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第二副地区ガバナー 
オンライン研修へようこそ！ 

 

 
第二副地区ガバナーご就任、おめでとうございます。この研修コースは第二副地区ガバ

ナーに必要な情報や情報資源を習得していただけるように作成されています。  
 
 

コース終了時には以下のことが可能となります。 
 

• 地区のリーダーシップにチームで取り組む利点を説明する 
• 地区ガバナーおよび第一副地区ガバナーの責任を理解する 
• 第二副地区ガバナーの責任を明確にする 
• 地区ガバナー・チームと地区 GMT/地区 GLT の関係を説明する 
• 今後学習のための情報資源を明確にする 

 
 
 
第二副地区ガバナーおよび地区ガバナー・チームの一員として重要な考え方の理解を高

めるために、このワークブックでは補足情報を活用しながら研修コースを進めて行きま

す。ワークブックはパワーポイントのセクションに対応したセクションに分かれていま

す。   
 
 
ワークブックのセクション： 
 

セクション 1：地区ガバナー・チーム 1 ページ 
セクション 2：地区ガバナー・チームの責任 3 ページ  
セクション 3：地区ガバナー・チームと GMT/GLT 7 ページ  
セクション 4：その他の研修用情報資源 11 ページ  
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セクション 1：地区ガバナー・チーム 
 
セクションの内容： 

• 地区ガバナー・チームを明確にする 
• 地区ガバナー・チームのチームでの取り組み、およびその利点を説明する 

 

 
 
「地区のリーダーシップにチームで取り組む」とはどういう意味でしょう？  
 
- 地区を管理し、地区のリーダーシップをとることは一人には荷が重すぎる責任です。地

区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナーがチームとして地区のリーダシ

ップを発揮するよう取り組むことでより成果が上がり、効果的に職責を果たし、地区の

運営を改善することができます。  
 
 
 
地区のリーダーシップにチームで取り組む利点 
 
1. 地区の仕事をチーム全体に委任して配分することで、より効果的な地 

区管理とリーダーシップが実現する 
 

2. 第一、第二副地区ガバナーが経験を積む機会が得られる  
 
3. 地区運営に前年度から翌年度への継続性が生まれる 

 
4. 協力的なチーム環境が創られる 

 
 
 
チームで取り組む他の利点はありますか？以下のスペースにご自分の考えを 
記入してください。  
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復習しましょう– 評価 1: 
 
 
以下のうち、地区のリーダーシップにチームで取り組む利点はどれですか？

該当するものすべてに印をつけてください。 
 
 新規選出の各地区ガバナーは地区のリーダーシップと運営に関して少な

くとも 2 年の経験を積むことになる  
 

 チームメンバーが互いに協力する機会を得られる 
 
 仕事をチームメンバーに効率的に配分できる 

 
 リーダーシップの継承によって地区をより効果的に運営できる 

 
 
 

*回答を見るには、パワーポイントのスライドを次に進めてください。 
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セクション 2：地区ガバナー・チームの責任 
 
このセクションでは（2014 年 7 月現在の）地区ガバナー・チームの各メンバーの地区での
役割と責任を確認します。 

• 3 ページ ：地区ガバナーの責任 
• 4 ページ ：第一副地区ガバナーの責任 
• 5 ページ ：第二副地区ガバナーの責任 

 
 

地区ガバナー  
 

国際理事会の監督のもと、自らの地区において国際協会を代表します。さらに、地区における

最高執行役員として、第一および第二副地区ガバナー、リジョン•チェアパーソン、ゾーン•チ
ェアパーソン、キャビネット幹事兼会計、その他の地区会則および付則に定められるキャビネ

ット構成員を直接監督します。具体的な責任は次の通りです。  
 

• 地区レベルのグローバル会員増強チームを監督すると共に、会員増強および新クラブ結成

を管理し推進する 
 

• 地区レベルのグローバル指導力育成チームを監督すると共に、クラブおよび地区レベルで

の指導力育成を管理し推進する 
 

• ライオンズクラブ国際財団、および協会のすべての奉仕活動を推進する 
 

• キャビネット会議、大会その他の地区会議で議長を務める。地区ガバナーが議長を務めら

れない場合には、その期間中、第一又は第二副地区ガバナーが議長を務めるものとし、そ

れが不可能な場合には、出席している会員から選ばれた地区役員が議長を務める。 
 

• ライオンズクラブ間の協調を図る 
 

• 地区会則に従って、キャビネット役員および地区の委員を指導監督する 
 

• 地区内のライオンズクラブの運営が円滑に行われるよう、各クラブが年に１度地区ガバナ

ーもしくは他の地区役員による訪問を受けると共に、クラブを訪問した役員が各訪問毎に

訪問報告書を国際本部に確実に提出するようにする。 
 

• 地区大会あるいは複合地区大会における地区年次会議で、現会計年度の詳しい収支報告書

を提出する。 
 

• 任期終了の際には、地区の一般および/または財務関連の記録一式並びに資金を速やかに後

任者に引き渡す。 
 

• 協会の名称および紋章の使用違反をすべてライオンズクラブ国際協会に報告する。 
 

• 「地区ガバナー・チーム・マニュアル」その他を通して国際理事会が要求する任務を遂行

する 
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第一副地区ガバナー 
 

第一副地区ガバナーは、地区ガバナーの指導監督のもとに、地区ガバナーの主任管理補佐役お

よび代理を務めます。  
 
具体的な責任は次の通りですが、これに限定されません： 
 
• 協会の目的を推進する 

 

• 地区ガバナーから割り当てられる管理任務を果たす 
 

• 国際理事会から要求されるその他の任務を果たす 
 

• キャビネット会議に出席し、地区ガバナーが不在の際には会議の議長を務めると共に、必

要に応じて協議会会議に出席する。 
 

• 地区内クラブの強みと弱みの評価、弱体クラブや弱体化の可能性があるクラブを見極め、

そのようなクラブの強化に向けた計画の策定に関して地区ガバナーを支援する。 
 

• 地区ガバナーの要請に応じて、地区ガバナーの代理としてクラブを訪問する。 
 

• 地区のグローバル会員増強チーム(GMT)と地区ガバナー・チームの間の連絡係を務め、地

区ガバナー、第二副地区ガバナー、他のグローバル会員増強チームメンバーと共に地区グ

ローバル会員増強チームの一員として積極的に地区全体の会員増強計画を策定・実施する。 
 

• 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、地区全体の

指導力育成計画を作成・実施する。  
 

• 地区大会委員会と連携し、年次地区大会の計画および開催に関して同委員会を支援すると

共に、地区内の他の行事の企画・推進に関して地区ガバナーを支援する。 
 

• 地区ガバナーの要請に応じて、他の地区委員会を監督する 
 

• 地区予算を含む翌年度の計画策定に参加する 
 

• 地区ガバナーの任務について精通し、万一地区ガバナー職に空席が生じた場合には本規約

および国際理事会により採用された手続きに従って空席が補充されるまで、地区ガバナー

代理として同役職の任務および責任を引き受ける準備が十分整っているようにする。 
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第二副地区ガバナー 
 

第二副地区ガバナーは、地区ガバナーの指導監督のもとに、地区の管理補佐役および地区ガバ

ナーの代理を務めます。具体的な責任は次の通りですが、これに限定されるものでありませ

ん。 
 
• 協会の目的を推進する 

 
• 地区ガバナーから割り当てられる管理任務を果たす 

 
• 国際理事会から要求されるその他の任務を果たす 

 
• キャビネット会議に出席し、地区ガバナーおよび第一副地区ガバナーが不在の際には会議

の議長を務めると共に、必要に応じて協議会会議に出席する。 
 

• 地区内のクラブの状態に精通し、月例会計報告を確認し、地区内の弱体クラブや弱体の可
能性のあるクラブの把握および強化に関して地区ガバナーと第一副地区ガバナーを支援す
る。 
 

• 地区ガバナーの要請に応じて、地区ガバナーの代理としてクラブを訪問する。 
 

• 年次地区大会の計画および開催に関して地区ガバナーおよび第一副地区ガバナーを支援す
る。 
 

• 地区のグローバル指導力育成チーム(GLT)と地区ガバナー・チームとの間の連絡係を務め、
地区ガバナー、第一副地区ガバナー、他のグローバル指導力育成チームメンバーと共に地
区グローバル指導力育成チームの一員として積極的に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、第一副地区ガバナー、およびグローバル会員増強チームと協力し、地区全
体の会員増強計画を作成・実施する。 
 

• 地区 LCIF コーディネーターと連携し、LCIFに関する情報や資料の定期的な配布を通じて 
LCIF に対する理解と支援を高めることにより年間目標を達成できるよう、委員会を支援す
る。 
 

• 地区情報テクノロジー委員会と連携し、情報入手、報告書提出、クラブ用品購入等を目的
としたクラブおよび会員による協会のウェブサイトおよびインターネットの活用を促進す
るにあたり、委員会を支援する。  
 

• 地区ガバナーの要請に応じて、他の地区委員会を監督する 
 

• 地区予算を含む翌年度の計画策定において、地区ガバナー、第一副地区ガバナー、ならび
にキャビネットを支援する。 
 

• 地区ガバナーの任務について精通し、万一地区ガバナーおよび第一副地区ガバナーの役職
に空席が生じた場合には本規約および国際理事会により採用された手続きに従って空席が
補充されるまで、地区ガバナー代理又は副地区ガバナー代理として当該役職の任務および
責任を引き受ける準備が十分整っているようにする。 



第二副地区ガバナー・オンライン研修  ページ 6 
 

ライオンズクラブ国際協会 

復習しましょう– 評価 2： 
 
 
各説明について、「正しい」か「間違い」かを判断して丸で囲んでくださ
い。 
 
地区ガバナーおよび第一副地区ガバナー 
 

1. 地区ガバナーは、地区の最高執行役員である。  
 

正しい       間違い 
 

2. 地区ガバナーは 、地区内で LCIF を支援・推進する必要はない。 
 

正しい       間違い 
 

3. 第一副地区ガバナーは、地区の弱体クラブを強化する計画の作成を支援する。  
 

正しい       間違い 
 
第二副地区ガバナー 
 
 

1. 第二副地区ガバナーは、地区ガバナーの代理としてクラブを訪問することができ

る。  
 

正しい       間違い 
 

2. 第二副地区ガバナーは 、地区内における情報テクノロジーの活用を推進する責任が

ある。 
 

正しい       間違い 
 

3. 第二副地区ガバナーは、年次地区大会の計画に関して地区ガバナーおよび第一副地

区ガバナーを支援しない。 
 

正しい       間違い 
 

*回答を見るには、パワーポイントのスライドを次に進めてください。 
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セクション 3：地区ガバナー・チームと 
地区 GMT および地区 GLT 

 
このセクションでは、地区ガバナー・チームと地区 GMT および地区 GLT のチ
ームとしての関係を検討します。  
 
 

GMT/GLT の体制 

 
 

＊2 つに満たない複合地区で構成される GMT/GLT エリア又は特別エリアに割り当てられた 
複合地区には、複合地区 GLT コーディネーターは配置されません。 

詳しくは、理事会方針書 14 章をご覧ください。 
 
グローバル 会員増強チーム(GMT)とグローバル指導力育成チーム(GLT)は次

の 3 つの基本目標を掲げる複層、並列体制のチームです。  
 

• 継続的な会員増加 
• クラブのさらなる向上  
• リーダーシップの質向上 
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GMT/GLT 地区体制 
 

地区ガバナー・チームは地区 GMT および地区 GLT 両チームの体制において 中心的な役割

を務めます。これら 3 つのチームを地区レベルで統合することにより、地域の成長と発

展、会員増加、クラブの状況の向上、リーダーシップの質の向上に取り組むことができま

す。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地区ガバナー・チームの各メンバーは、地区 GMT/地区 GLT メンバーとして

の役割も果たします。  
 
地区ガバナー 

• GMTメンバーとしての役割：地区レベルのグローバル会員増強チームを監督すると

共に、会員増強および新クラブ結成を管理し推進する。 
o 第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナー、複合地区 GMT コーディネーター

もしくは単一地区の場合は GMT エリア･リーダと協議の上、地区 GMT コー

ディネーターを任命する。 
• GLTメンバーとしての役割：地区レベルのグローバル指導力育成チームを監督する

と共に、クラブおよび地区レベルでの指導力育成を管理し推進する。 
o 第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナー、GLT エリア･リーダー、複合地区

の場合は複合地区 GLT コーディネーターと協議の上、地区 GLT コーディネー

ターを任命する。 
 

第一副地区ガバナー 
• GMTメンバーとしての役割：地区のグローバル会員増強チーム(GMT)と地区ガバナ

ー・チームの間の連絡係を務め、地区ガバナー、第二副地区ガバナー、他の地区

GMTのメンバーと共に地区グローバル会員増強チームの一員として積極的に地区全

体の会員増強計画を策定・実施する。 
• GLTメンバーとしての役割：地区ガバナー、第二副地区ガバナー、地区GLTと協力

し、地区全体の指導力育成計画を策定・実施する。 
 

地区 GMT 

 

• 地区ガバナー 

• 第一 および第二副地区ガバナー 

• 地区 GMTコーディネーター 

• リジョン／ゾーン・チェアパーソン 

地区 GLT 

 

• 地区ガバナー 

• 第一 および第二副地区ガバナー 

• 地区 GLTコーディネーター 

• リジョン／ゾーン・チェアパーソン 

• その他のメンバー 

クラブサク

セス委員会 

会員増強・EXT

委員会 
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第二副地区ガバナー 
• GMTメンバーとしての役割：地区ガバナー、第一副地区ガバナー、地区GLTと協力

し、地区全体の会員増強計画を策定・実施する。 
 

• GLTメンバーとしての役割：地区のグローバル指導力育成チーム(GLT)と地区ガバナ
ー・チームの間の連絡係を務め、地区ガバナー、第一副地区ガバナー、他の 地区

GLTのメンバーと共に 地区GLTの一員として積極的に地区全体の指導力育成計画を

策定・実施する。 
 

 
グローバル指導力育成チームに関する詳細情報や資料をご覧になるには、国際協会ウェブ

サイトのリーダーシップ情報センター内、GLT コーディネーター・センターをご訪問くだ

さい。  
 

- http://www.lionsclubs.org/JA を開く。 
- 「会員センター」をクリックする。 
- 「指導力育成」をクリックする。 
- 「グローバル指導力育成チーム」をクリックする。 

http://www.lionsclubs.org/JA
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復習しましょう– 評価 3： 

 
ページ下部の選択肢から各説明の空欄に最も該当するものを選択してくださ
い。  
 

1. GMT および GLT の目標は、継続的な会員増加、 __________________、
リーダーシップの質の向上である。 

   
 
2. 地区ガバナー・チームは GMT/GLT のチーム体制において _________な

役割を務める。  
 
 

3. 地区 GLTコーディネーターは、地区、ゾーン、クラブのリーダーを 
___________および ____________する  
 
 

4. _____________ は 、地区レベルの GMT および GLT両方のメンバーであ

る。 
 
 

5. 第二副地区ガバナーは、 __________の他のメンバーと協力して地区全体

の _______________を策定・実施する。  
 

選択肢 
 

選択 地区 GMT 新クラブ 
 

トップ 指導力育成計画 育成 
 

地区ガバナー・チーム 中心的 クラブの成果の改善 
 

発掘 リジョン／ゾーン・ 
チェアパーソン 

地区 GLT 
 

   
   

*回答を見るには、パワーポイントのスライドを次に進めてください。 



第二副地区ガバナー・オンライン研修  ページ 11 
 

ライオンズクラブ国際協会 

セクション 4：その他の研修情報資源 
 
このセクションには、第二副地区ガバナーの職位と責任に関する学習の継続
やリーダーシップの育成に役立つ情報資源のリストを掲載しています。  
 

 
情報資源 

地区情報 以下の地区関連の LCI 資料には地区情報センターからアクセスしてくださ

い。  
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/managing-a-district/district-
resource-center.php  
 

- 地区会則及び付則 
- ライオンズクラブ国際協会理事会方針書 
- 地区ガバナー・チーム・マニュアル 
- 地区運営に関する他の資料 

LCIF LCIF ウェブサイトをご訪問ください：http://www.lcif.org/JA/  
 

テクノロ 
ジー 

- LCIウェブサイトアドレス：http://www.lionsclubs.org/JA/   
 

- MyLCI 
o MyLCIサイト：https://www7.lionsclubs.org/LogIn.aspx  

 
- クラブ用品 (LCI ウェブサイトのトップページで「LCIストア」をクリ

ックしてください) 
 

- E クラブハウス：http://www.e-clubhouse.org/index.php?language=JA  
 

- 百周年に関する情報／資料：http://www.lions100.org/JA 
 

リーダー 
シップ 

リーダーシップに関する情報資源  
 

- リーダーシップ情報センター：http://www.lionsclubs.org/JA/member-
center/leadership-development/index.php  

o グローバル指導力育成チーム 
o 研修資料/情報資源 
o リーダーシップ・コミュニケーション 
o ライオンズ学習センター 
o 育成プログラム  
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