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新会員オリエンテーションの 
重要性
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。組織に所属しながらも、
その組織の目標やプログラム、歴史や伝統につ
いて漠然としか分からないとしたらどうでしょ
う。その組織の一員であると感じられるでしょう
か。組織が目標を達成できるよう、自分がやる
気を起こし、力になろうと思うでしょうか。もちろ
ん、そんな気にはならないでしょう。むしろ、そも
そも自分がなぜその組織に加わったのか不思
議に思うのではないでしょうか。

オリエンテーションで提供される情報は、新会
員の基礎となります。それはクラブの機能や自ら
の役割を理解し、地区や国際協会の全体像を把
握するために役立つはずです。正しい情報を与
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。 
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新会員の体験 

ライオンズクラブ国際協会では、新会員の入会後3年間にわ
たってその会員とスポンサーに一連のEメールを送ることによ
り、新会員オリエンテーションで提供される情報の定着を支援
することにしています。新会員に対するEメールの目的は、ライ
オンとしての意欲と知識を高め、参加を促すことにあり、各メ
ールの内容と送付の時期は下記の通りです。新会員のスポン
サーにも、同じ時期に類似した内容のEメールが届きます。そ
の中では、新会員と対話し、引き続き助言を提供することを奨
励します。

 
時期 テーマ
1日目 ラインズクラブにようこそ
30日目 奉仕のインパクト
60日目 グローバルなつながり
90日目 奉仕フレームワーク　グローバル重点分野
6カ月 会員であること
9カ月 LCIFとそのインパクト
1年 1周年おめでとう！
18カ月 ライオンとしての道のり
2年 LCIFへの寄付
2.5年 グローバル・アクション・チームの概要
3年 クラブ会員の増強と多様化

ライオンズ・メンター・プログラム　レベル1 
ライオンズクラブ国際協会では、新会員が入会3カ月以
内に基礎メンター・プログラムのレベル1を受けるよう勧
めています。これは、新会員オリエンテーションが行われ
るべき時期でもあります。そのため、「ライオンズ新会員
オリエンテーション・ガイド」の内容は、基礎メンター・プ
ログラムのレベル1の修了に必要な目標と作業に忠実に
沿ったものとなっています。
新会員が両方のプログラムを確実に終えるよう、「ライオ
ンズ新会員オリエンテーション・ガイド」（ME-13a）は必ず

「基礎メンター・プログラム・ガイド」と併せてご利用くだ
さい。
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効果的なオリエンテー 
ション

効果的な新会員オリエンテーションは、会員に単に情報を提
供するだけではなく、ライオンとして奉仕、慈善、指導力育成の
機会に参加したいと思わせます。本ガイドの目的は、新会員オ
リエンテーションを効果的に行えるよう、オリエンテーションの
講師を支援することです。内容は「新会員オリエンテーション・
ガイド」のカリキュラムに沿っており、所々に「講師のヒント」が
織り込まれています。

以下の手順は、新会員オリエンテーションを効果的に行うた
めに役立つはずです。
•		オリエンテーションに参加する各新会員に、「誘ってみよう！
クラブのための新会員勧誘ガイド	」	に含まれる「新会員アン
ケート」に答えてもらう。

 •  新会員オリエンテーションの講師は、研修に先立ってア
ンケートに対する各会員の答えを確認し、それに合わせ
てオリエンテーションの内容を組み立てるべきです。

•		新会員オリエンテーションは誰が行うかを決定する。この人
物は、オリエンテーションの講師を務めることになります。新
会員に研修と指導を提供する技量と意欲を持ち合わせた、
経験豊富で人望の厚いライオンであるべきです。以下のよう
な人々を考慮し、クラブにとって最適な人物を選ぶとよいで
しょう。

 • 	新会員のスポンサー：多くのクラブでは、スポンサーが新
会員の研修を担当します。新会員ごとにスポンサーが異
なっていても、すべてのオリエンテーションで同じ内容が
扱われるよう、スポンサーには必ず本ガイドの形式に従
ってもらいます。本ガイドには、オリエンテーションで扱う
べき項目のチェックリストが添えられています。

 •  メンター：基礎メンター・プログラムと並行してオリエン
テーションを実施する場合には、メンター・ライオンが新
会員オリエンテーションの講師を兼務することができま
す。新会員ごとにメンターが異なっていても、すべてのオ
リエンテーションで同じ内容が扱われるよう、メンターに
は必ず本ガイドの形式に従ってもらいます。本ガイドに
は、オリエンテーションで扱うべき項目のチェックリスト
が添えられています。それらは同時に、新会員が基礎メン
ター・プログラムのレベル1を修了するための要件でもあ
ります。新会員のスポンサーがメンターも務めるケース
も多くあります。

 

•  専任のオリエンテーション講師	：	クラブ会員の1人に、新会
員オリエンテーションを一手に引き受けてもらうこともできま
す。この形式では、すべての新会員が同じ情報を受け取るこ
とになります。 

•		オリエンテーション講師チーム：オリエンテーションの講師を
1人に決めるのではなく、複数の講師で構成されるチームを
設けてもよいでしょう。例えば、会員委員長、クラブ会長、PR委
員長などに、それぞれの専門分野に応じてオリエンテーショ
ンの異なった部分を担当してもらいます 。
•		オリエンテーションの実施方法を決定する。新会員オリエン

テーションには以下のようにさまざまなやり方があり、クラブ
と新会員にとって最も効果的な形式を選ぶとよいでしょう。

 •  １回のセッション：１日で「新会員オリエンテーション・ガ
イド」の内容すべてを取り上げる方法です。オリエンテー
ションを受けさせるべき新会員が一度に複数いる場合に
は、この方法が効果的です。

 •  数回のセッション	：	オリエンテーションを2～3回に分け
て行えば、「所属クラブ」「地区・複合地区」「ライオンズク
ラブ国際協会」など、内容を短く扱いやすい単位に分け
て学習することができます。

•			オリエンテーションの回数に加えて、新会員に情報を提供す
る最善の方法を決定する。

 •  新会員オリエンテーション・パワーポイント（ME-13b）を
役立てることを検討ししてください。国際協会が作成した
スライドで、「ライオンズ新会員オリエンテーション・ガイ
ド」と併せて利用できます。スライドの一部にはクラブ固
有の情報を組み入れる箇所があり、講師が入力する必要
があります。

 •  コンピューターを用意することも考えましょう。国際協
会、クラブ、地区のウェブサイトのセクションを見せれば、
新会員はオリエンテーションが終わってからも、どこで情
報を探せばよいか分かります。

 •  新会員オリエンテーションのカリキュラムの一部を、クラ
ブ例会で役立ててもよいでしょう。そうすれば、すべての
会員が理解を新たにする機会になります。
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•		新会員用の資料一式を用意する。新会員にとって重要な資
料一式を揃えておくことは、非常に重要な手順です。オリエン
テーションでの教材として役立つ上に、その後も疑問が生じ
た時に参照できるため、新会員にとって欠かせないものとな
るはずです。一式に含めるべき資料としては、例えば以下が
挙げられます。
	 •		新会員オリエンテーション・ガイド（ME-13a）：  

「新会員オリエンテーション・ガイド」は、オリエンテ
ーションの実施方法に関する説明と講師用のヒント
を除けば、本「新会員オリエンテーション研修ガイド」
とほぼ同じ内容となっています。新会員がオリエンテ
ーションで使用し、メモを取ることができるよう、会員部

（memberops@lionsclubs.org）にご注文いただくか、
国際協会ウェブサイトで「ME-13a」を検索してダウンロー
ドしてください。

	 •		新会員入会キット：ライオンズクラブ国際協会OSEAL調
整事務局から取り寄せることができます。キットには、新
会員ウェルカムブック、会員証書、ステッカー、ラペルピ
ン、インクペンが含まれており、スポンサー用の特別なラ
ペルピンとスポンサー証書も添えられています。

	 •		基礎メンター・ガイド（ME-11）：	基礎メンター・プログ
ラムと並行して新会員オリエンテーションを行う場合
は、新会員とメンターに必ずこのガイドを渡しましょう。

「基礎メンター・ガイド」は、会員部（membership@
lionsclubs.org）に注文するか、国際協会ウェブサイトか
らダウンロードすることで入手できます。

 •  連絡先情報：クラブ役員の連絡先、例会の会場に関する
情報、クラブ・地区・国際協会の各ウェブサイトアドレスを
記載した一覧表を作成します。クラブや地区の名簿を同
封してもよいでしょう。

 •  クラブ会報	：	クラブ会報を見れば、クラブが取り組んで
いる事業の種類や今後の行事について把握できます。

 • 	ファクトシート：新会員には、クラブ・地区/複合地区・
国際本部に関する「ファクトシート」（概要）を提供す
べきです。「ライオンズクラブ国際協会ファクトシート」
は、lionsclubs.orgのリソースセンターで入手できます。

	 •		ライオン誌	：	ライオン誌を渡せば、新会員は世界各地の
クラブのストーリーを読むことができます。

	 •		参考資料：カリキュラム全体を通じて、新会員に追加情
報を提供するための参考資料が紹介されています。
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新会員オリエンテー 
ションのカリキュラム

ライオンズとは
ライオンズは、自らの住む地域で、そして世界で、他者へ
の奉仕に献身する男女の集まりです。200を超える国と地
域に存在する48,000クラブ、140万人余りの会員は多くの
点で異なりますが、「コミュニティとは自分たちが作るも
の」という基本的信念を共有しています。人道奉仕だけで
なく、仲間との交流やリーダーシップ・スキルの向上など
も、ライオンズの特色です。
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。
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。
モットー：「われわれは奉仕する」
スローガン：「Liberty, Intelligence, Our Nation’s 
Safety（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全
をはかる）」
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、福祉及び公徳心の向上に

積極的関心を示す。
 •  友情、親善、相互理解の絆によってクラブ間の融和

を図る。
 •  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。

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
を避けること。
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所属クラブ

歴史
クラブの歴史を知ることは新会員にとって、クラブに対する
真の所属意識を持つために重要です。オリエンテーション
の講師が、クラブの歴史を詳しく説明してくれるでしょう。
あなたがクラブのチャーターメンバーであるなら、仲間たち
とともに、ご自身でクラブの歴史を築いていくことになりま
す。

講師のヒント：

�➩   クラブの結成年、目覚ましい功績やアワード、特筆すべ
き奉仕事業、新会員にとって重要と思われるその他の
情報を含めて、新会員にクラブの歴史を詳しく説明し
てください。資料を作成するか、「新会員オリエンテー
ション・パワーポイント」を使って情報を伝えるとよいで
しょう。

クラブ役員
理事会とも呼ばれるクラブの役員は、会長、前会長、副会長

（複数の場合あり）、幹事、会計、奉仕委員長、マーケティン
グ委員長、会員委員長、その他です。役員は毎年選出され、
任期は国際協会の年度（7月1日～6月30日）と重なります。
ライオンズクラブの業務の大半は、会長が任命する委員会
によって遂行されます。 
クラブのリーダーとしては、以下が挙げられます。
 •		会長：会長はクラブの最高執行役員を務め、クラブと

理事会のすべての会合を主宰します。また、クラブ奉仕
委員長、クラブ会員委員長、指導力育成委員長（クラブ
副会長が兼任）で構成されるクラブ・グローバル・アク
ション・チームのファシリテーターも務めます。さらに、
クラブの付則や規定に従って例会と特別会議を招集
し、議事次第を立案し、各委員会の活動状況が確実に
報告されるようにします。通常の選挙が正式に決定さ
れ、通知され、実施されるよう監督することも、会長の
責任です。また、クラブが所属するゾーンの地区ガバナ
ー諮問委員会の正規メンバーとして、同委員会に協力
します。

  • 	前会長：前会長は、必要に応じて現クラブ会長を支援
し、助言を与えます。また、クラブのライオンズクラブ国
際財団（LCIF）コーディネーターも務めます。
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 • 	副会長（複数の場合あり）：会長が何らかの理由でその任
務を遂行できない場合には、副会長が順位に従ってその
職に就き、会長と同じ権限をもってその任務を果たしま
す。各副会長は、会長の指示に従い、クラブのさまざまな
委員会の活動を監督します。また、クラブ・グローバル・ア
クション・チームのメンバーとして、クラブ指導力育成委員
長も兼務します。クラブ指導力育成委員長の役割は、会員
の研修が特定・伝達・奨励され、会員の満足感と維持につ
ながるようにすることです。

 •  幹事：会長と理事会の指導監督の下、クラブと地区・国際
本部間の連絡役を務めます。幹事の責任としては、報告書
の提出、クラブ記録の管理、クラブ会員に対する財務諸表
の発行などが挙げられます。

 •  会計：会計は、クラブの財務すべてに責任を負います。そ
の任務としては、幹事からすべての金銭を預かりクラブの
債務を支払うこと、財務記録を管理すること、財務諸表を
作成すること、財務報告書を提出するなどが挙げられま
す。

 •  会員委員長：会員委員長は、クラブのグローバル・アクショ
ン・チームのメンバーです。その任務としては、年間の会員
増強目標と行動計画を立てて新会員を勧誘し、現会員の
満足度を高めること、新会員が確実に効果的なオリエン
テーションを受けるようにすること、地区が主催するグロ
ーバル会員増強チームの会議に参加することなどが挙げ
られます。 

 •  マーケティング・コミュニケーション委員長：マーケティン
グ・コミュニケーション委員長の責任は、クラブに対する地
域社会の認識を高めるとともに、クラブの活動について会
員に十分に伝えておくことです。その任務としては、報道機
関・ソーシャルメディア・その他の有効な手段を通してクラ
ブをPRすることや、効果的な通信物を通してクラブ会員が
クラブ活動に参加するよう促すことなどが挙げられます。

 

•  奉仕委員長：奉仕委員長は、クラブ・グローバル・アクション・
チームのメンバーです。その責任には、地区グローバル奉仕
チームと協力し、国際協会のグローバル重点分野に沿った年
間の奉仕目標を伝達・設定することが含まれます。さらに、地
域社会のニーズを見極め、クラブの活動がそれに沿ったもの
となるようにすることも、奉仕委員長の責任です。
委員会：多くのクラブでは、すべての会員が何らかの委員会に
所属しています。委員への就任は会員としての重要な役割の
一つであり、全力を尽くす価値があります。運営委員会として
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、指導力育成などの委員会が挙げられま
す。事業委員会は一般に、主なライオンズの活動に沿って設け
られています。クラブの事業と活動は、各委員長の指揮の下、
クラブの委員会によって提案・進行されます。一般に、会長が
会員と相談の上、委員長と委員を任命します。各委員会の委
員長は定期的に委員会会議を招集すべきです。また、委員会
業務の進捗状況を役員と理事に報告するため、理事会会議へ
の出席を求められることがあります。

	講師のヒント：

  �➩    可能であれば、クラブの役員を新会員に紹介してくだ
さい。ライオン・テーマーやテール・ツイスターなどの任
意の役員も含めて、各役員の職責を説明します。また、
クラブで設けているすべての委員会について把握さ
せ、どの委員会に参加したいかも尋ねましょう。参考資
料：標準版ライオンズクラブ会則及び付則（LA-2）

伝統
ライオンズ・ソングの斉唱、黄色いベストの着用など、クラブに
はさまざまな伝統があります。オリエンテーションの講師が、ク
ラブの伝統について説明してくれるでしょう。 

講師のヒント：

  �➩   新会員に、クラブで受け継がれている伝統について説
明します。その理由と経緯が理解できれば、彼らも受け
入れて参加しやすくなるでしょう。
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選挙
クラブの役員は全員、7月1日から始まる任期に向けて毎年選
挙で選ばれます。 3月頃になると、クラブ会長が指名委員会を
任命します。この委員会は、4月にクラブが票決する各クラブ役
員の候補者を検討し、選定します。

アワード
ライオンズは、奉仕すること自体が喜びであると考えています
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のはまだまだ先のことと思わ
れるかもしれませんが、入会直後から目指すことのできるアワ
ードもあります。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には、アワードが
授与されます。いずれも、入会後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、優れた指導力に対するアワードもあり
ます。
奉仕活動や会員増強活動に対し、クラブレベルで会員に贈ら
れるアワードとしては、以下が挙げられます。
 •  会員キー賞：会員キー賞は、会員増強における効果的な

勧誘活動の重要性を認め、一人のライオンがスポンサー
となって入会させ、その後1年と1日以上在籍している新
会員の数に基づき贈られます。

 •		シェブロン：ライオンズクラブ国際協会は、会員の周年記
念をシェブロン・アワードによってたたえます。シェブロン
は、入会後10年目から5年刻みで贈られます。

 •  会員のスポンサーに対する表彰：誰かをクラブに招請し
て入会させた会員は、特別なスポンサーピンとスポンサ
ー証書によって表彰されます。新会員がキー賞に向けて
加算されるには、同会員が1年と１日以上在籍している必
要があります。

 •  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、新クラブの結成に最も大きく貢献したとして、その年
度の地区ガバナーの推薦を受けた2名のライオンズに授
与されます。受賞者として推薦されたライオンは、最初の5
つのクラブの結成に対して、それぞれ一つのメダルを贈ら
れます。その後は、10、15、20、25、30、40、50、75、100、150
のクラブを結成する度に、アワードのレベルが上がってい
きます。本アワードを受賞できるのは、地区ガバナー、新チ
ャーターメンバー、国際協会駐在員を除き、転籍チャータ
ーメンバーを含むすべてのライオンです。エクステンショ
ン・アワードは、結成から1年と1日が経過した時点でその
クラブがグッドスタンディングであった場合に、受賞者に授
与されます。

多くのクラブと地区では、会員の功績をたたえる独自の表彰プ
ログラムも設けています。さらに、クラブ役員の功績も、さまざ
まなアワードで表彰されます。例えば、会員満足度向上アワー
ドは、年度を通じて会員を純増させ、既存の会員を維持したク
ラブに授与されます。

講師のヒント：

 �➩  クラブや地区で独自の表彰プログラムを設けている場合に
は、それらの受賞条件について新会員に説明します。

奉仕活動と資金獲得活動
多くのクラブと地区には、毎年行っている主要奉仕事業があり
ます。オリエンテーションの講師が、クラブの事業と新会員が
貢献する方法について説明してくれるでしょう。

	講師のヒント：

�➩  現在クラブが取り組んでいる奉仕事業と、新会員が貢献で
きる方法について説明してください。クラブや地区に主要奉
仕事業があるなら、その内容についても伝えます。過去の事
業の写真を見せてもよいでしょう。また、新しい奉仕のアイ
ディアはないか、新会員に聞いてみてください。

会員
ライオンズクラブの会員になると、友情で固く結ばれた仲間た
ちとともに、他者への奉仕という共通の目標に邁進していく機
会が得られます。また、他者に対する同じ気遣いを通じて、地
域社会と国際社会を改善しながら、重要な個人的・専門的ス
キルを高めていくことができます。新会員に期待されるのは、
できる限りの時間と労力を惜しみなく注ぎ、クラブ例会に出席
し、委員会の業務を引き受け、ライオンズの目標と目的への理
解を深め、クラブ役員を支援することです。
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ライオンズクラブの会員であることには、以下のように数々の
メリットがあります。

 •  献身的に他者に奉仕する人々の世界規模のコミュニティ
に参加できる。

 •  世界中のボランティアの支援体制と、ライオンズの奉仕を
強化するためにスタッフが提供するツールを利用できる。

 •  新しいリーダーシップ・スキルを養い、それらを実践に移す
ことができる。

 •  奉仕することの充実感と、恵まれない人々を支援すること
の喜びを味わえる。

 •  地域社会と国際社会双方のリーダーと交流できる。
 •  奉仕の志を持った他の人々と友情や仲間意識を育める。
 •  ライオンズの一員として、地域社会で尊敬や信頼を集める

ことができる。

クラブでは、会員増強活動の一貫性が確保されるよう、3名で
構成される「会員委員会」を設けることができます。委員は3年
任期で選出され、1年目から順次委員、副委員長、委員長を務
めます。1年が終了すると、会員委員長だけが委員会を退任し
ます。副委員長は会員委員長に繰り上がり、残る委員が副委
員長となります。そして、新たに1名のライオンが、空席を埋め
るべく委員として選出されます。委員はこの体制によって経験
を積むことができ、クラブにとって不可欠な会員関連活動に一
貫性が生まれます。

例会
ライオンズクラブ国際協会は、クラブが例会を開くことを推奨
しています。正会員は全員、例会に欠かさず出席すべきです。 

講師のヒント：

�➩  クラブ例会の日時・場所・頻度と、例会で会員に求められる
ことについて、新会員に明確に伝えましょう。

会費
会員は、クラブ会費、地区会費、複合地区会費、そして国際会
費を支払います。各クラブでは入会費と年会費を設定してお
り、これらはクラブの運営に充てられます。43ドルの国際会費
は会員のために用いられ、ライオン誌の購読、オンライン/対面
での指導力育成研修、法律顧問、保険加入、会員へのMyLion
の提供といった経費に充てられます。モバイルとウェブ双方の
アプリMyLionは、会員が奉仕を見つけて共有し、世界中の仲
間とつながることができるよう設計されています。

講師のヒント：

�➩  1年に支払うことになる会費の金額、支払いの期日、支払い
先について、新会員に伝えます。会費はどこに行くのか、とい
う質問が出るかもしれませんので、国際会費、複合地区会
費、地区会費、クラブ会費に分けて伝えるとよいでしょう。ク
ラブ会費については、その使い途を明確に説明すべきです。

予算
クラブの予算は、事業予算と運営予算の2種類に分けられま
す。事業資金とは、クラブが事業を通じて一般から集めた資金
であり、その用途は地域社会や公共のニーズを満たすための
事業に限定されています。運営予算はクラブの運営に充てら
れるもので、主にクラブ会費を資金源としています。

コミュニケーション
クラブはさまざまな方法で会員に情報を伝達しています。オリ
エンテーションの講師が、以下のようなクラブの情報伝達手段
について説明してくれるでしょう。ただし、これらに限定される
ものではありません。
 • クラブ会報
 • クラブのウェブサイトまたはEクラブハウス
 • フェイスブックページなど、クラブのSNSページ

講師のヒント：

�➩  新会員が自分たちにはどのような情報が提供され、疑問が
生じたらどこを確認すればよいかを把握できるよう、あらゆ
る情報伝達手段と情報源について説明してください。クラ
ブのウェブサイト、Eクラブハウス、フェイスブックページな
ど、クラブがインターネット上で運営しているページがあれ
ば、そのすべてを新会員に見せるようにしてください。
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地区および複合地区

組織体制
クラブは地区を介して、ライオンズクラブ国際協会というより
広い世界へとつながっています。世界中のライオンズクラブは
約750の地区に分けられています。それぞれの地区には、35以
上のクラブと1,250人以上の会員が存在します。地区ごとに1
年任期の地区ガバナーが選出され、地区全体でライオンズの
奉仕の使命が達成されるようにする責任を負っています。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
副地区ガバナーで構成される地区ガバナー・チームが共同で
担います。このチームは力を合わせて地区運営の全般を監督
し、チームの戦略を立て、新会員の招請や新クラブの結成を促
します。地区ガバナーはまた、キャビネット幹事兼会計を含む
他の地区役員の監督にも当たります。地区キャビネットは、地
区役員と各種委員会の委員長で構成されます。クラブの会長
と幹事は地区キャビネットと頻繁に連絡を取り合い、非公式の
諮問委員会としての役割を果たします。
規模の大きい地区はリジョン（10～16クラブ）に分けられ、さ
らに各リジョンがゾーン（4～8クラブ）に分けられていることが
あります。このような地区では、リジョン・チェアパーソンやゾー
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。 
複合地区は一定の領域内にある二つ以上の地区で構成され、
その境界は一般に、国、都道府県、州などの行政区分と一致し
ます。独立している地区は単一地区と呼ばれています。国際協
会の規定に基づき、各複合地区は区域内の業務運営を監督す
るとともに、それぞれの複合地区会則及び付則に従い役員の
選出、会議の開催、資金の運用管理、支払いの承認、その他の
運営権限を行使できます。

地区および複合地区の役員としては、以下が挙げられます。
 •  地区ガバナー：地区ガバナーは、地区の最高運営責任

者です。地区大会で選出され、1年間の任期を務めます。
新ガバナーは国際大会の閉会と同時に就任します。地
区ガバナーの責任は以下の通りです。

  •    地区グローバル・アクション・チームのファシリテータ
ーを務める。

  • 本協会の目的を推進する。
  •  ライオンズクラブ国際財団を支援および推進する。
  •  地区大会、キャビネット会議、その他の地区会議に出

席した場合には、その議長を務める。
  •  国際理事会が求めるその他の任務を遂行する。
 •  第一副地区ガバナー：第一副地区ガバナーは、会員増

強、新クラブ結成、地区行事の推進において地区ガバナ
ーを補佐します。副地区ガバナーの具体的な責任は以
下の通りです。

  • 本協会の目的を推進する。
  •  地区ガバナー・チームとグローバル会員増強チーム

の主な連絡役を務め、地区内で会員が増加し、新ク
ラブが結成され、既存クラブが確実に成功するよう
積極的に働きかける。 

  •  地区ガバナー、第二副地区ガバナー、グローバル指
導力育成チームと協力して地区全体の指導力育成
計画を策定・実施する。

  •  地区ガバナー職に空席が生じた場合、その任務と責
任を果たすことができるよう、地区ガバナーの任務
を心得ておく。 

  • 地区予算の編成に参加する。
  •  地区ガバナーが定めるその他の任務および業務を

遂行する。
 • 	第二副地区ガバナー： 第二副地区ガバナーは、会員維

持と、国際協会の各種プログラムに対する会員の認識
向上において地区ガバナーを補佐します。また、グロー
バル指導力育成チームと地区ガバナー・チームの連絡
役も務めます。
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•  キャビネット幹事/会計：キャビネット幹事兼会計は、地区ガ
バナーの監督の下、地区の議事録、報告書、資金の記録と管
理に責任を負います。

•  リジョン・チェアパーソン	：	この役職の設置は任意です。キャ
ビネットの一員として通常地区ガバナーから任命を受けます
が、選挙で選ぶ地区もあります。リジョン・チェアパーソンは、
地区ガバナーの指導監督の下、リジョンの最高運営責任者を
務めます。 
 
その任務としては、リジョン内のゾーン・チェアパーソンの監
督、地区ガバナーによって割り当てられた地区委員会の監
督、新クラブの結成、弱体クラブの強化などが挙げられます。

•  地区委員長：地区委員会の委員長は、地区ガバナー、リジョ
ン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパーソンが各区域内のクラ
ブと連携できるよう支援します。地区ガバナーの判断で下記
以外の地区委員長を加えることもできますが、国際協会が公
式に設けている地区委員長職は以下の通りです。

 • 大会 
 • 名誉
 • 情報テクノロジー
 • 糖尿病
 • 環境
 • 国際関係
 • レオクラブ
 • 平和ポスター・コンテスト
 •  PR及びライオンズ情報 （マーケティング・コミュニケ

ーション） 
 • リーディング・アクション・プログラム
 • 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）
 • ライオンズクエスト

•  ゾーン・チェアパーソン：ゾーン・チェアパーソンは地区ガバ
ナーおよび/またはリジョン・チェアパーソンの指導監督の
下、ゾーンの最高運営責任者を務めます。その責任は、ゾーン
内の地区ガバナー諮問委員会の委員長を務めること、新ク
ラブの結成に積極的に取り組むこと、ゾーン内の全クラブの
活動や状態を報告することです。キャビネットの一員として通
常地区ガバナーから任命を受けますが、選挙で選ぶ地区も
あります。

• 	協議会議長： ライオンズクラブ国際会則に基づき、複合地区
内のガバナーはガバナー協議会を構成します。協議会には
前地区ガバナーを1人以上加えることができますが、その総
数が地区ガバナー総数の半数を超えることはありません。メ
ンバーはそれぞれ、協議会の議決を要する各事項について 
1票の投票権を持ちます。協議会には国際協会の現/元国際
会長、国際副会長、現/元国際理事も顧問として加えることが
できますが、投票権はありません。

•  グローバル・アクション・チーム：グローバル・アクション・チー
ムは、ライオンズのネットワーク全体をクラブのために活用し
ようとするものです。チームワークが重要であり、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、グローバル
奉仕チームが全体としてクラブを支援するという体制です。ボ
トムアップの総合的アプローチを取ることで、クラブのあらゆ
る側面の活性化が可能となります。 

 •  地区グローバル・アクション・チーム・ファシリテーター 
（地区ガバナー）：地区の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、グローバル奉仕チーム
のコーディネーターが協力し、熟練したリーダーの育成、
会員増強、地区の人道奉仕拡大への計画を立てて遂行
するよう取り計らいます。 

 •  地区グローバル会員増強チーム（GMT）コーディネータ
ー：地区が力強く安定的に会員増強に取り組むよう、推
進力としての役割を果たします。

 •  地区グローバル指導力育成チーム（GLT）コーディネータ
ー：地区が力強く安定的に優れたリーダーの育成と意欲
喚起に取り組むよう、推進力としての役割を果たします。 

 •  地区グローバル奉仕チーム（GST）コーディネーター：能
力強化のリソースをリジョン、ゾーン、クラブの奉仕委員
長に提供することで、ライオンズが各地域社会の優先的
なニーズを満たし、インパクトのある奉仕を拡大して会
員の体験を高められるようにします。

	講師のヒント：

  �➩  新会員に、地区と複合地区の区別を説明してくだ
さい。地区役員の名前を知っているなら、その情報
も伝えます。ライオンになって日の浅いうちは、略
語の使用にも注意が必要です。GMT（グローバル
会員増強チーム）などの略語が何を意味している
か、新会員に確実に理解させましょう。
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地区大会
時に複合地区大会の一部として開かれる年次地区大会は、地
区の主要な審議機関です。地区大会の目的としては、一般的
な地区業務の遂行、地区の問題への対処、決議の採択、地区
ガバナーその他の地区選出役員の選挙、大会開催地の票決、
セミナーの実施、地区にとって重要な行事の開催、地区内のラ
イオンズの交流などが挙げられます。

講師のヒント：

 �➩  地区大会に出席した時の体験談を新会員に語り、参加
を奨励してください。すでに次回大会の詳細が決まっ
ている場合には、その情報も伝えます。

コミュニケーション
地区や複合地区はさまざまな方法で会員に情報を伝達してい
ます。オリエンテーションの講師が、以下のような地区の情報
伝達手段について説明してくれるでしょう。ただし、これらに限
定されるものではありません。
 • 地区/複合地区会報
 • 地区/複合地区ウェブサイト
 • 地区/複合地区マガジン

	講師のヒント：

 �➩  新会員が自分たちにはどのような情報が提供され、疑
問が生じたらどこを確認すればよいかを把握できるよ
う、あらゆる情報伝達手段と情報源について説明して
ください。地区や複合地区のウェブサイトも見せましょ
う。 

参考資料：
 • 地区会則及び付則（LA-4） 
 • 複合地区会則及び付則（LA-5）
 • 地区名簿
 • 地区/複合地区会報や地区/複合地区マガジンの見本

ライオンズクラブ国際協会
（LCI）

歴史
ライオンズクラブ国際協会の栄えある歴史は、今日ライオンズ
クラブが行っているほぼあらゆる活動の基礎となっています。
慎ましい協会の誕生から視力保護の取り組みへの誓いに至
るまで、私たちの人道奉仕のすべてには確固とした土台があ
ります。ライオンズの歴史を知り理解することで、全体像を把
握し、地域奉仕への決意をますます固くすることができるでし
ょう。
1917年以来、ライオンズは人々を援助してきました。この年、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、職業倫理の追求と
いう本来の目的の枠を超えるよう呼びかけました。他者への
無私無欲の奉仕がより良い地域社会、ひいては万人にとって
より良い世界を作ることにつながるのだと、仲間たちを説得し
たのです。
彼はまた、個々のクラブがネットワークを結んで協力し合え
ば、単独で行動する以上のことを成し遂げられる、と考えてい
ました。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。ここ
で、ライオンズクラブ協会が誕生したのです。その年のうちに米
国テキサス州ダラスで大会が開催され、会則、付則、そして道
徳綱領が承認されます。結成されて間もなかったこの団体は、
わずか3年後の1920年にカナダ・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。
協会の奉仕への決意におそらく最大の影響を与えた出来事と
いえば、1925年、米国オハイオ州シダーポイントで行われた国
際大会においてヘレン・ケラーがライオンズの前で行った講演
でしょう。この時、彼女はライオンズに「盲人のために暗闇と闘
う騎士」となるよう呼びかけました。
協会は国際協調における役割も高めていき、1945年には国
際連合憲章の草案作成への協力を最初に求められた非政府
組織の一つとなりました。それ以来、国連の活動を支援してい
ます。 
1957年には、ボランティア活動を通じて世界の青少年に個人
的成長の機会を与えるレオ・プログラムが設けられました。
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1968年になると、世界的規模、また地域で行われる大規模な
人道奉仕事業に取り組むライオンズを援助すべく、ライオンズ
クラブ国際財団（LCIF）が設立されます。ライオンズはLCIFを通
して、各地域社会と国際社会のニーズを満たしています。
1987年、ライオンズクラブ国際協会は大規模な奉仕クラブ団
体としては初めて、女性を会員として迎え入れました。
1990年には、その歴史上最も積極的な視力保護活動「視力フ
ァースト」を開始。このプログラムは、既存の医療と切実に必
要とされながらもいまだに不足している医療の格差を縮める
ことで、世界から予防・治療可能な失明をなくそうとするもの
です。
創設から100年余り経った今、ライオンズクラブ国際協会は世
界の隅々まで広がり、そのビジョン、品位、「われわれは奉仕す
る」のモットーへの献身は、各地で歓迎され尊敬を集めていま
す。

豆知識：初代会長として選出されたのは、米国インディアナ州
エバンズビル出身のW.P.ウッズでした。

「ライオンズ」の名称の由来
1917年6月17日、メルビン・ジョーンズの招きを受けて、各団
体の代表がシカゴに集まりました。その目的はただ一つ、新た
に結成される組織の名前を決めることでした。メルビン・ジョ
ーンズは、新しい組織をライオンズと名付けることを提案しま
した。無記名投票の結果、複数の候補の中から「ライオンズ」
が選ばれました。ライオンは強さ、勇気、忠誠、活動力を象徴
する、と考えられたためでした。協会の正式名称は、ライオン
ズクラブ国際協会（「The International Association of Lions 
Clubs」あるいは「Lions Clubs International」）です。

ロゴ
ライオンズの紋章（ロゴ）は、世界でもよく知られ、尊敬されて
いるシンボルです。時代とともに変更されてきましたが、基本
的なデザインは1919年にさかのぼります。金色の輪で囲まれ
た青地に金色の「L」の文字が置かれています。この輪の両側
はライオンの横顔でかたどられ、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。
クラブや会員は国際協会のウェブサイトから各種の紋章をダ
ウンロードして利用できますが、紋章は大半の国で登録商標
となっており、「ライオンズクラブ国際協会の商標に関する方
針」（国際協会ウェブサイトに掲載）に従ってのみ使用されなけ
ればなりませんので、ご注意ください。
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組織体制
国際執行役員である国際会長、第一副会長、第二副会長、第
三副会長、前国際会長は、責任を持って方針を実施するととも
に、世界中の会員を鼓舞するリーダーとしての役割を果たしま
す。国際執行役員は就任の3年前に選出され、順次第三副会
長、第二副会長、第一副会長を務めた後、会長となります。
国際理事会は国際協会の管理運営機関です。世界各地を代表
する34人のメンバーが年に4回会議を開き、国際協会の方針
を決定します。また、理事会は以下の業務も行います。
 • 国際協会の各種現行プログラムを監視する
 •  国際協会の国際役員および委員会を監督する
 •  国際協会のあらゆる業務、資産、資金を管理する
 •  各会計年度（7月1日～6月30日）の予算を作成および承

認する

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。
国際役員と国際理事会は、理事会アポインティの支援を受け
ます。彼らは実績のある優れたライオンで、国際会長から権限
を与えられて特定の委員会の委員や委員長を務め、具体的な
任務を遂行します。
個々の会員はクラブに属しますが、各クラブは協会に属しま
す。つまり、理事や国際役員を選出する場合や、国際会則及び
付則を改定または変更する場合に、代議員を通じて必要な票
を投じるのは個々のクラブである、ということです。
グッドスタンディングのすべてのライオンズクラブには、会員数
に関係なく、投票のため最低1人の代議員と1人の補欠代議員
を国際大会に送る資格があります。規定により25人の会員ま
たはその過半の端数ごとに1人の代議員あるいは補欠代議員
を送ることができるため、ほとんどのクラブは1票以上の投票
権を持っています。代議員は、クラブの理事会によって任命さ
れるか、会員の選挙で選ばれます。
国際大会では、代議員が翌年度（7月1日～6月30日）に任務を
遂行する国際役員と国際理事を選出します。会則により、第三
副会長職の候補のみが選挙を争うこととなり、他の役員は毎
年、国際会長になるまで次の役職に繰り上がることになりま
す。前年度の国際会長も協会の役員であり、同時にライオンズ
クラブ国際財団理事会の理事長を務めます。
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組織統治
方針の策定と実施
管理支援

ライオンズクラブ国際協会組織図

理事会
運営の指針となる全体的な方針を定めることにより、協会をその目標の達

成へと方向付ける

執行委員会
国際理事会の会期中を除き、理事会に代わって

職務を遂行する

会長
ライオンズクラブ国際協会の目的の推進に向けて協会の方針を遂行し、運

営を管理する

ライオンズクラブ国際協会本部
国際本部とスタッフを管理

代議員 代議員 代議員

ライオンズクラブ ライオンズクラブ

年次大会

ライオンズクラブ

第一副地区
ガバナー

リジョン・チェアパーソン
（任意）

諮問委員会

キャビネット
幹事/会計

ゾーン・チェアパーソンゾーン・チェアパーソン

第二副地区
ガバナー

地区ガバナー
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国際会則及び付則
ライオンズクラブ国際協会では会則及び付則を設けることで、
協会の運営を統制し、機能の指針となる規則を定めています。
この文書に従い、標準的なクラブの付則が発行されます。

国際大会
ライオンズクラブ国際大会は、6月下旬または7月上旬に開催
される協会の最も重要な行事です。毎年世界各地から何千人
ものライオンズが集まり、業務、研修、祝賀、交流の1週間を過
ごします。 
国際大会に参加することで、恵まれない人々への献身の意を
新たにし、世界中のライオンズと交流し、ライオンとして全力を
発揮できるよう新しいヒントやテクニックを習得し、国際役員
や国際理事を選出し、役立つ情報資料を入手できます。また、
クラブを改善し、ライオンとしての力を高めるために役立つ多
種多様なワークショップやセミナーにも参加できます。さらに、
世界中の仲間との友情が、多彩な式典や非公式の集まりによ
って記念され、開催都市を練り歩く華やかなパレードで強調さ
れます。

国際本部
ライオンズクラブ国際本部は米国イリノイ州、シカゴ郊外のオ
ークブルックにあります。そこでは事務総長率いるおよそ275
人の専門スタッフが、国際役員や国際理事会と密接に連携し
ながら、ライオンズクラブがその奉仕の使命を地域的・世界的
に推進できるよう支援しています。国際本部は協会の中心的
な運営基盤であり、情報源です。
新クラブのチャーター発行、会員へのパンフレット、アクティビ
ティ・ガイド、ニュースレター等の配布、協会のあらゆる記録の
維持管理など、ライオンズに対する数々のサービスが、この本
部を通じて提供されています。こうしたサービスや支援には、
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、ヒンディー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポル
トガル語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語の13言
語が使われています。 
国際本部の運営責任は、11の部によって分担されています。す
なわち、大会部、地区及びクラブ行政部、財務部、情報テクノロ
ジー部、リーダーシップ開発部、法律部、ライオンズクラブ国際
財団、マーケティング部、会員部、会員オペレーション及びサポ
ート部、および奉仕事業部です。

国際本部は月曜日から金曜日の午前8時～午後4時30分（米
国中部標準時）、ライオンズと一般の方々に業務を提供してい
ます。
Lions Clubs International
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
+1 630 571 5466
www.lionsclubs.org

ライオンズクラブ国際財団
ライオンズクラブ国際財団（LCIF）は、ライオンズクラブ国際協
会の慈善部門として1968年に設立されました。その目的は、
世界的な問題に取り組み、ライオンズが各地で行う大規模な
人道奉仕事業を支援することにより、国際協会の使命を新た
な高みへと引き上げることです。LCIFの歴史は、インパクトの
大きな事業、有意義なパートナーシップ、ライオンズの優しさ、
思いやり、不断の努力に満ちています。LCIFはあなたの財団で
あり、継続的に支援することにより、ともに末永く世界中の人
々の暮らしを改善し続けることができるのです。
LCIF は日々、「人道奉仕事業をおこない地域と世界に希望を
もたらすライオンズとそのパートナーの取り組みを、交付金を
通じて支援する」ために取り組んでいます。
過去1世紀にわたり、ライオンズは一丸となって各地域社会の
ニーズを満たしてきました。この使命には強い説得力があり、
不可欠なものであったからこそ、私たちは世界最大の奉仕組
織に成長し、200を超える国と地域で人々を支援しているので
す。私たちが世界中に残してきた足跡と草の根アプローチは、
各地の課題に効果的、効率的に取り組むことを可能にしてい
ます。国際財団LCIFの資金と専門知識を含めた私たちの莫大
なリソースは、世界規模で変化をもたらす力を与えてくれてい
ます。
LCIFは世界中のライオンズの奉仕に力を与える唯一の財団で
あり、1968年以来10億ドル余りの交付金を提供してきました。
私たちはともに希望をもたらし、暮らしにインパクトを及ぼし
ています。過去50年にわたるその成果は以下の通りです。
 •   視力ファースト・プログラムを通して数百万人の回避可

能な失明を予防。このプログラムを通して910万件の白
内障手術が行われ、300万人余りの眼科医その他の医
療従事者が研修を受け、数百件の眼科医療施設が改善
されています。

 •  100カ国余りの1,700万人を超える生徒に有益な学習環
境を提供。

 •  今日までに4,600件余りの災害援助交付金を提供し、自
然災害の被災地の緊急ニーズと長期的なニーズに対
応。
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 •  1億人を超える児童の予防接種を支援し、はしかによる
世界の死亡者数を史上最低レベルに抑えるために貢
献。

 •  病気を患う人々、家を失った人々、身体の不自由な人々
のニーズに対応。

私たちは今も誇りを持って、視力保護、青少年支援、災害援
助、人道支援の分野で奉仕を続けています。それだけではあり
ません。グローバル重点分野が糖尿病、食料支援、小児がん、
環境保全に拡大されたことにより、LCIFはこうした分野でも人
道支援を強化しています。さらには、ライオンズの奉仕に力を
与える革新的な機会を提供することにより、私たちの奉仕とイ
ンパクトを拡大していきます。その達成を可能にするのが、「キ
ャンペーン100：LCIF 奉仕に力を」です。3億ドルの獲得を目指
すこの包括的なキャンペーンは2018年7月に始まりました。 
 
キャンペーンの期間は3年ですが、そのインパクトは数世代に
わたって続くことになるでしょう。  キャンペーン100は、私たち
が数億人に奉仕すること、そしてあなたの奉仕に力を与えるこ
とを可能にしてくれます。

LCIFの詳細については、lcif.orgをご覧ください。
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指導力育成
ライオンズクラブ国際協会は、現在と未来のライオンリーダー
に幅広い研修と成長の機会を提供しています。こうしたプログ
ラムを推進しているのはグローバル指導力育成チーム（GLT）
であり、その責任はクラブの健康を増進し、会員の満足度を高
め、ひいては各地域社会で必要とされる奉仕を提供する私た
ちの能力を高めることです。
指導力育成の基本的な機会としては、以下が挙げられます。

 •  初級（旧：芽生える）ライオンズ・リーダーシップ研究会は、
ライオンズのスキルを養い、クラブレベルのリーダーとし
ての責任に備えさせます。

 •  上級ライオンズ・リーダーシップ研究会は、ライオンズのス
キルを磨き、地区レベルのリーダーへの就任に備えさせま
す。

 •  講師育成研究会は、ライオンズ講師の指導スキルを高め
ます。

 •  地方ライオンズ･リーダーシップ研究会は、複合地区およ
び単一地区レベルでのライオンズ・リーダーシップ研究会
を支援するため、カリキュラムと資金を提供するものです。

 •  地区ガバナーエレクト・セミナーは、それぞれの地区で主
要リーダーとなる次期地区ガバナーを、その任務に備えさ
せる対話型の多文化セミナーです。

 •  複合地区指導力育成資金援助プログラムは、複合地区レ
ベルで行われる第一および第二副地区ガバナー研修を支
援するため、資金を提供するものです。

 •  地区GLT資金援助プログラムは、クラブを支援する具体的
で重要な研修・育成プログラムの実施に役立てられるよ
う、限られた資金を提供するものです。

 •  ウェビナーは、参加者のグループがインターネットを利用
して行う対話型のオンライン研修セッションです。世界各
地のライオンズがさまざまなトピックについて学び、意見
を交換する場となります。

 •  ライオンズ学習センターは、双方向性オンラインコースを
通じて、ライオンズに関する基本的な知識とリーダーシッ
プ・スキルを高める機会を提供します。コースを受講する
には、国際協会ウェブサイトで「ライオンズ学習センター」
を検索してください。

 •  ライオンズ公認講師プログラムは、地域研修、地区ガバナ
ーエレクト（DGE）セミナー、その他の研修関連行事で講師
を務める機会を、ライオンズに提供するものです。

世界中のライオンズが利用できる国際協会の研修・育成ツー
ルやリソースは、ウェブサイトの「リソースセンター」で入手でき
ます。あらゆるレベルで活用できるよう、プログラム情報、研究
会の申込書、オンライン研修コース、ウェビナー登録情報、役
職別研修パッケージなどが用意され、ライオンズが個人的に
成長し、指導力を身につける機会を提供しています。学習は生
涯続くプロセスです。ライオンズクラブ国際協会は、継続的な
研修はあらゆるリーダーに利益をもたらすと信じています。
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奉仕事業
ライオンズは常に最大のニーズがあるところで奉仕しようとす
るため、私たちの活動は地域社会のニーズと同様に多種多様
です。そうした活動を推進しているのはグローバル奉仕チーム

（GST）であり、その責任は奉仕のストーリーを集めて伝える
ことで、リーダーに行動する力を与えることです。人類にとって
大きな課題となっている5つの分野のニーズを満たすため、ラ
イオンズは結束して取り組んでいます。 これらのグローバル重
点分野は以下の通りです。
 •		糖尿病：ライオンズは世界中の多様な地域社会に奉仕し、

糖尿病の流行を抑えるとともに、糖尿病と診断された人
々の暮らしを充実したものにしようと取り組んでいます。
プログラムとしては、糖尿病教育のためのSTRIDES、糖尿
病キッズキャンプ、2型糖尿病検査、糖尿病支援グループ、
糖尿病予防のための健康的な食事などが挙げられます。	

 • 	視力保護：	ライオンズには、目の不自由な人々に奉仕して
きた長い歴史があります。地域視力検査の実施、ライオン
ズ・アイバンクを支援することによる健康な眼組織へのア
クセス拡大、視覚障害者に対するその他の不可欠なサー
ビスの提供によって、今後もこの使命を果たし続けていき
ます。

 •  食料支援：世界中のライオンズは、すべての地域住民が健
康的で栄養のある食品を入手できるよう、一丸となって取
り組んでいます。飢えを和らげるための事業としては、フー
ドドライブや食事の提供などが挙げられます。

 •		環境保全：ライオンズは環境奉仕事業を通じて、地域住民
とその環境の結び付きを強化しています。事業としては、
植樹、海岸清掃、水・衛生事業、その他が挙げられます。

 • 	小児がん：	世界各地のライオンズは、小児がん患者に希
望を与え、彼らが病気を克服し健康に暮らせるよう支援し
ています。事業としては、支援グループの組織や、保護者・
家族・生存者を参加させる行事などが挙げられます。 

上記のグローバル重点分野の他に、ライオンズはユースキャン
プ及び交換プログラムなど、世界の人々の間に相互理解の精
神をつちかい発展させる事業にも取り組んでいます。		
あなたのクラブでも、地域の具体的なニーズを満たすため、独
自の事業に加えて上記の事業のいずれかを行っていたり、参
加を予定しているのではないでしょうか。あなたにもきっと、奉
仕への意欲をかき立てる分野が見つかるでしょう。そして、その
方向にエネルギーを注ぎたいと思うようになるはずです。 

「奉仕ツールキット」には、ライオンズがインパクトの強化に向
けてクラブを評価し、態勢を整え、活性化するために役立つリ
ソースが含まれています。このツールキットの目的は、奉仕の
ビジョンを拡大するための第一歩として、クラブに役立ててい
ただくことです。
クラブおよび地域社会奉仕ニーズ調査は、クラブがその特有
の強みを活かして各地域社会のニーズに対応するために役立
ちます。 
現地パートナーシップの開拓は、クラブが同じ目的を持った組
織と提携するために役立ちます。
資金獲得ガイドは、クラブが資金獲得活動を企画するために
役立ちます。
奉仕事業プランナーは新しいツールで、クラブがグローバル重
点分野での奉仕を開始または継続するために役立ちます。各
プランナーには、事業の概要と、作業・ボランティア・予算・イン
パクトの立案に役立つワークシートが含まれています。 
MyLionのアクティビティ報告機能は、ライオンズが地域社会奉
仕によって世界にもたらしているインパクトを測定する重要な
手段です。報告は、クラブがアクティビティを計画し、他者と情
報を共有し、自分たちのインパクトを伝えるための手段です。
この報告システムによって、クラブは以下のことができるよう
になります。

各アクティビティについて説明し、写真をアップロードする。

 • 	事業のアイディアを検索する。
 • 	他のクラブとアクティビティ情報を分かち合う。
 • 	奉仕目標を設定し、その達成への進捗度を追跡する。
 • 	累積的なインパクトを把握する
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会員増強
クラブの奉仕事業を支援することと同様に重要なのが、クラブ
の会員増強に参加することです。新会員をクラブに勧誘するこ
とは、恵まれない人々に奉仕し、地域で行える新たな奉仕事
業を見つけてくれる意欲的な会員が、確実にクラブに入会し
続けるようにする上で重要です。
優れた会員増強プログラムが数多く設けられており、こうした
重要な会員増強活動を促し、会員の質を高めるために役立っ
ています。以下はその一例です。
 •  家族会員プログラムは、家族会員に対する特別な会費

制度を提供することにより、家族ぐるみのボランティア活
動を奨励するものです。カブ・プログラムなど、子どもた
ちをクラブの活動に参加させるプログラムもあります。 

 •  学生会員プログラムは、学生に特別な会費割引を提供
することにより、キャンパスを基盤とするクラブや従来型
クラブへの入会を学生に呼びかけ、彼らの活力をライオ
ンズに取り込もうとするものです。

 •  レオ/ライオン移籍プログラムは、会費割引やレオとして
の奉仕歴の加算といった特典を提供することにより、有
資格の元レオ会員がライオンズに移行しやすくするもの
です。

 •  ライオンズ世界入会デーはライオンズにとって、新会員を
歓迎し、会員増強を奨励し、人々の認識を高める機会と
なります。毎年4月、100を超える地区がこの日を祝い、ラ
イオンズの力と重要性を高めています。

 •  レオクラブ・プログラム：ライオンズクラブのスポンサー
を受けて活動するレオクラブは、青少年が地域で、そし
て世界で他者に奉仕する機会を提供します。レオクラ
ブは、学校または地域を基盤として活動することがで
きます。活動としては、会議の開催、地域社会奉仕事業
の企画・実施、交流行事などが挙げられます。レオのモ
ットー「指導力（Leadership）、経験（Experience）、機会

（Opportunity）」は、会員が力を合わせて人々のニーズ
に対応することで実現されます。青少年はレオの活動や
事業に参加することで指導力、組織力、社会性を養い、将
来に備えることができます。レオは奉仕を通じて新たな
課題に直面し、責任を負い、成長していきます。世界145
カ国余りの国々に、7,000のレオクラブと約150,000人の
レオが存在します。

会員増強と同様に、新クラブの結成も、名高いライオンズの献
身と奉仕を新たな地域やクラブの少ない地域にもたらすため
に役立ちます。地域に根ざしたクラブはライオンズの伝統です
が、その形式が必ずしもすべてに通用するとは限りません。そ
こで、ライオンズクラブ国際協会は以下のように、クラブ形式
の選択肢をいくつか用意しています。
 •  従来型ライオンズクラブは、地域社会を大切に思い、その

ニーズに何らかの形で対応したいと願う人々を集める絶
好の方法であり、場所を問わず結成することができます。

 •  クラブ支部の形を取れば、少人数のグループで地域社会
奉仕に取り組めます。その会員は「親」クラブに所属して
いますが、独自の奉仕事業を行ったり、支部会員が参加
しやすい時間や形式で別個に例会を設けることができま
す。

 •  キャンパス・ライオンズクラブは、大学の学生、経営者、教
員、卒業生、その他地域社会の改善に関心を持つ人々の
ためのクラブです。会員は大学を取り巻く地域社会に奉
仕しながら、価値ある指導力や組織力を身につけていき
ます。

 •  レオ・ライオンズクラブは、30歳までのレオとその同年代
の仲間のチャーター費/入会費を免除し、国際会費を半
額にすることで、対象年齢の上限に達するレオがライオ
ンズに移行しやすくするものです。

 •  ライオネス・ライオンズクラブは、元ライオネスの輝かし
い実績を尊重し、たたえつつ、ライオネス・ブリッジ・プロ
グラムを通してライオンズ会員としての恩恵を享受でき
るようにするものです。

スペシャルティクラブとスペシャルティクラブ支部は、共通の関
心や同様の経歴によってライオンズを結び付けます。この形式
のクラブは、すでに定期的に集まっていて、関係の出来上がっ
ているグループが地域社会に奉仕することを可能にします。 

クラブがその会員の特性と奉仕分野を独自に設定すれば、新
しい会員を呼び込み、奉仕のインパクトを高める機会が広が
ります。ボランティアが奉仕の「拠点」を探している時には、興
味のあること、情熱を傾けられることに、自然に目が行くもの
です。クラブの専門分野をPRすれば、広く入会を呼びかけるこ
とができるでしょう。 
スペシャルティクラブのカテゴリーとしては、ライオンズのグロ
ーバル重点分野などの奉仕分野、ライフステージや経歴（学
生・退職者、職業・教育など）、関心（スポーツ、趣味、文化など）
、他の組織（スペシャルオリンピックス選手を支援するチャンピ
オンズ・ライオンズクラブなど）とのパートナーシップが挙げら
れます。 
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コミュニケーション
国際協会は、会員とさまざまな形でコミュニケーションをとっ
ています。重要な最新情報に加えて以下の通信手段も、他のラ
イオンズクラブの活動について知り、世界中の仲間とつながる
ために役立つでしょう。
 •  ライオン誌：ライオンズクラブ国際協会の公式マガジン 

「ライオン誌」は1918年11月に創刊されました。21の言
語で年に10回発行され、国際会費の一部を購読料とし
て、会員には毎回1部が届けられます。世界各地のライオ
ンズやクラブの特に優れた事業が紹介され、国際会長が
メッセージを発信し、地域社会に対するクラブや会員の
インパクトを取り上げた感動的な記事なども掲載されま
す。隅々まで目を通し、家族や友人にも読んでもらいまし
ょう。読み終えたら、事務所や職場の待合室に置くとよい
でしょう。 

 •  Eメール：国際協会は、国際会長の月例メッセージ、新会
員の順応を助ける特別なEメール、その他の役立つ情報
を定期的にEメールで会員に届けています。こうした重要
なEメールを受け取ることができるよう、クラブ幹事を通
じて、あなたの最新のEメールアドレスが確実に国際本
部に登録されるようにしてください。

 •  ウェブサイト：国際協会の公式ウェブサイト、www.
lionsclubs.orgには、協会とそのプログラムに関する情
報が満載されています。ダウンロードできる資料、クラブ
用品のオンラインストア、クラブ名簿、オンライン報告フォ
ームなども用意されています。さらに、さまざまなニュー
スレターやデジタル版ライオン誌も閲覧でき、掲示板や
オンライン研修コースなども利用できます。頻繁にチェッ
クし、最新のニュースや情報を把握しておくことをお勧め
します。

 •  ソーシャルネットワーキングサイト（SNS）：国際本部
は、SNSを使って日々の最新情報を発信しています。フェ
イスブックで「いいね！」をお願いします。ツイッターもフォ
ローして、重要なお知らせ、ブログへのリンク、写真やビ
デオなどをチェックしてください。また、ユーチューブのチ
ャンネルを購読したり、フリッカーで世界中のライオンズ
の写真を見ることもできます。

参考資料：
 • ライオンズの歴史（PR-800）
 • ライオン誌
 • ライオンズクラブ国際会則及び付則（LA-1）

最後の講師のヒント

カリキュラムを一通り終えたら、新会員オリエンテーションの
まとめに入ります。
忘れずに以下を行ってください。
 •  何か質問がないか、新会員に尋ねる。
 •  新会員にライオンズIQテストを受けさせ、カリキュラムの

要点を再確認させる。
 •  オリエンテーションに参加してくれたこと、ライオンにな

るために真剣に取り組んでくれたことに対して、新会員
に感謝の気持ちを伝える。

 •  クラブ役員と連絡を取り合い、新会員が意向を尋ねら
れ、自分にとって最も意義を感じられる委員会に配置さ
れるようにする。

 •  取り上げたトピックを、「新会員アンケート」で各参加者
から集めた情報と関連付ける。
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ライオンズIQテスト

1.クラブの結成年はいつですか？ ________________________________________________________________________

2.クラブ会長は誰ですか？ _____________________________________________________________________________   

3.クラブ例会はいつ、どこで開かれますか？ ________________________________________________________________

4.クラブで行っている奉仕事業を3つ挙げてください。 ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________  

5.クラブが所属する地区はどこですか？ ___________________________________________________________________

6.地区ガバナーは誰ですか？ ___________________________________________________________________________

7.ライオンズクラブ国際協会の創立者は誰ですか？ __________________________________________________________

8.ライオンズクラブ国際協会はどこで始まりましたか？ _______________________________________________________

9.ライオンズクラブ国際協会の創立年はいつですか？ ________________________________________________________

10.ライオンズクラブ国際協会のモットーは何ですか？ ________________________________________________________

11.ヘレン・ケラーは、ライオンズに何になるよう呼びかけましたか？ ______________________________________________

12.世界のライオンズクラブの主要奉仕事業といえば何ですか？_________________________________________________

13.LCIFとは何の略称ですか？ __________________________________________________________________________

14.現在の国際会長は誰ですか？ ________________________________________________________________________

15.国際本部はどこにありますか？ _______________________________________________________________________
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ライオンズIQテスト 答え

1.クラブの結成年はいつですか？ ________________________________________________________________________  

2.クラブ会長は誰ですか？ _____________________________________________________________________________  

3.クラブ例会はいつ、どこで開かれますか？ ________________________________________________________________  

4.クラブで行っている奉仕事業を3つ挙げてください。 ________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

5.クラブが所属する地区はどこですか？ ___________________________________________________________________  

6.地区ガバナーは誰ですか？ ___________________________________________________________________________  

7.ライオンズクラブ国際協会の創立者は誰ですか？メルビン・ジョーンズ___________________________________________  

8.ライオンズクラブ国際協会はどこで始まりましたか？米国イリノイ州シカゴ _______________________________________  

9.ライオンズクラブ国際協会の創立年はいつですか？1917年 ___________________________________________________  

10.ライオンズクラブ国際協会のモットーは何ですか？「われわれは奉仕する」 _______________________________________  

11.ヘレン・ケラーは、ライオンズに何になるよう呼びかけましたか？盲人の騎士 _____________________________________  

12.世界のライオンズクラブの主要奉仕事業といえば何ですか？視力保護（失明予防） ________________________________  

13.LCIFとは何の略称ですか？________ライオンズクラブ国際財団 ______________________________________________

14.現在の国際会長は誰ですか？ ________________________________________________________________________  

15.国際本部はどこにありますか？米国イリノイ州オークブルック ________________________________________________  
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オリエンテーション・チェックリスト

クラブに関する知識
 ❑ 歴史
 ❑ 組織体制
 ❑   伝統
 ❑   選挙
 ❑   アワード
 ❑   奉仕活動と資金獲得活動
 ❑   会員
 ❑   例会
 ❑   会費
 ❑   予算
 ❑   コミュニケーション

地区および複合地区に関する知識
 ❑   組織体制
 ❑   大会
 ❑   コミュニケーション

ライオンズクラブ国際協会に関する知識
 ❑   ライオンズとは
 ❑   歴史
 ❑   「ライオンズ」の名称の由来
 ❑   ロゴ
 ❑   組織体制
 ❑   国際会則及び付則
 ❑   国際大会
 ❑   国際本部
 ❑   ライオンズクラブ国際財団（LCIF）
 ❑   指導力育成
 ❑   奉仕事業
 ❑   会員増強
 ❑   コミュニケーション

メモ：　
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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