者の肩書き同伴者の肩書き同伴者の肩書き同伴者の肩書き ― 一つ選択：一つ選択：一つ選択：一つ選択： 
 Spouse of（配偶者）  Partner of（ﾊﾟｰﾄﾅｰ） 
 Companion of（同伴者）  
 Partner in Service of（奉仕のﾊﾟｰﾄﾅｰ） 
 Husband of（夫）  Son of（息子） 
 Wife of（妻）  Daughter of（娘） 

 
 

 

主要役員名簿および国際名簿への記載主要役員名簿および国際名簿への記載主要役員名簿および国際名簿への記載主要役員名簿および国際名簿への記載 
 

Vital（主要役員名簿）および国際名簿に、同  
伴者氏名の併記を希望しますか？ 

  はい 

  いいえ 

 
送付先： 
Lions Clubs International 
Pacific Asian Department 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842, USA 
Eメール：  englishlanguage@lionsclubs.org 
Fax：630-203-3777 
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協議会副議長協議会副議長協議会副議長協議会副議長 
氏名：                    
               漢字                         ふりがな  
        

会員番号：   Eメール：           

クラブ番号：    所属クラブ名：         

自宅住所：               

               
（市町村）                                 （都道府県/国名）                   （郵便番号） 

請求書送付先：              

               
（市町村）                                 （都道府県/国名）                   （郵便番号） 

電話番号：（勤務先）        （自宅）       

（携帯）         Fax：         
 
協議会幹事協議会幹事協議会幹事協議会幹事 

氏名：                    
               漢字                         ふりがな 
        

会員番号：   Eメール：           

クラブ番号：    所属クラブ名：         

自宅住所：               

               
（市町村）                                 （都道府県/国名）                   （郵便番号） 

請求書送付先：              

               
（市町村）                                 （都道府県/国名）                   （郵便番号） 

電話番号：（勤務先）        （自宅）       

（携帯）         Fax：         
 
協議会会計協議会会計協議会会計協議会会計 

氏名：                   
               漢字                         ふりがな    
        

会員番号：      Eメール：          

クラブ番号：     所属クラブ名：        

自宅住所：              

               
（市町村）                                 （都道府県/国名）                   （郵便番号） 
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請求書送付先：             

               
（市町村）                                 （都道府県/国名）                   （郵便番号） 

電話番号：（勤務先）        （自宅）       

（携帯）         Fax：         
 

送付先： 
ライオンズクラブ国際協会 
太平洋アジア課 
300 W 22nd Street  
Oak Brook, IL  60523-8842, USA 
Eメール：pacificasian@lionsclubs.org 
Fax：630-203-3777 
 
署名：________________________________________     日付：__________________________ 
                                            協議会議長  
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皆さんの協議会皆さんの協議会皆さんの協議会皆さんの協議会 
 
協議会は複合地区の運営機関であり、以下に定義されるように複合地区の運営管理を支援し、国際会

則および理事会方針に従わなければなりません。 
 
国際会則及び付則第8条の地区機構の条項にあるように、ガバナー協議会は下記の通りに定義されて

います。 
 
ガバナー協議会ガバナー協議会ガバナー協議会ガバナー協議会 
 
ここで規定されている場合を除き、準地区の地区ガバナーは複合地区のガバナー協議会を構成する。

ガバナー協議会にはさらに、協議会議長を務める現又は元地区ガバナーを1人含めるものとする。ま

た、複合地区会則及び付則の規定によって、1人又はそれ以上の前地区ガバナーを加えることができ

るが、協議会議長を含む元地区ガバナーの合計数は、地区ガバナー総数の2分の1を超えてはならない。

協議会議長を含む協議会の各構成員は、協議会の決議を必要とする各事柄について1票の投票権を持

つ。各複合地区の協議会には、国際協会の現及び元会長、副会長、現及び元理事を投票権のない顧問

として加えることができる。複合地区会則及び付則の規定に従って選任又は選出される協議会議長は、

その役職に就任する時点で、現又は元地区ガバナーになっていなければならない。協議会議長は1年
任期を1期のみ務めるものとし、この役職を再び務めることはできない。 
 
複合地区ガバナー協議会の権限複合地区ガバナー協議会の権限複合地区ガバナー協議会の権限複合地区ガバナー協議会の権限 
 
会則及び付則の規定、並びに国際理事会の方針に従って、各ガバナー協議会は、それぞれの複合地区

会則に定められる通りに、複合地区の運営をすべて管理し、役員を選び、会議を開き、資金を管理運

用し、支払を承認し、その他の運営権限を行使します。 
 
標準版複合地区会則第6条に記述されている協議会の責務協議会の責務協議会の責務協議会の責務は以下の通りです。 
 

(a) ガバナー協議会のすべての役員及び代理人、並びに複合地区及び複合地区大会のすべての委員会を統

轄管理する。 
 

(b) 複合地区の所有物、業務、資金を管理する。 
 

(c) 複合地区大会のあらゆる面、並びに複合地区のすべての会合を統轄管理する。 
 

(d) 国際理事会が定める方針及び手続のもとに権限が与えられている場合は、複合地区内の準地区、ライ

オンズクラブ、あるいはクラブの会員が申し立てる会則上の苦情を検討し裁定する。ガバナー協議会

が下したそのような裁定はすべて、国際理事会による検討及び決定の対象となる。 
 

(e) 複合地区の予算に関するすべての事項、並びに複合地区及び複合地区大会の委員会を運営管理する。

いかなる会計年度にも、予算超過あるいは赤字を引き起こす債務を承認してはならないし負ってはな

らない。 
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標準版複合地区付則第3条に記述されている協議会のその他の責務協議会のその他の責務協議会のその他の責務協議会のその他の責務は以下の通りです。 
 
ガバナー協議会は、 
 

(a) 複合地区大会運営に関連するすべての契約を結び、経費の支払いを承認する。 
 

(b) 複合地区資金の貯蓄機関を指定する。 
 

(c) 協議会幹事兼会計のために保証金の額を定め、その保証金を出す保証会社を承認する。 
 

(d) 年に2回、あるいは更に頻繁に協議会幹事兼会計から財務報告書を受け取り、会計年度末に協議会幹事

兼会計帳簿の検査又は監査の手配をする。 
 
協議会の役員協議会の役員協議会の役員協議会の役員 
 
複合地区会則及び付則で協議会の役員が指定されている必要があり、それには通常、協議会議長、副議長、幹

事、会計のほか、協議会が必要とみなすその他の役員が含まれます。一般に、これらの役員は毎年協議会によ

って選出されます。しかし、協議会議長は複合地区大会で代議員によって選出される場合もあります。 
 
複合地区協議会議長複合地区協議会議長複合地区協議会議長複合地区協議会議長 
 
協議会議長として選ばれた者は、その役職着任時に現または元地区ガバナーでなければなりません。また、協

議会は、近年地区ガバナーを務めた者を選ぶよう推奨されています。 
 
複合地区会則及び付則が別の手続きを設けていない限り、協議会議長の選任は、この協議会議長の任期中に共

に任期を務める複合地区内の地区ガバナーの会議で行われるべきです。この会議は複合地区年次大会の後、た

だし国際大会閉会後30日以内に開催されなければなりません。  
 
標準版複合地区付則第3条には以下のように記述されています。 
 
複合地区協議会議長複合地区協議会議長複合地区協議会議長複合地区協議会議長。。。。複合地区協議会議長は、複合地区の管理運営促進者である。いかなる行為も、

複合地区ガバナー協議会の権限、指示、監督に基づくものとする。 
ガバナー協議会との協力の下に協議会議長は下記を行う。 
 
(a) 本協会の目的を推進する。 
 
(b) 国際及び複合地区の方針、プログラム、イベントに関する情報伝達を支援する。 

 
(c) ガバナー協議会が設定した複合地区の目標及び長期計画を文書として記録し、それを入手できる

ようにする。 
 

(d) 会議を開催し、協議会会議でのディスカッションを円滑に進める。 
 

(e) 複合地区大会を円滑に運営する。 
 

(f) 地区ガバナー間の和と結束を作り出し深めることを目的として、国際理事会又はガバナー協議会

によって始められた取り組みを支援する。 
 

(g) 報告書を提出し複合地区会則及び付則で定められる任務を遂行する。 
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(h) 複合地区ガバナー協議会から割当てられる他の管理運営の任務を果たす。 
 

(i) 任務終了時には、複合地区の口座、資金、記録の一切が後継者に速やかに引き渡されるように計

らう。 
 
複合地区協議会幹事兼会計複合地区協議会幹事兼会計複合地区協議会幹事兼会計複合地区協議会幹事兼会計。。。。ガバナー協議会の指導監督のもとに協議会幹事兼会計は、 
 
(a)  ガバナー協議会のすべての会議の正確な記録を作成し、その写しを各会議終了後10日以内にすべての

協議会構成員及び国際本部に送付する。 
 
(b)  複合地区の業務を遂行するガバナー協議会に助力し、会則及び付則に明記されているか、または示唆

されている任務あるいはガバナー協議会から随時課せられる任務を遂行する。 
 
(c)  規定により準地区キャビネット幹事兼会計から納入されるすべての会費を受領して領収書を発行し、

ガバナー協議会の指定する銀行にそれを預金するとともに、ガバナー協議会の指導監督の下に幹事兼

会計が署名し協議会議長または正式に指名されている協議会構成員が連署した小切手によって支払を

行う。 
 
(d)  正確な諸会計帳簿及び記録を保管し、ガバナー協議会及び複合地区の全会議の議事録を作成する。さ

らに、正当な目的のためであれば妥当な日時に、いかなる協議会構成員または複合地区内のいかなる

クラブ（あるいはそのいずれかの正当な代理人）にも、これらの記録の検査を許可する。 
 
(e) ガバナー協議会が要求する場合には、任務遂行に対して保証金ないしこれに代わる担保を提出する。 
 
(f)   任期終了の際には、複合地区の一般及び/又は財務関連の記録並びに資金を速やかに後任者に引き渡

す。 
 
(g)  協議会幹事と協議会会計の職が個別に設けられている場合には、その役職の本質に従って、ここで定

められている任務がそれぞれの役員に割り当てられるものとする。 
 
協議会議長の解任協議会議長の解任協議会議長の解任協議会議長の解任 
2014年国際大会の代議員により承認された国際会則の変更を受けて、ガバナー協議会は協議会議長を解任する

権限を持ちます。これについては、国際会則及び付則第8条の地区機構の6項に以下のように記述されていま

す。 
 
ガバナー協議会の過半数の要請により、協議会議長解任を目的とした協議会特別会議を招集すること

ができる。協議会議長の選出方法にかかわらず、正当な理由があれば、ガバナー協議会の全構成員の

3分の2の賛成投票により、協議会議長を解任することができる。 
 
その他の情報その他の情報その他の情報その他の情報 
委員会任命に関する更なる情報、複合地区大会の手順、複合地区紛争処理手順、指名推薦にかかわる

指針は、標準版複合地区会則及び付則に詳しく説明されています。 
協議会には、複合地区の会則及び付則に定められている改正手続きに従って複合地区会則及び付則を改

正する権限があります。現行の複合地区会則及び付則に規定が設けられていない場合には、標準版複合

地区会則及び付則が適用されます。                      DA-YCOG.JA
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