
エステンション・プログラム情報   

 

プログラムの概要：  

新たなライオンズクラブの結成（＝エクステンション）は、世の中を改善し、恵まれない人々を

援助するとともに、地域社会に新たな事業をもたらす機会を更に多くの人々に提供します。世界

は変化し続けています。そして現代のボランティアは、関連性がある問題に取り組み、刻々と変

わる彼らのライフスタイルに合った奉仕の新たな方法を模索しています。地域を基盤としたクラ

ブが従来からのスタイルではありますが、一つの方法が全てに通用するわけではありません。だ

からこそ、ライオンズクラブ国際協会は、いくつかの異なるクラブ形式を提供しています。 

• 従来型のライオンズクラブは、地域社会の何らかのニーズに貢献したいと思っている地

域内のグループをまとめるのに最適です。このクラブは、新たなグループに接触し、さ

まざまな地域社会に貢献するための柔軟性を発揮します。  

• キャンパス・ライオンズクラブは、大学生、大学職員、講師、卒業生、およびその他の

地域貢献に関心がある個人を対象としています。会員は、大学近辺の地域社会に貢献す

ると同時に、価値ある指導力やビジネス･スキルを学びます。学生は、会費が支払いやす

くなるよう、特別な会費割引制度を受ける資格があります。 

• ライオネス・ライオンズクラブは、ライオネスとしての誇るべき経歴は尊重しつつ、ラ

イオンとしての恩恵や特権を享受する機会を現および元ライオネスに与えるものです。

現および元ライオネスは、ライオネスとしての奉仕年数をライオンとしての実績に加え

られるだけでなく、特製のライオネス・ピンを受け取ることができます。 

• レオ・ライオンズクラブは、元レオやその仲間に特別な会費割引を提供することにより、

レオクラブからライオンズクラブへのスムーズな移行をもたらします。レオ・ライオン

ズクラブを結成するには、30歳までの元レオが最低10人必要となります。 

• クラブ支部は、少人数によるライオンズクラブの結成、および迅速な地域社会貢献の開

始を可能にします。会員は、既存の「親」ライオンズクラブの一員となりますが、独自

の事業や活動を選択することができます。 
 
従来からあるクラブと同様に、特別な関心事項や環境に基づいた、新たなライオンズクラブを結

成することもできます。 

• クラブの活動に家族会員や子供を含めた、家族向けクラブの結成を検討して下さい。家

族会員は、特別な会費割引を受けることができ、カブ・プログラムを通じて、子供たち

も活動に参加することができます。 

• 人々が趣味を共有しているかもしれませんし、参加したい地域社会事業や、仕事仲間と

実行したいボランティア活動などがあるかもしれません。もしあるようでしたら、入会

見込み者の多くに共通する事柄に的を絞り、特別な関心事を基盤としたクラブを結成し

て下さい。スペシャルオリンピックスや、ライオンズクエストを主眼としたライオンズ

クラブを結成するのも一案です。 

• または、地理的に離れた会員を含むサイバークラブの結成や、Eクラブハウスを使ったオ

ンライン・クラブ例会の実施を検討してみて下さい。 

 

よくある質問： 
新クラブを結成するには、何が必要ですか？  

• 20人またはそれ以上のチャーターメンバー 

• スポンサーとなるクラブ、リジョン、ゾーン、地区キャビネット、または地区委員会 

• 必要事項が全て記入されたチャーター申請書、およびチャーターメンバー報告書 

• 地区ガバナーの承認 

• 適切なチャーター費および各種の証明書 
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適切なチャーター費は、それぞれいくらですか？  

• 新規のチャーターメンバー: US$30  

• 転籍のチャーターメンバー: US$20  

• 家族会員: 家族会員 1 人目（世帯主）は規定料金を全額支払いますが、世帯主以外に最高

4 人の家族会員のチャーター費/入会費は免除されます。  

• 学生会員: チャーター費が免除されます。キャンパスクラブおよび学生が大多数のクラ

ブにおいては、一年分の国際会費の前払いが必要となります。 

• レオ修了者および資格ある青年: チャーター費が免除されます。 

• 支部会員: クラブ支部が正規のクラブに変換する場合には、変換時にグッドスタンディ

ングの支部会員に対して、チャーター費が免除されます。 

 

新クラブは、結成された時点で、月割計算された国際会費の請求を受けます。 

 

チャーターナイトはいつ行われますか？   

チャーターナイトは、任意の行事ですが、チャーター申請書が承認されてから 90 日以内に行わ

れるのが普通です。チャーターが承認されてから 90 日以内、もしくはチャーターナイトが行わ

れる前（いずれか先に来た日）までに新クラブに入会するライオンは、チャーターメンバーと見

なされます。  

 

参考資料： 

• 新クラブ・エクステンション・キット 

• キャンパスクラブ・キット 

• 新世紀クラブ・キット 

• クラブ支部結成キット 

 

アワード： 
エクステンション・アワード 

エクステンション・アワードは、地区ガバナーの意見に基づき、新たなクラブ結成に最も多大な

貢献をした2人のライオンズに贈られます。エクステンション･アワードに選ばれたライオンは、

最初の五つのアワードに対しそれぞれ一つのメダルを受け取りますが、それ以降は、10、15、20、
25、30、40回目のクラブ結成の際に追加のアワードが贈られます。 
 
地区ガバナー、新規のチャーターメンバーおよび国際協会駐在員を除く、いかなるライオン（転

籍チャーターメンバーを含む）もアワードを受け取る資格があります。 

 

エクステンション・アワードは、新クラブが結成してから1年と1日経過後、その時点でグッドス

タンディングである場合に授与されます。 エクステンション・アワードは、クラブ結成者に授

与されるべく、クラブ結成時の地区ガバナーに送られます。  
 

地区ガバナー・エクステンション賞 

地区ガバナー・エクステンション賞は、自らの地区内で一つまたはそれ以上のクラブを結成した

地区ガバナーに贈られます。地区ガバナーが任期中に結成したクラブの数を示した、名誉あるピ

ンが贈られます。 

 

地区ガバナー・エクステンション賞は、ガバナー任期終了後の6月1日以降、前地区ガバナーに発

行されます。賞には、任期中に結成した新クラブの中で、任期終了後の5月31日現在グッドスタ

ンディングを保っているクラブの数が示されます。 
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クラブ・スポンサー・バナーパッチ 

新クラブのスポンサーをしたクラブには、記念となるバナーパッチが贈られます。 

 
重要な日： 
6月20日 ― 現行の会計年度に結成されたクラブとして記録されるためには、ライオンズクラ

ブチャーター申請書とともに、エクステンション･アワード関連の書類が、6月20日までに国際本

部に提出されなければなりません。  

 

国際協会での連絡先： 

会員プログラム及び新クラブ・マーケティング課 
630-571-6815 
newclubs@lionsclubs.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:newclubs@lionsclubs.org


クラブ支部プログラム情報 

プログラムの概要： 
クラブ支部は、少人数でのライオンズクラブ結成、ならびに、迅速な地域社会貢献を可能にし

ます。会員は、既存の「親」ライオンズクラブの一員となりますが、独自の例会を開き、自ら

の事業を進めることができます。クラブ支部は会長、幹事、会計をそれぞれ選出します。 
 
よくある質問： 
クラブ支部の結成には何人が必要ですか？  
新クラブ支部の結成には最低 5 人の会員が必要です。 
 
親クラブは、どのようにしてクラブ支部との連絡を保つのですか？ 

親クラブの会員 1 名が支部連絡員に任命され、支部の執行委員会メンバーとなります。また、支

部連絡員として支部の例会に出席し、頼りになる顧問として支部の発展と成功を確実にします。

これに加え支部連絡員は、自動的に親クラブの理事会メンバーとなり、支部の活動について親ク

ラブの理事会会議で報告を行ないます。 
 
入会費はいくらが適当ですか？  
クラブ支部に入会する場合には、通常の入会費及び国際会費が適用されます。支部が正クラブに

変換、つまり正規のライオンズクラブを結成する場合には、グッドスタンディングの支部会員で

あればチャーター費が免除されます。親クラブの幹事によって署名された「正クラブに変換する

クラブ支部の会員報告書」(CB-21)を提出して、正クラブへの転籍を証明します。 
 
ライオネスクラブにとって、クラブ支部はどのような恩恵がありますか？ 

既存のライオネスクラブに支部結成の機会を紹介することで、多くのライオネスが協会の一員と

なる可能性があります。支部会員は親クラブの一員になりますが、彼らは独自にクラブ運営をす

ることができます。さらに、家族会員が親クラブに属している場合には、ライオネスは家族会員

プログラムの会費割引制度を利用することができます。 
 
クラブ支部プログラムを、特定のグループと共に利用することができますか？  

できます。別々のクラブに所属している夫婦や、別々のクラブへの入会を希望する夫婦が多い地

域では、配偶者のみを対象としたクラブ支部を設け、同時に家族会費制度から恩恵を受けること

もできます。また、若い世代をライオンズに招請する機会として、結成予定のクラブに 20 人の

会員が集まらない場合に、クラブ支部プログラムを利用することもできますし、キャンパスクラ

ブ支部を始めることもできます。 
 

参考資料: 

• クラブ支部編成キット  
o クラブ支部通知書(CB-1) 
o クラブ支部会員報告書(CB-2) 
o クラブ支部ガイド(CB-4) 
o クラブ支部(CB-17) 

• 正クラブに変換するクラブ支部の会員報告書(CB-21) 
 

国際協会での連絡先： 
会員プログラム及び新クラブ・マーケティング課 
630-571-5466 内線 522 
clubbranch@lionsclubs.org 
 

mailto:clubbranch@lionsclubs.org


キャンパス・ライオンズクラブ・プログラム情報   

プログラムの概要：  
大学内にライオンズクラブを設けることは、学生および学校関係者に、彼らが抱える独自の問題

に団結して取り組み、役立つ指導力や事業管理能力を育成させるとともに、奉仕について学ぶ機

会を提供します。学生たちは、クラブへの参加を通じ、地域社会のニーズを見極め、現実の世界

の問題に取り組むための問題解決の技法を学びます。 
 
よくある質問： 
キャンパス・ライオンズクラブには、大学生をはじめ、大学の経営陣、職員、同窓生、地域社会

の会員、教職員が含まれます。この構成により、学生と教職員は強い結びつきを築きます。 
 
学生たちには、どのような恩恵があるのですか？  

• キャンパスで、地域で、そして世界でボランティア活動をする機会 
• 世界最大の奉仕クラブ団体への在籍 
• リーダーシップの育成 
• ビジネスやマネジメントにおける技能 
• 人脈づくり 
• 履歴書に書ける経験 
• 会員種別の移行 

 
大学には、どのような恩恵があるのですか？ 

• リーダーシップ育成の機会提供 
• よく知られた奉仕クラブの会員資格の提供 
• 学内及び地元地域における人道奉仕の増加 
• 目に見える奉仕事業を通じた広報活動 
• ライオンズクラブ国際協会による支援及び広域なボランティア･ネットワーク 

 
学生会員プログラムは、キャンパス・ライオンズクラブ・プログラムからどのような恩恵を得る

ことができるのですか？  

学生会員プログラムは、学生に対する特別な会費割引を提供することにより、学生の参加を促し

ます。 教育機関に籍をおく 30 歳までの学生は、入会費/チャーター費の免除を受けられるだけで

なく、会費の半額だけを支払います。 また、キャンパス・ライオンズクラブは、通常の学校日

程に合わせ、会費請求に関するクラブ名簿の修正期間の延長を受けることができます。 
 
キャンパス・ライオンズクラブ、または学生会員が大多数を占めるクラブは、学生会員に適用さ

れる国際会費（US$19.50）一年分の前払いが、チャーター申請書の提出の際に必要となります。 
 
30 歳以上の学生がキャンパス・ライオンズクラブに入会する場合には、何らかの割引があるの

ですか？ 

はい。30 歳以上の学生は、「学生会員証明書」（STU-5）の提出があれば、 割引された入会費

（US$10）を支払うのみで良くなります。 国際会費は、通常額が適用されますが、前払いをする

必要はありません。 
 
参考資料： 

• キャンパス・ライオンズクラブ・キット 
o キャンパス・ライオンズクラブの結成ガイド(EX-517) 
o 学内パンフレット (EX-537) 
o 学内向けポスター (EX-538) 
o ライオンズの構内活性化(EX-514) 

• 「学生会員証明書」（STU-5） 
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アワード： 
新たにキャンパス・ライオンズクラブをスポンサーしたライオンズクラブには、キャンパス・ア

ワード・パッチが贈られます。また、キャンパス・ライオンズクラブを結成したエクステンショ

ン・ライオンには、地区ガバナーの決定により、キャンパス・アワード・ピンが贈呈されます。 
 

重要な日： 
4 月 15 日/10 月 15 日 – キャンパス・ライオンズクラブは、クラブ名簿の修正期間に関し、1 月

の会費請求分を 4 月 15 日まで、7 月の会費請求分を 10 月 15 日まで延長することができます。  
 
7 月 21 日/1 月 21 日 – 通常の場合、キャンパス・ライオンズクラブは 7 月及び 1 月に半期分の会

費請求を受け、国際本部への支払いを遅くとも 7 月 21 日又は 1 月 21 日までに行ないます。 
 
国際協会での連絡先： 
キャンパス・ライオンズクラブに関する質問の問合わせ先： 

会員プログラム及び新クラブ・マーケティング課 
630-571-5466 内線 522 
campusclubs@lionsclubs.org 
 

オンラインによる学生証明に関連した質問の問合せ先：  

情報システム課 
pacificasian@lionsclubs.org   

 
「学生会員証明書」の処理及び提出に関する質問の問合せ先：  

クラブ役員及び会員記録課  
630-203-3830 
stats@lionsclubs.org 

 

mailto:leo2lion@lionsclubs.org
mailto:pacificasian@lionsclubs.org
mailto:stats@lionsclubs.org


レオ･ライオンズクラブ･プログラム情報   

プログラムの概要：レオ・ライオンズクラブは、レオ修了者がレオとしての活動で培ってき

た技能をライオンとして活用する場となります。この移行を容易にするために、ライオンズクラ

ブ国際協会は元レオ会員および他の同様の志を持つ若年成人に、特別な会費割引を適用し、また

新クラブ結成という素晴らしい機会を提供しています。 
 
よくある質問： 
レオ･ライオンズクラブを結成するための特別な必要条件がありますか？ 

はい。レオが新しいレオ・ライオンズクラブを結成するには、少なくとも 10 名の元レオを中心

として、最低でも合計 20 名の会員が必要です。この条件を満たした場合、元レオ会員および彼

らが勧誘した若年成人はチャーター費/入会金が免除され、30 歳まではレオ変換プログラムの特

典を受ける資格があり、国際会費は半額のみで済みます。そのためには証明が必要です。 
 
レオ･ライオンズと若年成人はどのように証明を受けますか？ 

新規のクラブはチャーター申請書と共に、各レオと若年成人の「レオ変換証明書及びレオ奉仕歴

報告書」（LL-2）を提出しなければなりません。既存のクラブは、eMMR ServannA で新会員を

報告した上で同書を提出します。 
 
レオ･ライオンズクラブに入ることができるのはどのような人ですか？ 

ライオンズ会員としての要件を満たす個人は誰でもレオ・ライオンズクラブの会員の資格があり

ます。しかし、年齢が 31 歳以上の会員は、レオ変換プログラムの会費割引の対象とはなりませ

ん。 
  
参考資料： 

• 「レオ変換証明書及びレオ奉仕歴報告書」（LL-2） 
• 「レオ修了者のための特別な機会」パンフレット（LL-1） 

 
 
国際協会での連絡先： 
レオ･ライオンズクラブに関するお問い合わせ先： 

会員プログラム及び新クラブ・マーケティング課 
電話：630-571-5466 内線 522 
E メール：leo2lion@lionsclubs.org 

 
「レオ変換証明書及びレオ奉仕歴報告書」の記入・提出方法に関するお問い合わせ先： 

クラブ役員及び会員記録課 
電話：630-203-3830 
E メール：stats@lionsclubs.org 
 

 
 
 
 

mailto:leo2lion@lionsclubs.org
mailto:Eメールstats@lionsclubs.org


エクステンション・ワークショップ情報 

MPDGE.14.NAWK.JA 

1／2 

プログラムの概要：エクステンション･ワークショップは、2006 年に北アメリカで始まり、現在

では下記地域にまで拡大しています。 
• 中南米 
• オーストラリア/ニュージーランド 
• スカンジナビア 
• フランスおよびベルギー 

ライオンズクラブ国際協会は、エクステンションの必要性がある地域に本プログラムを今後も広げて

いきます。 
 
エクステンション・ワークショップは、成功を収めているライオンズのエクステンション戦略を教

授することを目的とした、以下を含む実地型の講習プログラムです。 
• 場所の選択に関する指導 
• 勧誘に関する指導 
• 新しいクラブの 1 回目と 2 回目の会合主催に関する指示 
• 活動への関与およびフォローアップを通じた、継続的なクラブ強化 
• 公認ガイディング・ライオン研修 

 

よくある質問： 
誰が、エクステンション・ワークショップを主催することができるのですか? 

一般的に、地区又は地区内にあるグループがプログラムを主催します。  
 

ワークショップはいつ行なうべきですか？  

勧誘を行なう場合には、平日の業務時間内に事業主や経営者と連絡をとることが多々あります。火曜

日から木曜日までが、最も適切な日と言われています。そこで協会では、勧誘活動が行えるよう 2 日

間の平日を含む週末の研修といった柔軟な形式を提供しています。 
 

ワークショップを主催する際の、主催者の責務とは何ですか？  

主催者は、新クラブ結成の場所を判断し、献身的なライオンズのチームを募り、訓練のための場所を

確保し、コンサルタントのためにワークショップ期間中の交通を提供する必要があります。また、ワ

ークショップの地理的な場所により、主催者はパワーポイントの映写機及び出席者への軽食等を準備

します。 
 

現在、私の地域ではエクステンション・ワークショップ･プログラムが行なわれていませんが、私に

はどのようなメリットがあるのでしょうか？ 

このプログラムは、現在、すべての地域で実施されている訳ではありません。しかし、ワークショッ

プを主催したい場合には、北米用の資料（英語）を無料でご利用いただけます。ライオンズクラブ国

際協会の職員が地区ガバナーに喜んで協力し、エクステンションに関する地区のニーズに対応するお

手伝いをいたします。 
 

プログラムは、実施されている全ての地域において同じですか？ 

同じではありません。プログラムは地元の習慣を踏まえ、地域ごとに変更が加えられます。 
 

エクステンション･ワークショップの予定は、どのように立てるのですか？ 

北米、中南米、オーストラリア/ニュージーランドでのワークショップに関しては、ライオンズクラブ

のウェブサイト、又はライオンズクラブ国際協会から入手できる申請書に必要事項をすべて記入する

必要があります。また、スカンジナビア、フランス、ベルギーでのワークショップに関しては、ライ

オンズクラブ国際協会にご連絡ください。 
 
私の所属地区ではすでにエクステンション・ワークショップが行われましたが、次のステップは何で

すか？ 
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地区内の他の地域における別のワークショップ開催を申請し、新たなライオンの研修を行うことがで

きます。北米においては、レベル 2 のワークショップを申請することができます。レベル 2ワークシ

ョップは、居住地域において新クラブを一つ結成するという決意を地区ならびに国際協会に対して示

した、最低四人のライオンを対象とする 1 日研修です。 
 

国際協会での連絡先： 
エクステンション・ワークショップ・プログラムの申請書又は質問の問合せ先： 

会員プログラム及び新クラブ・マーケティング課  
630-571-5466 内線 306 

 newclubs@lionsclubs.org 
 

mailto:newclubs@lionsclubs.org


公認ガイディング・ライオン 

プログラムの概要： 

 

公認ガイディング・ライオン研修コースは、ガイディング・ライオンが新クラブ

に合わせて実用的な研修プログラムを考案する上で、また、最新の資料や研修に

ついて精通することで鍵となるライオンとして新クラブを効果的にサポートでき

るよう、手助けをするために開発されました。 

 

本研修コースは下記の 5部に分かれており、個々別々に、あるいは講師の下で受

講することが可能です。 

 

第 1部：成功するガイディング･ライオンの能力：第 1部を通じて受講者は、効

果的に役目を果たすのに必要な指導技能を分析するとともに、自分がいっそう磨

きをかける必要のありそうな技能を把握することができます。 

 

第 2部：最初が肝心 – 情報通になろう：第 2部は、新クラブの役員のために開

発された個別の研修プログラムの一部として活用できそうな資料や研修について

受講者に紹介するものです。 

 

第 3部：クラブ役員メンターチームの編成：第 3部は、新クラブ役員のニーズ

に対応するのに最適な特殊技能をもつ知識豊富な他のライオンを、効果的な新ク

ラブ支援チームに加え活用する方法について説明します。 

 

第 4部：クラブ役員研修会の企画：第 4部は、基礎から始まりゾーンまたは地

区開催の研修参加に向けしっかりとした基盤を築く、研修の基本形式をガイディ

ング・ライオンに提供します。 

 

第 5部：ガイディング・ライオン向け資料および情報源：クラブ例会案、研修

における確認事項、新ライオンズクラブ特有のニーズに対応するための「ガイデ

ィング・ライオン・ホットライン」など、ガイディング・ライオンおよび（また

は）担当クラブの役員が利用できる主な資料や情報源について学ぶことができま

す。 

 

研修の後、受講者はテストを受け、受講確認書とテストの答案をライオンズクラ

ブ国際協会に提出するよう求められます。研修を無事修了した受講者には認定書

が送られ、地区ガバナーが活用できるよう、公認ガイディング・ライオンとして

データベースに登録されます。地区ガバナーはこのリストを参考に、新クラブ担

当者として最もふさわしいライオンを任命することが可能となります。 

 

2010年 10月 4日より公認ガイディング・ライオンが「公認」の認定を維持する

ためには、3年ごとに改めて公認ガイディング・ライオン研修コースを履修しな

ければならないことになりましたのでご留意ください。 



公認ガイディング・ライオン 

 

よくある質問: 

 

研修コースの資料はどこにありますか? 

本コースの資料は国際協会のウェブサイトに掲載されており、検索エンジンに

「公認ガイディング・ライオン」と入力すれば見つけることができます。 

 

コースはいつ受ければよいのでしょうか? 

可能であれば、新クラブ援助の任務が割り当てられる前にコースを修了してく

ださい。そうすればコースの内容を十分理解した上で新クラブを育てていくた

めの計画を立てる余裕を持つことができます。 

 

私はライオンとなって長いのですが、なぜコースを受講する必要があるのです
か? 

コースでは新クラブが利用できる最新の補助資料やプログラムが取り上げられ

ているので、経験豊かなライオンにもこのコースが役に立ちます。さらに、支

援計画を策定するにあたって見落としがないよう、組織立ったきめ細かいアプ

ローチの仕方を教えてくれます。 

 

コースを修了したら、自動的に新クラブ援助の任務をあてがわれますか? 
いいえ。ガイディング・ライオンは、新クラブが結成されると地区ガバナーによ

って任命されます。地区ガバナーは公認ガイディング・ライオンのリストを参考

にして、資格のあるライオンを新クラブに割り当てることができます。 

 

 

参考資料： 

• 研修コース資料（DA-CGL1） 

• 講師の手引（DA-GL9） 

• パワーポイントのプレゼンテーション 

 

国際協会での連絡先： 

地区及びクラブ行政部 

630-468-6828 

districtadministration@lionsclubs.org 

 

 

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


会員増強交付金プログラム 

 

プログラムの概要：  
ライオンズクラブ国際協会は、新たな会員勧誘の機会に焦点を当て、新しいマーケティング手法

を用いる、的を絞った会員増強の取り組みの必要性を長らく認識してきました。地区および複合

地区がこうした新たなマーケットを確保したり、新たな勧誘戦略を試したりする際の援助を行う

ため、会員増強委員会は会員増強交付金用に資金を割り当てています。 

 

交付金が承認された会員増強事業に対しては、承認済みの事業経費の 75％（地区の場合には上

限 5,000 ドル、複合地区の場合には上限 10,000ドル）が、特定のカテゴリーにおいて対象とな

る交付金支給監査規定に沿って払い戻されます。 

 

 

よくある質問： 
会員増強および新クラブ結成に取り組むための事業案に対して、どれだけの資金が利用できるの

ですか？ 

世界各地でまんべんなく活用されるよう、比較的大きい会則地域（第 1、第 3、第 4、第 6の会

則地域）には年間 15,000ドルまでの資金、また小さい会則地域（第 2および第 5 の会則地域）

には年間 5,000 ドルまでの資金交付が可能です。他の会則地域において未使用の資金がある場合

には、すでに交付金を受けた地域に対して、3 月/4月の理事会会議での審議により追加の資金が

交付される場合もあります。 

 

交付金を申請する際には、その前にまず国際協会に連絡を取り、所属会則地域に支給可能な交付

金があるか否かを確認するとよいでしょう。所属会則地域が利用できる資金がない場合でも、以

下の要件が満たされていれば事業案を提出することが可能です。 

1. 3 月/4月の理事会会議終了後に事業が開始するよう、交付金事業の予定が調整済み 

2. 副地区ガバナーの署名がなされている 

 

事業案は、他の会則地域に未使用の資金がある場合には交付金支給の対象となります。 

 

資金はどのようにして申請するのですか? 

会員プログラム及び新クラブ・マーケティング課がすべての申請書の予備審査を行い、申請書が

完全なものであり、実行可能なマーケティング方法を用いた会員増強事業案であることを確認し

ます。追加の情報を入手し、会員増強の機会について検討するため、課のスタッフが申請者に連

絡を取る場合があります。交付条件を満たした申請は、その後、最終的な承認を受けるべく、会

員増強委員会によって審議されます。 

 

新クラブ結成および会員増強の実質的な目標を定めた地区への交付が優先されます。事業案は結

果として、最低二つの新クラブ結成および（または）100人の新会員獲得をもたらすものでなけ

ればなりません。交付金の申請は各理事会会議で審議されますが、交付は必ずしも申請先着順で

行われるわけではありません。3 月/4月の理事会会議で審議される交付金申請書にはすべて、副

地区ガバナーの署名が必要となります。 

 

交付金事業の実施期間には制限がありますか? 

交付金が交付されたら、交付日から 18 ヶ月以内に事業を実施・完了しなければなりません。こ

の期間、事業は専門的な支援を提供する国際協会スタッフとの密接な協調のもとに行われます。 

 

交付金受領者は、資金を全額使用済みであっても、18ヶ月が経過するまで新たに交付金を申請

することはできません。 



会員増強交付金プログラム 

 

 

参考資料： 
• 会員増強交付金申請書（MGA） 

 

 

重要な日：  
• 交付金申請書は、次に予定されている理事会会議で審議されるためにはその会議の少な

くとも 45日前までに国際本部に届いていなければなりません。 

• 交付金支給限度枠に達している地域は、3月/4月の理事会会議の 45日前までに交付金の

申請をすることができます。 

 

 

国際協会での連絡先：  
会員プログラム及び新クラブ・マーケティング課 

630-468-6727 

memberprog@lionsclubs.org  

mailto:membershipprog@lionsclubs.org
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