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クラブのための新会員勧誘ガイド

誘ってみよう！
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はじめに

「誘ってみよう！」は新会員を勧誘し、クラブの発

展を効果的に管理するプロセスを、クラブが踏

めるよう設計されています。会員数やクラブの状

態は、すべてのライオンの使命、つまり奉仕を行

う能力に影響を与えます。したがって、会員が増

えれば奉仕が強化される、ということを忘れずに

いてください。

本ガイドは、 「地域の人々に入会しないかと、と

にかく声をかけてみる」という単純なコンセプトに

基づくものですが、効果的な計画を立てて、勧

誘に成功するために役立つでしょう。

「誘ってみよう！」では、クラブは以下の4段階の

プロセスを踏みながら、新会員の勧誘に取り組

んでいきます。

 1.クラブを備えさせる

 2.クラブの会員増強計画を立てる

 3.クラブの会員増強計画を実施する

 4.新会員を歓迎する

ご存じですか？

ライオンズクラブ国際協会では、クラブを支援す

る数々の資料を用意しています。国際本部の会

員チームmembership@lionsclubs.org に問い合

わせるか、国際協会ウェブサイトをご確認くださ

い。本ガイドに記載のリソースはすべて、 

lionsclubs.org/MembershipChairにも掲載されて

います。
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ステップ 1:   
クラブを備えさせる

「あなたの評価は？」アンケートと「地域社会奉仕ニ

ーズ調査」の結果を役立てて、以下の質問に答えて

ください。

1. 自分のクラブをどのように変えたいかを決
定。

 • クラブとしてどのようなことを重視したいか？

 • 会員はどのようなクラブにしたいと考えているか？

 •  来年のクラブのあり方をどのように思い描いているか？今

から5年後は？

2. クラブとして達成したいことを決定。

 •  クラブとして、どのような種類の奉仕事業を実施したい

か？

 • 頻度は？

 • どこで？

3. クラブの目標を決定。 
本ガイドに添えられた「勧誘目標」用紙を役立て

て、クラブの会員増強目標を設定してください。そ

の際に考慮しなければならないのは、クラブが目

指すことに適した新会員を確保する方法です。

	 •		クラブにはなぜ、新会員が必要か？ 

 新会員の招請に着手する前に、その理由を明確にしてお

くことが重要です。答えは明確、具体的で、現状に即した

ものであるべきで、単に「奉仕を強化するため」だけでは

不十分です。例えば、「会員が3人増えれば、ホームレス

の人々のために毎月これまでよりも100個多くの昼食を用

意できる」などとするとよいでしょう。新会員を勧誘する時

には、相手の手助けによってクラブが何を達成できるか

を、必ず伝えるようにしてください。そうすれば、新会員は

自分に期待されていることを明確に理解できますし、彼ら

の満足度を高めることにもつながるはずです。

	 •		クラブには、どんな新会員が必要か？ 

 若手、女性、地域の職業人、レオの保護者、家族、友人

など、相手はどのような人々でしょうか？複数の層を対象

にしてもかまいません。新会員を勧誘する場合、2～4人の

グループを誘うと最大の効果が得られることが多いため、

そのことを覚えておくとよいでしょう。新会員とともに実現し

たいと考えている活動に、確実に適した相手を勧誘するよ

うにしてください。  

•		クラブの勧誘活動を支援してくれるのは？ 

クラブの全員が新会員の勧誘に貢献するよう呼びかけら

れるべきですが、会員増強チームを設けることで、勧誘

活動を主導させるとよいでしょう。本ガイドに添えられた 

「会員増強チーム」用紙を役立てて、クラブの会員増強

チームを組織してください。

 • 	会員の長所や好みは千差万別。勧誘のプロセスで何らか

の役割を引き受けるようクラブ会員に奨励することで、彼ら

の長所や好みが最大限に活かされるようにしてください。

重要な役割としては以下が挙げられます。

  • 	企画 - 会員の中には、計画を立てることが得意な人

がいます。彼らは各段階を検討し、必要な作業に優

先順位をつけることができます。これらのライオンは、

クラブの勧誘活動を中心となって導いていくべきで

す。

  •  PR - テクノロジーに精通している会員や独創性の

ある会員は、パンフレットの作成、プレスリリースの発

行、ウェブサイトやソーシャルメディア･ネットワーク

（SNS）の更新などを行えます。

  •  勧誘 - 特に自分のクラブについて、人に話すことが

好きなライオンがいます。彼らには、対象グループに

ライオンズをPRしたり、入会希望者の電話に応対する

よう促すべきです。

  •  歓迎 - 新会員オリエンテーションの実施やメンタリン

グの手配について研修を受けたライオンは、新会員

を歓迎し、クラブに早くなじませることができるはずで

す。国際協会では、オリエンテーションについても、メ

ンタリングについても、研修を提供しています。
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➩		自分のクラブと地域社会を調査。クラブの活動が

会員や地域社会のニーズに沿ったものとなるよ

う、以下の選択肢を役立てることを考えてみてくだ

さい。

 •  クラブ会員に「あなたの評価は？」アンケートを配布し

て答えてもらう。会員からのフィードバックは、クラブの

長所と短所を見極め、会員にとって最も重要なことは

何かを判断するために役立ちます。このアンケートは、

小さな問題が大きくなる前に、それらを見極めて是正

できるようにもしてくれます。新しい会員を迎え入れる

前に、クラブ内のあらゆる問題に対処する必要がある

のです。

 •  「地域社会奉仕ニーズ調査」を実施する。この調査を

役立てれば、満たされていない地域社会のニーズを

明確に把握し、奉仕を受ける人々にとってクラブのど

の事業やプログラムが重要かを見極めることができる

でしょう。新しい奉仕の機会を見つけることは、会員候

補者を特定し、なぜ彼らが必要なのかを説明するため

に役立ちます。

 •  クラブ活性化計画に参加する。クラブ活性化計画

（CQI）は楽しい対話型のワークショップで、その目的

はクラブの取り組みがLCIフォーワード戦略計画に沿

ったものとなるよう支援することです。この戦略計画の

4つの分野は、「会員であることの価値の向上と新規マ

ーケットの開拓」「クラブ、地区、組織の向上」「奉仕の

インパクトと焦点の強化」「社会イメージの再形成と知

名度の向上」です。CQIは、これらの各分野を通してク

ラブがその潜在能力を最大限に発揮できるよう、ツー

ルとリソースを見つけるために役立つでしょう。 
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ステップ2：クラブの会員増
強計画を立てる

このステップでは、クラブの会員増強計画を立ててい

きます。計画の立案はクラブの会員委員長が主導す

べきです。目標ごとに完了期日を設定し、作業を割

り当てます。本ガイドに添えられた「クラブ会員増強

計画」用紙を、テンプレートとして役立てるとよいでし

ょう。

計画がまとまったら、それをクラブ会員に伝えてくだ

さい。各作業を特定のライオンに割り当て、必要に応

じて彼らと連絡を取り合い、支援を提供して計画が予

定通りに進むようにします。

以下に他のライオンズクラブで効果の得られている

方法を紹介していきますので、クラブでご自由にお

役立てください。または、独自のアイディアを生み出

してもよいでしょう。

誰を勧誘するか？

クラブの勧誘対象者とつながりのあるグループを見つけます。

可能性のある層についても考えるよう、すべての会員に求める

ことで、範囲を最大限に広げてください。その他のヒントは以下

の通りです。

 •  既存のリストの活用を考えます。ライオンズクラブと関心を

共有している組織や企業に目を向けましょう。

 •  「地域社会奉仕ニーズ調査」を行った場合には、相手先

の担当者にも、忘れずに協力を依頼しましょう。

 •  クラブ会員とブレインストーミングを行います。クラブの奉

仕分野と同じ分野に取り組んでいる企業、団体、組織の

名称を3つ書き出すよう、各会員に求めます。

 •  本ガイドに添えられた「新会員勧誘の円盤図」を役立て

て、入会に関心のありそうな人々をクラブ会員に考えても

らいます。また、「ライオンズ・ネットワークを築く」用紙を使

って情報を収集します。クラブの招待状の送り方に合わ

せて、どのリストにも必ず住所かEメールアドレスを含める

ようにしてください。さらに電話番号があれば、後で連絡

を取るために役立ちます。

•  地域の企業やオフィスに直接出向きます。入会への関心

について経営者やマネージャーに尋ねるとともに、従業員

を勧誘してもよいか、許可を求めてください。本ガイドに添

えられた勧誘のシナリオは、相手に合わせて会話を運ぶ

ために役立つでしょう。

 ➩  特定の企業や組織について知りたい場合、その

ウェブサイトを見てみるものです。クラブのサイト

から、人々は何を知ることができるでしょうか？

  •  国際協会ウェブサイトにあるクラブ検索ツールを使っ

て、所属クラブを見つけてください。（リンクが見当たら

ない場合は、クラブ幹事がMyLCIで許可を得ているか

を確認してください。）クラブのリンクをクリックすると、ど

のようなサイトになっていますか？有益な情報が掲載

され、閲覧しやすいでしょうか？あなたのクラブが十分

に説明されているでしょうか？例会の案内、行事予定

表、写真付きの奉仕事業の説明など、最新情報が満

載され、勧誘対象者にとって魅力的なウェブサイトに

なるようにしてください。
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いつ、どこで勧誘するか？

自分のクラブや地域社会に最も適した勧誘活動を決定します。

この作業は会員委員会が主導し、使う資料を用意すべきです。

勧誘に役立つアイディアを、以下にいくつか挙げていきます。

 •  説明会を開きましょう。勧誘対象者を招き、用意した簡単

なプログラムを行うことで、クラブの活動やライオンズにつ

いて知ってもらいます。軽食を出し、ライオンズが彼らと 

1対1や小グループで話せるようにしてください。

 •  地域行事を主催したり、特別な行事でブースを設けます。

何らかの行事で勧誘を行う場合には、クラブやその地域

社会へのインパクトについて説明する30秒～2分程度の

台本を用意し、会員が役立てられるようにしてください。相

手が関心を示した場合には、後で連絡を取れるよう、必ず

連絡先を聞きましょう。また、クラブのウェブサイトやSNSサ

イトのアドレスを伝え、彼らが詳細を確認できるようにして

おきます。説明会を予定している場合には、その場所や

日時が書かれた招待状を、関心を示した人々に渡しまし

ょう。

 •  勧誘対象者を奉仕事業に招きます。事業では、奉仕の機

会を提供するとともに、勧誘対象者と話したり、質問に答

える会員を必ず配置するようにしてください。

ライオンズクラブ国際協会のウェブサイトの「ライオンズ学習セン

ター」には、コミュニケーションに関するオンライン研修コースが

あります。クラブの勧誘活動に役立てるとよいでしょう。

どの資料を利用して勧誘するか？

会員候補者は、クラブや国際協会に関する情報を求めるはず

です。実際に勧誘に取り掛かる前に、必ずクラブのウェブサイト

や既存のSNSコンテンツを更新し、手元には最新の資料を用意

しておきましょう。

国際協会では、会員や協会について説明する多種多様な勧

誘用資料を提供しています。電子版は国際協会ウェブサイトで

ダウンロードできますし、印刷版はライオンズクラブ国際本部の

会員チームにEメール（membership@lionsclubs.org）で注文で

きます。

ウェブサイトには、クラブに合わせてカスタマイズできる資料もあ

ります。lionsclubs.org/MembershipChairでクラブのパンフレット

作成用テンプレートや「ライオンになろう」パンフレットをダウンロ

ードし、クラブの名前の入った資料を作成するよいでしょう。
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印刷物に加えて、クラブがインターネット上のコンテンツを更新

しておくことも大切です。勧誘対象者は、説明会に出席したり、

入会を決める前に、クラブに関する情報をインターネットで検索

するはずです。

クラブがまだウェブサイトを設けていないなら、無料のツールEク

ラブハウスを使って作成できます。Eクラブハウスでは、インター

ネットが苦手な人でも利用できるよう、クラブ用ウェブサイトのフ

ォーマットを提供しています。ホームページには例会情報、行

事予定表、クラブ事業、フォトギャラリー、連絡先のページが組

み込まれ、必要な情報を入力するだけで完成です。クラブがE

クラブハウスに慣れてきたら、ページを増やすこともできます。

行事予定表に説明会が入っているか、必ず確認するようにして

ください！

クラブにSNSサイトがあるなら、必ず定期的に更新し、そのアドレ

スをPRしてください。これらのサイトでも説明会への参加を呼び

かけるとともに、クラブ会員の個人的なSNSページでもクラブの

活動を紹介するよう、彼らに頼んでおくとよいでしょう。

新会員の招請やクラブのPRに役立つその他のアイディア

は、lionsclubs.org/MembershipChairに用意された「会員増強

行事ツールボックス」をご確認ください。

クラブの説明会への参加をどのように促す
か？

説明会の目的は、ライオンズが勧誘対象者と顔を合わせ、相手

にクラブに入会したいと思わせることです。

 •  各自が候補者を一人ずつ説明会に連れてくるよう、クラブ

会員に頼んでください。最初に誘った人に断られても、最

終的には関心を示してくれる人がいるものです。そのよう

に伝えることで、クラブ会員を励ましましょう。

 •  勧誘対象者のリストを使って招待状を作成し、郵便かEメ

ールで送ります。クラブのウェブサイトやSNSサイトがあるな

ら、そのアドレスも含めるようにしてください。また、他に関

心のある人がいればぜひ連れてきてほしいと、明確に伝

えておくべきです。

 •  招待状を郵送する場合には、出欠に関する返信用ハガキ

を入れましょう。返信がなければ、電話で確認することも考

えてみてください。

 •  招待状をEメールで送る場合には、ネット上で出欠の返事

ができるサイトの利用を検討してください。やはり返信がな

ければ、電話で確認することも考えましょう。

 •  地元の新聞、広報誌、雑誌などに、勧誘対象者に向けた

説明会の広告を載せることも考えてみてください。

➩  以下は、優れた説明会を企画するためのヒントで

す。:

 •  クラブ例会の日時に合わせて説明会を開きます。

 •  食事ではなく、クッキーにソフトドリンクといった軽食を出し

ましょう。 

  •  クラブの目標を焦点とした短い（1時間以内）プログラムを

用意し、ライオンズの活動と会員であることのメリットにつ

いて概説します。クラブの長所を強調し、その奉仕活動、

指導力育成、ネットワーク作り、家族の参加などを取り上

げましょう。

 • 計画したプログラムに基づいて議事次第を作成します。

 •  勧誘対象者にクラブ例会の日時と場所を知らせ、ぜひ出

席してほしいと伝えます。

 •  軽食を楽しみながら、クラブ会員が彼らと1対1や小グルー

プで話せるようにします。

 •  ライオンズクラブへの入会に伴う費用について、詳しく説

明します。国際、複合地区、地区、クラブレベルの会費に

ついてだけでなく、そのそれぞれがどのように使われるか

についても、必ず説明するようにしてください。
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ステップ3：クラブの会員増
強計画を実施する

対象者を勧誘する

この作業は、勧誘を担当するライオンズが主導すべ

きです。勧誘に当たっては、ボランティア活動におい

て重要と考えていることは何か、相手に尋ねることが

大切です。クラブは彼らの希望やニーズに応えること

ができるでしょうか？それがあなたのクラブに合わな

くても、近隣のクラブにはぴったりかもしれません。ど

ちらにも合わなければ、親クラブになってこうした新

会員に支部を作らせ、活動できるようにしてはいかが

でしょう。あるいは、彼らに手を貸し、一から新クラブ

を結成させることも考えてみてください。

勧誘対象者に働きかけるためのアイディアは数多くあります。国

際協会では勧誘のシナリオを用意しており、本ガイドに添えら

れています。このシナリオは、各自の個性に合わせて変更し、

心を込めて話した時に、最大の効果を発揮することになるでし

ょう。

 •  勧誘の際には常に、まず「ライオンズクラブに誘われたこ

とがありますか？」と尋ねてください。答えが「いいえ」であ

れば、地域社会に何らかの形で貢献することや、奉仕す

ることに関心があるか尋ねた上で、クラブとその奉仕活動

について説明します。答えが「はい」であれば、入会しな

かった理由を聞きます。その結果によって、考え直してみ

る気はないか確認するか、関心のありそうな人の名前を教

えてもらうとよいでしょう。

 •  地元の企業やオフィスに直接出向く場合には、以下を心

がけましょう。

 o  10分以上待たないこと。できるだけ多くの会員候補

者に接触する方が、時間を有効に使えます。待つ代

わりに、都合のよい時間があるか尋ねましょう。

 o  訪問の理由を聞かれたら、地域のライオンズクラブ

への勧誘を行っており、3～5分だけ時間を割いてほ

しい、と簡潔に伝えます。

 

O  オフィスにはヒントが隠されています。壁の装飾品などは、家

族、趣味、人道奉仕への関心など、相手について多くを語っ

ているはずです。アワードや写真といったその他の品々も、

こうした手がかりを与えてくれるでしょう。

 -  持参する資料は、 説明会や奉仕事業への招待状だ

けで十分です。資料が多すぎると、「後で見るから置

いて行ってほしい」と言われるかもしれません。しか

し、訪問者との対話に数分も割けないほど忙しい人

が、これらの資料を読もうとするでしょうか？説明会

に参加すれば、詳しい資料が手に入ると伝えてくだ

さい。資料を置いていく場合や、相手が考える時間

がほしいと言うなら、連絡先を聞いて、後で直接連絡

するとよいでしょう。

 -  常に前向きに考えましょう。覚えておいてください。あ

なたは相手が人生を変えられる機会を提供している

のであって、商品を売っているわけではありません！

会員候補者が関心を示さないなら、時間を割いても

らったことにお礼を言い、誰かを紹介してくれるよう

頼み、次に進みましょう。相手を苛立たせてしまうと

入会は実現せず、ライオンズに対して否定的な印象

を抱かせるだけに終わるでしょう。
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説明会を開催する

説明会を役立てて、ライオンズとクラブのどこが特別

なのか、勧誘対象者に伝えましょう。

説明会の前には：

 •  出席の連絡をくれた勧誘対象者に、日時と場所を再度知

らせる電話をかけるか、Eメールを送ります。その際には、

地域社会を改善したいと願い、入会に関心のありそうな友

人、家族、その他の人々をぜひ連れてきてほしいと、もう

一度伝えておきましょう。

 •  その会員候補者を受け入れることについて、クラブの理事

から同意を得ておくことも必要です。

説明会では：

 •   「ドタキャン」はよくあることなので、会場は出席予定者の

数よりも少ない人数で準備します。予想以上の出席者が

あった場合に備えて、予備の椅子の用意をしておきましょ

う。

 •  出席する会員はビジネスウェアを着用するようにし、ライオ

ンズのベストを着たり、極端に多くのピンを付けたりするこ

とは避けるべきです。調査の結果、こうした慣習について

は、新会員が奉仕活動に参加するようになってから伝える

方が良いことが分かっています。クラブの慣習や伝統につ

いては説明会よりも、新会員オリエンテーションで説明す

べきです。

 • 参加者の一人ひとりに挨拶し、歓迎します。

 •  説明会は定刻通りに開始し、1時間以内に収まるようにし

てください。

 • また、可能な限り議事次第に沿わせるべきです。

 •  クラブの活動と、新会員が必要な理由について、勧誘対

象者に説明します。奉仕事業の写真やビデオを見せれ

ば、最大の効果が得られるでしょう。クラブの事業の成果

や、人々の生活に与えたインパクトについて説明します。

 •  クラブに入会することで必要となる時間やお金について、

正確な見積りを提供します。

 •  出席した候補者に、クラブで取り組みたい新事業を提案

するよう求めます。また、それらを実施した場合に、彼らが

果たしたいと思っている役割についても尋ねてください。

 •  勧誘対象者に入会申込書を配布し、可能であれば説明

会を離れる前に、入会費を添えて提出してもらいます。

説明会の後で参加者に連絡する

説明会に出席したものの、その際に入会申込書を提出しなか

った勧誘対象者に連絡します。

連絡は勧誘担当のライオンズに行ってもらいます。担当者に

候補者を一人ずつ割り当て、次の例会で状況の報告を求めま

す。

 •  参加者に連絡する時には、まず時間を割いてくれたこと

にお礼を言い、相手の関心を確認した上で、クラブの次

の例会や奉仕事業に招待します。また、入会に関心のあ

りそうな人を知っていたら、その名前を教えてもらいましょ

う。

 •  この連絡は、説明会終了から48時間以内に、電話、Eメー

ル、または郵便で行うべきです。

クラブの会員増強計画を見直す

計画が順調に進んでいるか、定期的に目標やスケジ

ュールを見直しましょう。必要に応じてスケジュール

や目標を調整します。
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ステップ4：新会員を歓迎
する

新会員入会式を実施する

入会式は、ライオンとしての奉仕の始まりを象徴する

ものであるとともに、会員を生涯にわたってクラブに

留まらせる重要な出発点にもなります。新会員を迎

え入れるライオンズは、国際協会の新会員入会式ガ

イドを役立てて、入会式の計画を立てるべきです。  

各新会員用に、ライオンズクラブ国際協会OSEAL調

整事務局から無料の新会員入会キットを取り寄せる

ようにしてください。

新会員にオリエンテーションを提供し、メンタリングを受け

させる

新会員には、自分は歓迎されていると感じさせ、クラブへの所

属意識を持たせる必要があります。したがって、彼らを他のライ

オンズと結び付け、適切に方向づけることにより、ライオンとして

の成功とクラブとしての成功につなげることが大切です。

 • 	オリエンテーション	- 新会員オリエンテーションの重要性

はいくら強調してもしきれません。それは、クラブの機能、

自分が果たすべき役割、地区・複合地区・国際協会の全

体像を理解できるよう支援することにより、新会員に確固

とした基盤を与えるものです。情報を与えられた新会員は

安心してクラブに溶け込むことができ、クラブの活動にも

直ちに積極的に参加するようになるでしょう。適切なオリエ

ンテーションを受けた会員ほど、長くライオンズクラブに留

まる傾向にあります。

 •  入会後3カ月以内に、ライオンズ新会員オリエンテーショ

ン・ガイドを使ってオリエンテーションを実施してください。

 • 	メンタリング	- ライオンズ・メンター・プログラムは、地域社

会への奉仕を高めるという目標を、すべての会員が達成

できるよう支援します。各自の独特なスキルや知識を発揮

するために役立つ自己啓発プログラムであり、会員はメン

タリングを通して、ライオンズにおいても個人生活におい

ても、リーダーとしての役割に備えることができます。  こ

れは国際協会にとって、人材を増やして奉仕を強化し、

支援を最も必要としている人々に手を差し伸べられるよう

になることを意味しています。
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O  国際協会は、基礎メンター・プログラムのレベル1をオリエン

テーションと同時に行うことを推奨しています。「新会員オリエ

ンテーション・ガイド」は、基礎メンター・プログラムのレベル１

修了に必要な目標と作業に厳密に沿ったものとなっていま

す。

新会員は各スポンサーを通してこれらのプログラムの提供を受

けるべきです。スポンサーは、両プログラムや研修に関する情

報を、地区GLTコーディネーターに問い合わせる必要がありま

す。

次のステップ：新会員を参
加させる

人々がライオンズに加わるのは奉仕するためです。

新会員を迎え入れたら、クラブや奉仕事業に積極的

に参加させ、充実した時間を過ごさせることが大切で

す。

新会員が自分は歓迎され、参加していると感じ、奉

仕に取り組んでいるなら、彼らは長くクラブに留まるこ

とになるでしょう。

会員が参加する理由としては、例えば以下が挙げられます。

 • 暮らしている地域社会に奉仕するため

 • 特定の奉仕事業や分野に取り組むため

 • 友人と過ごすため

 • 地域社会のリーダーになるため

 • 会員である他の家族と過ごすため

クラブはどうすれば、すべての会員にこうした
体験を提供できるでしょうか？

会員は意見を求められると、自分は参加している、と感じるもの

です。本ガイドに添えられた「新会員アンケート」は、新会員がク

ラブに何を期待し、クラブの今後の事業や活動についてどのよ

うに考えているかを把握するための絶好の手段です。国際協会

では、本ガイドのアンケートを参考に、クラブが独自のアンケー

トを作成することを推奨しています。また、「会員の満足度調査

ガイド」も用意しており、これはクラブが会員の体験を最大限に

高めるために役立つでしょう。 
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勧誘目標

クラブ名：        日付：   

新会員の勧誘に備えて、私たちは：			

私たちにはなぜ、新会員が必要か？

（例：会員が5人増えれば、毎月これまでよりも100人多くの子どもたちに視力検査を提供できる。）

クラブはどのような人々を、なぜ入会させたいか？

（例：現在の会員の年齢よりも10歳若い会員を招請することで、クラブを若返らせ、長く存続できるようにしたい。）
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会員増強チーム

このチームはクラブの勧誘活動を主導し、メンバーはそれぞれに才能を発揮して取り組みの効果を最大限に

高めることを目指します。このチームの主な4つの役割は以下の通りです。

企画：勧誘プログラムを企画し、活動を計画し、作業に優先順位をつける。

氏名：          電話：  

Eメール：    

氏名：          電話：  

Eメール：    

PR：パンフレット、勧誘資料、プレスリリースを作成し、写真を管理し、クラブのインターネット上のコンテンツを更新する。

氏名：          電話：  

Eメール：    

氏名：          電話：  

Eメール：    

勧誘：クラブについて、勧誘対象者、地域の人々、家族に説明する。会員候補者を勧誘し、説明会の後で連絡する。

氏名：          電話：  

Eメール：    

氏名：          電話：  

Eメール：    

歓迎：新会員入会式を実施し、新会員のスポンサーと連携して新会員オリエンテーションと基礎メンター・プログラムを手配する。

氏名：          電話：  

Eメール：    

氏名：          電話：  

Eメール：    
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クラブ会員増強計画

誰を勧誘するか？（クラブの勧誘対象者をリスト化。）

いつ、どこで勧誘するか？（対象者を勧誘する効果的な日時と場所を特定。）

完了期日：   

どの資料を利用して勧誘するか？（印刷版か電子版かを考慮。）

完了期日：   

クラブの説明会への参加をどのように促すか？

完了期日：   

説明会の後でどのように連絡するか？

完了期日：   
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*  公選者、学校長、警察署長、消防署長、病院管理責任者などが含まれますが、これらに限定されません。

**   医師、会計士、歯科医、弁護士、銀行員などが含まれますが、これらに限定されません。

新会員勧誘の円盤図

新会員勧誘の円盤図は、クラブに招請できそうな人々をリスト化する効果的な手段です。このページを例会で

配布し、輪の中のカテゴリーごとに、経験豊富なライオンから「ここに該当する人はいませんか？」と尋ねてもら

いましょう。

例：「地域を改善するために貢献したいと思っている親戚の人はいませんか？」など。会員に少し時間を与え

て該当者を考えさせ、「ライオンズ・ネットワークを築く」用紙にできる限り詳しく記入してもらいます。

地域社会の 
リーダー*

取引相手や 
職場の同僚

地域で専門職に 
就いている人**

隣人

同じ宗教 
の信者

親戚

友人



クラブのための新会員勧誘ガイド | 16

ライオンズ・ネットワークを築く

ライオンとして奉仕することは名誉なことであり、私たちの使命のために全力で取り組んでくれる人々を招請するのはそのため

です。

調査によると、会員の40%以上は、友人がライオンだった、という理由で入会しています。ライオンズクラブへの入会に関心のあ

る人を知りませんか？今は思い当たらなくても、友人、家族、職場の同僚などが関心を持っているかもしれません。

氏名：       自分との関係：    

住所：      

市町村：       都道府県：    郵便番号：  

電話：       Eメール：     

氏名：       自分との関係：    

住所：      

市町村：       都道府県：    郵便番号：  

電話：       Eメール：     

氏名：       自分との関係：    

住所：      

市町村：       都道府県：    郵便番号：  

電話：       Eメール：     

氏名：       自分との関係：    

住所：      

市町村：       都道府県：    郵便番号：  

電話：       Eメール：     

氏名：       自分との関係：    

住所：      

市町村：       都道府県：    郵便番号：  

電話：       Eメール：     

氏名：       自分との関係：    

住所：      

市町村：       都道府県：    郵便番号：  

電話：       Eメール：     

氏名：       自分との関係：    

住所：      

市町村：       都道府県：    郵便番号：  

電話：       Eメール：     
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相手に敬意を示し、時間を割いて

くれたことにお礼を言う。

自己紹介を行い、地域で活動して

いるライオンズクラブに入会してく

れる人を探している、と説明する。

ライオンズクラブについて知って

いるか尋ねる。

地域でクラブに関する説明会が開

かれると説明する。説明会に出席

して詳しい情報を知ってほしい、と

招待する。説明会の日時と場所を

伝える。

クラブに入会すると必要になる時

間と費用について説明する。

ライオンズクラブは地域社会を

改善したいと考えている男女の

奉仕団体である、と説明する。

ライオンズについてどのようなこ

とを知っているか尋ねる。ライオ

ンズクラブは地域社会を 

改善したいと考えている男女の 

奉仕団体である、と説明する。

相手が知っている場合 相手が知らない場合

勧誘のシナリオ 

以下のシナリオを、会員候補者との会話に役立ててください。各自の個性に合わせて変更し、心を込めて話し

た時に、最大の効果を発揮することになるでしょう。
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入会に関心があるか 

尋ねる。

後で連絡できるよう連絡先が 

知りたいので、入会申込書に 

記入してほしいと依頼する。 

説明会の詳細を伝え、出席して詳

しい情報を知ってほしい、と招待

する。

配偶者、家族、友人を連れてくる

よう奨励する。

時間を割いてくれたことにお礼を

言い、説明会の前に 

聞きたいことがあれば電話してほ

しい、と伝える。

入会に関心のありそうな人を知

らないか尋ねる。

考えを変えた場合や、関心のあ

る人がいた場合のために、説明

会に関する情報を伝えておく。 

入会申込書を手渡し、記入して

もらう。

1回限りの入会費35ドルを支払

ってもらう。 

他に誰か、入会に関心のありそ

うな人を知らないか尋ねる。

それらの人々に連絡できるよう、

電話番号かEメールアドレスを

聞く。

次回の例会に関する情報を伝

え、配偶者、家族、友人を連れ

てくるよう奨励する。

時間を割いてくれたこと、入会し

てくれることにお礼を言う。

時間を割いてくれたことにお礼

を言う。

ある 分からない ない
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新会員へのアンケート

クラブ名：         日付：   

ライオンズクラブに入会した理由は何ですか？   

クラブでの取り組みに、どのようなことを期待していますか？     

クラブのために役立ちそうなものとして、どのようなスキルをお持ちですか？     

どのようなクラブ活動に参加したいですか？     

私たちはどうすれば、クラブでの体験を高めることができるでしょうか？ご意見をお聞かせください。   

クラブが現在行っていない奉仕事業には、どのようなものがあるでしょうか？ご意見をお聞かせください。  

上記以外で、重要と考えていることはありますか？     
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