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ライオンズのビジョン声明文

地域社会と人道奉仕におけるグローバル・リーダーを目指す

ライオンズの使命声明文

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、人道的ニーズを満たし、

平和と国際理解を育む

ライオンズクラブ国際協会の目的

• 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。
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ようこそ

ライオンズ・ファミリーへ！ライオンズは200以上

の国および地域に45,000のクラブと135万人の会員

を擁する大家族、世界最大のボランティア奉仕団体

です。あなたは今恵まれない人々に献身的な援助を

する人々の世界的なネットワークの不可欠な一員と

なったわけです。

私たちの組織の広大な規模と範囲は大きな強みであ

り、そのおかげで私たちは世界中に援助の手を差し

伸べ、世界の人的・物的資源を利用することができ

ます。とはいえ、私たちが焦点を合わせているのは

地元。ライオンズは一つひとつの地域社会で人々

を、時には一人ずつ援助しています。しかも自ら行

います。何百万ドルもの資金を提供して大規模な視

力プログラムを行う時でさえ、現地のライオンズ

が、場合によっては地球の裏側のライオンズととも

に現場で援助に協力し、任務を全うします。

あなたは、奉仕に直に携わることにより地域に何か

お返しをしたくて、ライオンとなりました。それを

行うお手伝い、しかも最大限効果的な方法でそれを

行うことがライオンズクラブ国際協会の仕事です。

楽しみながら活動してください。一致団結して行動

することにより生まれる仲間意識や国際協力を通し

て育まれる友情は、ライオンズクラブの会員である

ことを人生で最も楽しい経験の一つとする可能性を

秘めています。また個人として、そしてリーダーと

して発展する機会は、最も有意義な経験をさせてく

れる可能性があります。

貴重な時間を奉仕に注ぐボランティア精神に感謝す

るとともに、家族全員での参加を大いに歓迎しま

す。最高のライオンとなっていただけるようお手伝

いすることが国際協会の使命です。入会後のあなた

のメンター役を務めるライオンやさまざまな資料と

ともに、このブックレットが、「奉仕の旅」を始め

るにあたり必要な知識や情報を提供するものとなれ

ば幸いです。

スタートの時がやってきました！

ライオンズの情報をオンラインで

このブックレットは、ほんの手始めにすぎま

せん。オリエンテーションを受け、様々なこ

とを学んでいくうちに、ライオンズの会員で

あること、そしてライオンズクラブ国際協会

についてさらに詳しく知りたいという気持ち

になるでしょう。幸いにも、知りたいと思う

かもしれないことのほとんどすべてを、国

際協会のウェブサイト（www.lionsclubs.org）

で見つけることができます。綿密に工夫さ

れた最新式のウェブサイトには、ビデオ、

対話式の研修コース、ダウンロード可能な

資料や情報、最新のニュース、ライオン誌

オンライン版、その他多くが掲載されてい

ます。

ライオンズに関する最新情報をライオンズ

クラブ国際協会のブログや、フェイスブッ

ク、マイスペース、リンクトイン、フリッカー、

ユーチューブ、ツィッターで得ることも可能

です。ご使用のアイフォーンにライオンズ

アプリケーションを取り込むことさえ可能で

す。これらのサービスへのリンクは、ライオ

ンズクラブ国際協会のウェブサイトに設け

られています。

ライオンズの世界を

www.lionsclubs.org
で探検してください！



1917年以来ライオンズは人々を援助してきました。この年に、シカゴの実業家、メルビン・ジョーンズは

「シカゴ・ビジネス・サークル」という自らが所属していたクラブに、職業的な関心事の枠を超えるよ

う呼びかけました。困っている人々への無私無欲の奉仕がより住み良い地域、ひいてはすべての人々に

とってより良い世界を作ることになるのだと説得したのでした。

メルビン・ジョーンズはまた、協力し合うクラブで結ばれたネットワークが個々のクラブが単独で行動

する以上のことを成し遂げられると見てとったのでした。ジョーンズはアメリカ国内の類似の団体を招

き、米国イリノイ州シカゴで1917年6月7日に会議を開きました。この会議で、招待されていたクラブの

一つの名称を取った「ライオンズクラブ協会」という新しいグループが誕生したのでした。その年のうち

に大会が米国テキサス州ダラスで開催され、会則、付則、そして道徳綱領が承認されました。結成され

て間もなかったこの団体は、わずか三年後にカナダ・オンタリオ州ウィンザーにライオンズクラブを結

成し、「ライオンズクラブ国際協会」となりました。

創設から約100年後、ライオンズクラブ国際協会は世界の隅々にまで広がっています。イタリアのローマ

でも米国ニューヨーク州ローマでも、ライオンズクラブの存在に気付くでしょう。北京やブリュッセ

ル、東京やタンザニアにもライオンズがいます。これらの地域やその他数多くの地域のどこであろうと

も、ライオンズは喜んで迎えられ、その先見の明、誠実さ、そして私たちの公式モットー「われわれは

奉仕する」への献身に対して敬意を集めています。

3

ライオンズの始まり

ライオンズクラブ国際協会の紋章

あなたが受け取った新会員キットの中にはこのブックレットのほかに、ライオンズクラブの紋章を形どっ

た会員ピンも入っています。誇りをもってつけてください！この紋章は世界で最もよく知られ、尊敬を集

めているシンボルの一つです。

近年変更が加えられ、新しくなりましたが、基本的なデザインは協会創立初期の頃にさかのぼるもの

で、金色の輪で囲まれた青色の表面上に金色の「L」の文字があります。この輪の両側はライオンの横

顔像で形どられており、片方は誇り高き過去を見つめ、もう片方は希望に満ちた未来に目を向けてい

ます。

クラブや会員が利用できる様々な形式の紋章がライオンズクラブ国際協会のウェブサイトからダウンロ

ード可能です。しかしながら紋章は大半の国々における登録商標であり、ライオンズクラブ国際協会の

商標に関する方針（ライオンズクラブ国際協会ウェブサイトからダウンロード可能）に従ってのみ使用さ

れなければならないことをご承知おきください。



私たちの奉仕活動
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私たちはすべて

の人々により良

い明日が来るこ

とを望んでいま

す。

私たちの行っていることは、次の二言で言い表すことができます。「われわれは奉仕する」 私たち

は、まずそれぞれの生活する地域社会で奉仕を行うものの、現在はこれまで以上に国際社会への奉仕の

必要性があることを理解しています。

今この瞬間にも、病院や高齢者施設で、天災に見舞われた地域で、学校や眼鏡再生センターで、ライオ

ンズが活動しています。ライオンズはどこであろうと最大のニーズがあるところで役に立とうと努力す

ることから、その活動は、ライオンズが奉仕する地域社会のニーズ同様、多種多様です。それでもこう

した奉仕活動は一般に数種のカテゴリーに分けることができ、中には私たちが特に経験と専門知識を有

する分野もいくつかあります。

視力。 ライオンズは長年にわたり失明予防と視力回復にかかわり合ってきており、この話題だけでも

本が1冊書けるほどです。1925年、目と耳の不自由なアメリカ人作家兼活動家のヘレン・ケラー

が直接ライオンズに、「予防可能な失明が発生することのない日が早く来るようにしてくださ

い」と呼びかけました。その呼びかけに応じて以来、ライオンズクラブ国際協会はその分野に

おいて他に並ぶもののない経験と専門知識を積み上げ、視力保護に力を注ぐ世界の主要国際機関

の中でもかけがえのない存在となっています。

ライオンズは世界中の失明問題に大規模に取り組んでいます。ライオンズが視力保護に献身し

ているがゆえに、これまでに1,000万人以上の児童が眼疾患や視力の問題がないか検査を受け、

760万もの人々が白内障手術を通じて視力を回復し、毎年40万もの人々が眼鏡を受け取っていま

す。それだけではありません。ライオンズは、失明を克服できるよう人々を一人ずつ手助けし

ています。例えば米国ウィスコンシン州のライオンズは、生来目の不自由な地元の女性が角膜

移植を必ず受けられるようにし、その女性が生まれて初めて家族の顔を見ることができるよう

にしたのです。



青少年プログラムおよび児童奉仕。ライオンズは子ども達のことを気にかけています。どこで子ども達が

食べ物、医療、学用品、あるいはその他の生活必需品を必要としていようと、援助をするライ

オンズがいます。私たちライオンズは、世界で極めて貧困な地域や非行に走る危険が最も高い

児童や若年成人のため、より安全で健やかな成長が可能となるようにしています。また、国際的

なライフスキル習得プログラムをもって、若者が現代の複雑な世界に対応できるよう助力して

いるほか、子ども達がライオンズのユースキャンプで様々な国の人と友達になれるよう手助け

しています。私たちが毎年行っているライオンズ平和ポスター・コンテストは、世界中の子ど

も達が私たち全人類のために、平和へのそれぞれの熱い願いを表現できる場となっています。

毎年スウェーデンのセルベスボリ・ライオンズクラブは、ポーランドとリトアニアの孤児院の

子どもたちを10日間にわたる夏季キャンプに呼び寄せ、楽しませています。問題に囲まれた苦

労の日々を送るこれらの子ども達は、こうした機会でもなければ絶対にできそうにない楽しい

経験をします。キャンプに泊まり込みで世話をするライオンズの会員達は、子ども達が学ぶ最

も重要なことは自分たちのことを心底思ってくれる人々が他の国にもいるということだと語り

ます。

国際関係。ライオンズは至るところで奉仕をしており、それは今に始まったことではありません。1945

年にライオンズクラブ国際協会は非政府組織に関する国際連合憲章の作成に協力しました。そ

して今もなお、ユネスコ、ユニセフ、その他の国連機関との協力関係を積極的に維持していま

す。それだけではなく、私たちはライオンズクラブ国際協会の「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」との第3番目の目的を達成させるために、より直接的な対応策をも講

じています。

ドイツのライオンズは国境を越え、戦場や危機に見舞われた他の地域で負傷した子ども達に援

助の手を差し伸べています。ドイツの「平和村」に安全で心地よく過ごせる環境を作る手助け

をしているのです。ここでは様々な国から運ばれてくる300人もの子ども達が治療を受けるだけ

ではなく、仲良く一緒に暮らします。

保健。ライオンズが人々の視力を守るための活動を始めたのは1925年のことで、それは今も優先事項で

す。しかしライオンズは聴覚保護や聴覚障害者援助、また糖尿病の危険について意識を高める

活動にも目を向けています。最近では世界の様々な地域のライオンズが、乳がんに対する意識

の喚起や戦争で荒廃した国々への救急用医療機器の提供に取り組んでいます。

ケイマン諸島ではトロピカルガーデン・ライオンズクラブがより多くの女性に乳がんについて

知識を得てもらえるよう手助けをすることで、命を救っています。クラブは情報を提供するた

めの会合を催したり、乳がんに対する意識喚起のための5キロ徒歩イベントを主催したり、経済

的な余裕のない女性に無料マンモグラム検査券を配っています。その結果、治療のしやすい初

期段階の乳がん患者が多数発見され、これによりより多くの女性の寿命が延びています。
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地域社会および環境。私たちライオンズは自分たちの住む地域で奉仕します。そして私たちは文字通り

「実地参加型」の奉仕を行う組織です。ライオンズは気合いを入れて真剣に奉仕に取り組みま

す。植樹をしたり、ペンキ塗りをしたり、ほうきをもって掃除をしたり、金づちやノコギリを

使って大工仕事をしたりするライオンズの姿を見かけることができます。「ライオンズ景観美

化作業」プログラムのおかげで、世界には数えきれないほどのライオンズ公園、ライオンズ診

療所、ライオンズ救護施設、ライオンズ・コミュニティセンター等があり、それらのすべてが

私たちライオンズの手で建てられたか、維持管理されているか、改築されています。

米国カリフォルニア州コンコードでは障害児をもつ親たちが、我が子が地域に住む他の子ども

達と一緒に遊べる遊び場ができることを夢見ていました。それを耳にしたライオンズは、その

夢を実現させたのです。LCIFからの75,000ドルの交付金は立ち上げ資金として役立ちました

が、遊び場を作るのに必要であった750,000ドルのほとんどの資金は、地域の45のライオンズク

ラブが集めたのです。そうしてライオンズは早速他のボランティアとともに遊び場建設に取り

組み、自分たちの手で完成させました。

ライオンズは環境保全に献身的であることから、時には自分たちで公園、レクリエーション施設、野生

生物保護区域等の清掃を行います。私たちは人々に廃棄物の削減、再利用、再生を行うよう指導し、そ

れを自らも実践します。

タイの僻村では日本とタイのライオンズの会員たちが林業省およびLCIFと協力して、地球温暖

化の抑制と洪水災害の予防に向け植樹をしました。合計8,000本の木が植えられ、村人は環境改

善のために植林が重要であることを学びました。

災害への対応および救済策。災害が発生した時にはいつでも援助できるよう、ライオンズには準備が整

っています。私たちは世界中の人的・物的資源を結集し、被災者の世話をする現地ライオンズ

に協力することができます。ライオンズALERTプログラムを通じてライオンズは、緊急事態に対

応する備えがあります。

2010年1月に壊滅的な大地震がハイチを襲った時、ライオンズは即座に対応しました。460万ド

ルを超える援助金がハイチ救援のために結集されたのです。ドミニカ共和国のライオンズは迅

速に行動を起こし、ハイチのライオンズに直接、救援物資の詰まった2台のコンテナを輸送。そ

の物資を使ってハイチのライオンズは、3,000以上の人々が住めるようテントを設営しました。

ライオンズはこの他に中国やチリでの地震のみならず、2004年に発生したインド洋での津波の

後も、救済活動に大きな役割を果たしました。

あなたの所属クラブも地元の具体的なニーズを満たすために独自の事業を企画するほか、おそらくはこ

れら被災地の救援活動のどれかに参加しているか、参加することでしょう。あなたも自らの奉仕への情

熱を刺激する分野を見つけ出し、エネルギーを注いでいくに違いありません。
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ライオンズクラブ

びっくりするかもしれませんが、あなたは誇りに

満ちた真新しいライオンである一方、理論的には

ライオンズクラブ国際協会のメンバーではないの

です！あなたは所属先の地元のクラブの会員であ

って、協会のメンバーはクラブなのです。

これは道理にかなっていることです。それはライ

オンズクラブがライオニズムの基本単位であるから

であり、その構造を基に他のすべてが構築されて

います。クラブが仕事をこなす際の中心なので

す。それぞれの地域社会に違いをもたらすのはク

ラブです。国際協会は、あなたのクラブをはじめ

世界中の45,000に及ぶクラブの役に立つため、そ

してサポートをするためにあります。

もうご存じのように、ライオンズクラブは地域を

改善したいと願い、それを実現させる奉仕を行う

ことに献身的な男女で構成されています。ライオ

ンズの会員は、類まれな誠実さと熱意をもってそ

れぞれの地域社会や世界中の地域社会のためにボ

ランティア活動を行います。それゆえにライオン

ズクラブが団結するところでは必ず問題は小さく

なり、地域社会が住みよくなるのです。

ライオンであることを誇りに思ってもっともで

す。ライオンズクラブへは、善良な特性の持主

で、地域社会において声望のある成人が招請を受

けた場合にのみ入会できます。一人のライオンと

してあなたは、尊敬されている国際組織の活発な

ボランティアとなったのです。あなたは地域を率

いるリーダーであり、恵まれない人々の味方で

す。

ライオンズクラブ国際協会からチャーター（認証

状）を授かったメンバーとしてあなたの所属クラ

ブは、国際会則及び付則に従うことを誓っていま

す。この文書の内容をよく理解することが重要で

す。これはライオンズクラブ国際協会のウェブサ

イトからダウンロード可能です。

クラブの役員は、会長、前会長、副会長、幹事、

会計、ライオン・テーマー（任意の役職。クラブ

の財産管理に当たる者）、テール・ツイスター

（任意の役職。例会で熱意を促す役割を担う者）、

会員増強委員長、その他です。役員は毎年、国際

協会の会計年度（7月1日～6月30日）と一致する

任期で選ばれます。

ライオンズクラブにおける大半の任務は、会長か

ら任命を受けた委員会で遂行されます。多くのク

ラブではすべての会員が何らかの委員会に配属さ

れています。委員会での任務は会員であることの

重要な部分であり、最大限の努力をするに値しま

す。運営委員会には、出席、会則及び付則、大

会、財務、ライオンズ情報、会員、プログラム、

PR、接待、指導力育成などが挙げられます。事業

委員会は一般に、ライオンズが主に取り組んでい

る活動に応じて設けられています。

クラブおよび地区は運営経費を賄うため、それぞ

れ独自の年次会費を定めています。この他にクラ

ブは、ライオン誌購読料を含む、会員にサービス

を提供するための費用に充てられる国際会費を集

めます。一般から集めた資金は1銭たりとも、運

営経費を支払うために使うことはできません。ラ

イオンズが集めたお金はすべて、直接地域社会に

還元されます。

私たちの組織機構



地区

地区はライオンズクラブ国際協会という、いっそう

広い世界への窓口です。世界に45,000あるライオン

ズクラブは約750の地区に分けられており、それぞ

れの地区には35クラブまたはそれ以上のクラブと少

なくとも1,250人のライオンズクラブ会員が存在し

ます。

各地区には地区ガバナーがおり、その役職は選挙で

選ばれた者が1年間任期で務めます。そしてその責

任は、地区内においてライオンズの奉仕の使命達成

に向け全体的な成功を収めることです。地区ガバナ

ーの責任は、地区ガバナー、第一副地区ガバナー、

第二副地区ガバナーから成る地区ガバナー・チームが

共有します。チームが協力し合い、地区運営の全般

を監督し、チーム戦略を構築し、新会員招請や新ク

ラブ結成を促します。

地区ガバナーはまた、キャビネット幹事および会計

を含む他の地区役員の監督にもあたります。地区役

員および様々な委員会委員長で地区キャビネットが構

成されます。クラブ会長および幹事は地区キャビネ

ットと連絡を取ることが多くあり、非公式の諮問委

員会としての役目を果たします。

大きな地区には、10～16のクラブから成るリジョン、

さらに4～8のクラブから成るゾーンに分けられてい

るところもあります。このような地区では、リジョ

ン・チェアパーソンおよびゾーン・チェアパーソン

も地区キャビネットと緊密に連携します。

複合地区は一定の地域内にある2つまたはそれ以上

の地区で編成されており、一般に国、都道府県や州

などの行政区分の境界線に沿って組織されていま

す。独立している地区は単一地区と呼ばれていま

す。

ボランティアとして私たちは、世界中の地域社会に奉仕します。
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リーダーシップ

ライオンズクラブ国際協会ではいつでも、

クラブ・レベルはもちろん、それ以上のレ

ベルで指導役を担うライオンを必要として

います。他のライオンを新たな高みへと導

くことで貢献したいのであれば、指導技能

を高められるよう、国際協会は全力を尽く

してお手伝いいたします。様々なオンライ

ン研修コースがライオンズクラブ国際協会

ウェブサイトのリーダーシップ情報センタ

ーに設けられています。また、実用的な指

導力育成の機会に関する情報も見つける

ことができます。

国際組織

国際理事会は国際協会の統治にあたる機関です。そ

のメンバーを務める世界の様々な地域の代表者34人

が年に4回会合し、国際協会の方針を定めます。ま

た、理事会は下記も行います。

• 国際協会の各種現行プログラムを監視

• 国際協会の国際役員および委員会を監督

• 国際協会のあらゆる業務、資産、資金を管理

• 各会計年度（7月1日～6月30日）の予算を作

成および承認

国際執行役員である国際会長、第一副会長、第二副

会長、前国際会長は、方針を施行し、また世界135

万人の会員を鼓舞する指導者としての役割を果たす

責任を担います。

理事会および役員を支援するのは理事会アポインテ

ィ。理事会から権限を与えられて特定の委員会の委

員長を務め、具体的な任務を遂行する優れたライオ

ンです。

国際執行役員および理事は毎年国際大会で代議員に

よって選出されます。会長はその役職着任の2年前

に選出され、まず第二副会長、それから第一副会長

を務めた後、会長を務めます。理事会メンバーは2

年任期で選出され、在任中、1年目理事または2年目

理事と呼ばれます。
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ライオンズクラブ国際協会組織図

*地区に関する情報は9ページをご覧ください。

組織統治

方針構築および施行

運営・管理上の援助

代議員 代議員 代議員

理事会

協会が目的を達成できるよう、その運営の指針となる一般的な方針を定め

ることにより、方向付けを行う。

執行委員会

理事会構成員が一か所に集まっていないか、会期中でない場合、

理事会に代わり任務を遂行する。

会長

ライオンズクラブ国際協会の目的を推進していく方法で方針を施行し、

協会の運営に当たる。

第一副地区ガバナー

リジョン･チェアパーソン

（任意の役職）

ゾーン・チェアパーソン 諮問委員会

キャビネット

幹事／会計
第二副地区ガバナー

ゾーン・チェアパーソン

ライオンズクラブ

年次大会

ライオンズクラブ国際協会本部

国際本部および職員を管理する。

地区ガバナー*

ライオンズクラブ ライオンズクラブ
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1968年のそのつつましい始まり以来ライオンズク

ラブ国際財団（LCIF）は、失明や聴覚喪失といっ

た世界規模の問題に取り組んだり、地震や洪水な

どの大災害に対応するライオンズを援助するため

に何億ドルもの資金を集め、交付してきました。

今日LCIFは、年間平均3,000万ドルもの交付金を

提供しています。

LCIFはライオンズクラブ国際協会に地球全体に及

ぶ最大の影響力を与えるものであり、学校や診療

所、また障害者が社会に復帰できるようにするた

めのリハビリテーションや職業訓練所等を建設し

たり、地域のニーズに対処するその他の大規模な

人道奉仕事業を行うための手段を地域のライオン

ズに提供することにより、様々な地域社会に貢献

しています。事実、LCIFが交付する資金の大部分

はライオンズから寄せられたものであり、最も必

要とされているライオンズ事業のために活用され

ます。また一方で、LCIFは同じ考えをもつ企業や

非政府組織と協力して世界の問題に最大限影響を

及ぼすことを誇りとしています。

LCIFは、全世界で失明を減らし無くすために1990

年に着手した視力ファーストプログラムがとりわけ

自慢です。このプログラムは、毎年何百万もの人

々に影響を及ぼす予防可能な失明の主因に取り組

むことを狙いとするものです。プログラム開始以

来この取り組みのためにライオンズは3億4,600万

ドルを集めており、これによりLCIFは失明予防に

尽くす世界最大の組織となっています。

視力ファーストの規模、その及ぶ範囲、そして驚

くべき有効性のゆえに、LCIFはフィナンシャルタ

イムズ紙の調査によって世界第1位の非政府組織

（NGO）としてランクインしました。

LCIFの資金の大半はメルビン・ジョーンズ・フェロー・

プログラムを財源としており、これは1,000ドル

の寄付に対する表彰プログラムです。

ライオンズクラブ国際財団



クラブ例会

ライオンズクラブは定期的に会議を開き、クラブの会員はできる限り会議があるごとに出席することが

極めて重要です。会員全員がきちんと出席することで、親睦が強まるだけでなく、共通の目標が定ま

り、その達成が確実なものとなります。大半のライオンズクラブは毎月2回、会員が決めた時間と場所

で定例会議を開きます。

新規ライオンにとって、出来る例会に出席し、限り多くのライオンズ知識と精神を吸収することが特に

重要です。しかし忘れないでいただきたいのは、あなたの出席は、あなたにとって重要であるのと同じ

ようにクラブにとっても重要なのです。あなたの時間とエネルギーは貴重であり、必要とされています。

例会に出席すること、委員会の仕事に参加すること、そしてクラブの目標を支援することで、時間とエ

ネルギーを自発的に、かつ惜しみなく捧げてください。

12カ月間またはそれ以上の期間、すべての定例会議に出席した会員は皆勤賞を受賞することができま

す。例会に欠席した場合には、所属クラブの方針に従って出席メーク・アップをすることができます。

さらに知っておくべきこと
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会員への各種アワード

ライオンズは奉仕すること自体が報いであることを信じていますが、特別な功績や記念すべき節目はた

たえられ、祝されるべきです。アワードや表彰を受けることはまたまだ先のことと思われるかもしれま

せんが、入会間もないライオンでも、ほとんどすぐに目指すことのできるアワードがいくつかありま

す。新会員を招請してライオンズクラブに入会させた場合や新クラブの結成に協力した場合、アワード

が授与されます。このいずれも、オリエンテーションを受け終えたらすぐにでも受賞することが可能な

アワードです。

この他に、会員歴の長さ、目覚ましい奉仕活動、PRの取り組み、すぐれた指導力発揮等に対して授与さ

れるアワードもあります。

ライオン誌

ライオン誌は21ヶ国語で年に10回発行される、ライオンズクラブ国際協会の公式出版物です。ライオン

であるあなたには無料でライオン誌が送られます。ライオン誌には世界各地の類まれなライオンズの事

業を紹介する記事や国際会長のメッセージのほか、国際協会の方針や活動に関する有用な情報も掲載さ

れています。熟読し、またご家族にも読んでもらってください。読み終えたら、ご自分の事務所の待合

室や職場に置くとよいでしょう。

所属クラブや地区もおそらくは地域のニュースや情報を載せたニュースレターや会報、あるいは電子版

ニュースレターを定期的に出しているでしょう。
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国際大会

ライオンズクラブ国際大会は国際協会の重要な行事です。毎年世界各地から何千というライオンが1週間

にわたる大会のために集まり、業務を処理し、研修を受け、親睦を交わします。

国際大会での極めて重要な業務は国際執行役員および理事の選挙と新会長の就任式です。大会出席者

は、クラブの向上やいっそう効果を収めるライオンとなるために役立つよう工夫された多種多様のワー

クショップや研修会に参加することができます。国際親善は、色とりどりの式典や非公式の集まりを通

じて祝われ、大会主催都市を行進するはなやかなパレードで強調されます。

グッドスタンディングのライオンは誰でも歓迎され、出席するよう奨励されます。今後予定されている

大会に関する詳細は、ライオンズクラブ国際協会のウェブサイトの「ニュースとイベント」のページで

ご覧ください。

国際本部

ライオンズクラブ国際本部は米国イリノイ州オークブルック（シカゴから少しはずれた郊外）にありま

す。そこには300人近い専門知識を備えたスタッフがおり、その先頭に立つのは国際本部長で、国際協会

の国際執行役員および国際理事会と密接に連携し、ライオンズクラブが地域および世界規模の奉仕の使

命達成において前進するよう助力しています。国際本部には、財務、法律関係、PR、情報テクノロジ

ー、会員増強および維持、指導力育成、クラブ運営、クラブ用品、奉仕事業その他を専門に扱う部署が

あります。

ライオンズへのサービスや支援は、協会の公式言語である中国語、英語、フィンランド語、フランス

語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、スウェーデン語の11ヶ国語

で提供されます。

国際本部はいつでもライオンズや一般の人々のお越しをお待ちしています。業務時間は、月曜日から金

曜日の午前8時から午後4時30分（米中央標準時間）です。

Lions Clubs International（ライオンズクラブ国際協会）

300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
(630) 571-5466
www.lionsclubs.org
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理事会アポインティ

国際理事会から権限を与えられて委員会の委員長

を務めたり、具体的な任務を遂行する優れたライ

オン

地区

ライオンズクラブを地域別に約750のグループに分

けた集団の単位

地区キャビネット

地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区

ガバナー、キャビネット幹事、会計、種々の委員

会委員長、任命を受けたその他の者で構成される

地区ガバナー

地区内のクラブを率いるため、1年任期で選出され

るライオン

地区ガバナー・チーム

地区ガバナーが先導するチームで、地区ガバナ

ー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナーで

構成される

国際本部長

国際本部職員のトップに立つ責任者

ヘレン･ケラー

目と耳が不自由だったにもかかわらず作家そして

活動家として活躍し、視力保護への献身をライオ

ンズに決意させたアメリカ人

ライオンズクラブ国際協会

国際協会の正式な名称

国際理事会

ライオンズクラブ国際協会の統治機関

国際本部

米国イリノイ州オークブルックに位置する

国際執行役員

国際協会の会長、第一副会長、第二副会長、前国

際副会長

LCIF

ライオンズクラブ国際財団 -

ライオンズの奉仕事業および人道援助のために毎

年何百万ドルもの交付金を提供するライオンズク

ラブ国際協会の慈善部門

ライオン誌

ライオンズクラブ国際協会の公式出版物

ライオンズクラブ

ライオンズクラブ国際協会の基本的な構成単位。

全世界に45,000クラブが存在

ライオンズクラブ国際

「ライオンズクラブ国際協会」と言う代わりによ

く使われる呼び名

メルビン・ジョーンズ

ライオンズクラブ国際協会の創始者

メルビン・ジョーンズ・フェロー

1,000ドルの寄付に対するLCIFの表彰プログラム

複合地区

地域内の二つまたはそれ以上の地区で編成される

リジョン

地区をさらに大体10～16のクラブから成るグルー

プに細分した構成単位

視力ファースト

予防可能な失明を世界からなくすことに取り組ん

でいるLCIFプログラム

われわれは奉仕する

ライオンズクラブ国際協会の公式モットー

www.lionsclubs.org

ライオンズクラブ国際協会のウェブサイトへのリ

ンク

ゾーン

地区をさらに大体4～8のクラブから成るグループ

に細分した構成単位

重要なライオンズ用語



ライオンズ道徳綱領

• 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、心と心のふ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。
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