
Board Ballot 22-06  Statement 

 

As a Global Leader in the cat fancy, TICA is unique in that its strength lies in its voting members, breeders, exhibitors, and cat 

lovers who join TICA and participate in the most progressive registry in the world. TICA is also unique because our members shape 

the Association and its direction. 

 Your TICA elected Board of Directors has followed the recent developments. In the interest of our members, our Association, and 

in response to numerous members' concerns, the following has been considered and voted on over the last week by the TICA 

Board of Directors: 

LCWW is not an established association. Show Rules 22.1.1 and 22.1.1.1. allow for a show to "be held in 

conjunction with a sanctioned show, governed by an established, nationally known species or breed organization". 

LCWW does not meet these criteria. Therefore any TICA show being held in conjunction with an LCWW (as an 

association) or similar group show is in violation of TICA's Show Rules. It is also not in TICA's best interest 

to overlook LCWW using exhibitor and cat information that was provided for a TICA licensed show without explicit 

consent of the exhibitor in question. 

Show Rules quoted for reference: 

22.1.1 A show shall be limited to the exhibition and/or judging of felines. A TICA show may be held in conjunction 

with a sanctioned show, governed by an established, nationally known species or breed organization (i.e., The 

American Kennel Club). The sanctioning organization must cooperate by licensing the prospective show, approving 

of the format in conjunction with TICA and providing licensed judges. 

22.1.1.1 A TICA club may elect to hold a TICA cat show in conjunction with another such organization under the 

above conditions, provided this information is included in all publicity and flyers pertaining to the show. 

By-Laws quoted for reference: 

12.2 General Powers. The Association shall have the power to do all things necessary and proper to attain the 

objects and purposes as set forth herein, and to do whatever is necessary for the protection and benefit of the 

Association, and to carry on any lawful and legal business necessary and desirable for the accomplishment of the 

objects and purposes of the Association. 

17.2.2 The Board of Directors shall adopt standing rules and guidelines governing the affairs of the Association 

including but not limited to the function of all employees, appointed officials and committees, the Judging 

Program, method of determining Annual Awards, the requirements for recognition of new breeds and colors. The 

Board of Directors shall do anything necessary and proper that is lawful and not prohibited by these By-Laws for 

the welfare and benefit of the Association. 

As a result, the TICA Board of Directors has unanimously approved the following: 

1.      Revoke any show licenses issued for any TICA shows that are to be held in conjunction with LCWW shows.  

2.      Refuse any show licenses for any TICA shows which are advertised to be held in conjunction with LCWW 

shows.  

3.      If a TICA chartered club obtains a TICA show license and decides to have this show in conjunction with an LCWW 

show, the TICA show license becomes void.   

Respectfully,  The TICA Board of Directors 



 

Ballot 投票 22-06 ステートメント 

 

 キャットファンシーにおけるグローバルリーダーとして、TICAはその強みが投票権を持つメンバー、ブリーダー、

出展者、そしてTICAに参加し世界で最も進歩的なレジストリーに参加する猫愛好家にある点で個性的です。また、

TICAは、会員が協会とその方向性を形成しているというが特徴です。 

  

皆さんのTICA選出のBoard は最近の動向を追っています。私たちの会員、私たちの協会のために、そして多数の会

員の懸念に応えるために、TICA・Board は先週、以下のことを検討し、投票しました。 

 

LCWW は確立された協会ではありません。 

ショー規則 22.1.1 および 22.1.1.1 では、「確立された、全国的に知られた種または品種組織が管理す

る公認ショーと併催される」ことを許可しています。LCWW はこれらの基準を満たしません。従って、

TICA のショーが LCWW（協会として）または同様のグループのショーと併催されることは、 TICA の

ショー規約に違反することになります。また、TICA ライセンスショーのために提供された出陳者および

猫の情報を、当該出展者の明確な同意なしに LCWW が使用することは、TICA にとって最善の利益では

ありません。 

参考までにShow Rules を引用 

22.1.1   ショーは、ネコ科動物の展示及び／又は審査に限定されるものとする。TICAショーは、確立

された全国的に知られた種または品種組織（例：アメリカンケネルクラブ）によって管理される公認シ

ョーと併催することができます。公認団体は、予定されているショーのライセンスを取得し、TICA と連

動した形式を承認し、ライセンスされたジャッジを提供することで協力する必要があります。 

22.1.1.1  TICA クラブは、ショーに関する全ての広報やチラシにこの情報が含まれていること条件に、

上記の条件下で他の組織と共同で TICA キャットショーを開催することを選することができます。 

参考までにBy-Lawsを引用 

12.2  一般権限。協会は、ここに定める目的および目標を達成するために必要かつ適切なあらゆるこ

とを行い、協会の保護と利益のために必要なあらゆることを行い、協会の目的および目標の達成のため

に必要かつ望ましいあらゆる合法的かつ法的事業を行う権限を有するものとします。 

17.2.2  Directorは、任命された役員及びcommitteesの機能、Judging Program、Annual Awards,

の決定方法、new breeds 及び new colors の認定要件等を含むがこれに限定されない、協会の業務

を管理するBy-Laws及びガイドラインを採択するものとする。Boardは、本協会の福祉と利益のため

に、合法的であり本付属定款で禁止されていない必要かつ適切なことを行うものとする。 

 

その結果、TICA・Board は全会一致で以下を承認した。 

1.      LCWW のショーに付随して開催される TICA のショーに対して発行されたショーライセンスを取り消す。 

2.      LCWW のショーと同時に開催されることが宣伝されている TICA ショーのショーライセンスを拒否する。 

3.      TICA 公認クラブが TICA ショーライセンスを取得し、LCWW ショーと併催することを決定した場合、

TICA ショーライセンスは無効となる。 

TICA Board  
（06/09/2022 15:00 JST ） 

 


