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この度、芽生えるライオンズ･リーダーシップ研究会出席者として選ばれ、おめでとうございます。準備のた

めの小冊子は、ライオンズの基本についてご説明するために作られたものです。この小冊子は、貴殿が研究会

出席の準備をなさる上で不可欠な部分です。下記の指示に従ってください。 
 
もし何かご質問などがございましたら、国際本部のリーダーシップ部に、leadership@lionsclubs.org 宛に電子
メールあるいは(630) 571-5466 内線 597番の電話番号でお問い合わせください。 
 
研究会でお会いするのを楽しみにしております。 
 敬具 

 
ライオンズクラブ国際協会リーダーシップ部 

 
指示指示指示指示:  

 
1. この小冊子の練習問題をする。(所要時間約 1時間) 
 
 
 

2. ライオンズクラブ国際協会ウェッブサイト(www.lionsclubs.org)に行っ
てライオンズ勉学センターの個所のコース 1｢ライオンズのすべてにつ
いて｣を見る。インターネットへのアクセスがない場合には、この部分

の宿題はとばすか、地元の図書館又はアクセスできる別の場所に行っ

てログオンする。 
 

 
 

3. 自分の所属クラブが特に成功を収めた事業の写真(下に示されているような写真)を 1枚
か 2枚集め、研究会で使うために持参する。｢最善の実行法｣ファイルに
寄贈しても良いと思う写真を持参していただきたい。 

 
 
 
 
 
 
 

見本見本見本見本:  アメリカのカリフォ
ルニア州のガーディナ･ライ

オンズクラブは、自分たち

の町ガーディナの貧しい家

族のために、クリスマスの

食べ物を詰めたバスケット

を 22個作った。 

mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
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目的目的目的目的 
下記から適切な言葉を選んで以下の空所を埋め、ライオンズクラブ国際協会の目的を完成さ

せる。 

 
 
 

組織の目

• 世界の
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的は、ライオンズとして私たちを手引きしてくれる。私たちの目的は:  

人びとの間に相互理解の精神を__________発展させる。  

政とよい公民の原則を______________。  

会の生活、文化、福祉および公徳心の向上に積極的関心を________。  

親善、相互理解のきずなによってクラブ間の融和を__________。 

関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を______________。ただし、政党、
問題をクラブ会員は討論してはならない。 

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

_____________、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
、道徳的水準をさらに高める。  

協会の目的は、｢ライオンズ勉学センター｣のウェッブ協会の目的は、｢ライオンズ勉学センター｣のウェッブ協会の目的は、｢ライオンズ勉学センター｣のウェッブ協会の目的は、｢ライオンズ勉学センター｣のウェッブ

ページにコースの情報源として掲載されている。ページにコースの情報源として掲載されている。ページにコースの情報源として掲載されている。ページにコースの情報源として掲載されている。 
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ライオンズ道徳綱領ライオンズ道徳綱領ライオンズ道徳綱領ライオンズ道徳綱領 
 

以下の空所に適切な言葉を入れて、ライオンズの道徳綱領を完成させる。 

 
職業に対する不断の努力が正しく称賛されるように心がけ、自己の職業の尊さを

________________。 
 
事業を成功させて、正当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________________。 
 
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_______________、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________________ 、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__________________________、心と心のふれあいによるものであ
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____________、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______________________。 
 
批評は________________、称賛は________________、建設を旨として破壊をさけること。 
 
 
 
 
  

 
ライオンズの道徳綱領は、｢ライオンズライオンズの道徳綱領は、｢ライオンズライオンズの道徳綱領は、｢ライオンズライオンズの道徳綱領は、｢ライオンズ勉学センター｣ウェッブページにコ勉学センター｣ウェッブページにコ勉学センター｣ウェッブページにコ勉学センター｣ウェッブページにコ

ースの情報源として掲載されている。ースの情報源として掲載されている。ースの情報源として掲載されている。ースの情報源として掲載されている。
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ライオンズについてライオンズについてライオンズについてライオンズについて:  過去と現在に関するクイズ過去と現在に関するクイズ過去と現在に関するクイズ過去と現在に関するクイズ 
 

1. ライオンズクラブ国際協会の最初の大会が開かれたのは何年か。 

a) 1912年  b) 1917年     c) 1922年 

2. ライオンズクラブ国際協会に関する現在の統計に一番近い数字を丸で囲む。 

a) 130以上の国および領域に 29,000のクラブと 1,100,000人の会員がいる。 

b) 165以上の国および領域に 39,000のクラブと 1,350,000人の会員がいる。 

c) 185以上の国および領域に 44,000のクラブと 1,400,000人の会員がいる。 
 
3. 1918年に最初に発行されたライオン誌は、現在何カ国語で出版されているか。 

a) 11カ国語   b) 15カ国語    c) 21カ国語 
 

4. ライオンは、世界のどのクラブにも転籍できるが、転入先のクラブがそのライオンを受け入れる
ことが条件である。 

a) 真実   b) 誤り 
 
5. クラブは、協会の原則と国際会則に従うのであるから、特定の必要条件に適応させるため独自の
クラブ会則を採用することができない。 

a) 真実   b) 誤り 
 
6. 正しい使命声明文を選ぶ: 

a. 地域社会活動及び国際的協力を通して自発的な奉仕を提供することにより、人道主義的ニー
ズに関して全人類の間に理解の精神を築き、育む。 

b. 奉仕する。 

c. 価値ある目的のために奉仕と資金を提供することにより、自分が住む地域社会を改善する。 

 

7. 使命声明文が採用されたのはいつか。 

a) 1912年  b) 1917年    c) 1922年      d) 1990年 

 

8. ライオンズの主要国際奉仕事業は何か。 

a) 視力ファースト  b) 青少年交換  c) ライオンズ･クエスト 

 
9. ほとんどの地区は、最低 35のクラブと合計 1,250人の会員で構成されている。 

a) 真実   b) 誤り 
 
10. アメリカ国外で最初のクラブが結成された国はどれか。 

a) メキシコ  b) カナダ  c) イギリス 
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11.   北アメリカ外で最初のクラブが結成された国はどれか。 

a) 中国  b) イギリス  c) ブラジル 

12.   複合地区とは: 
a) 非常に大きな地区のこと 
b) 幾つかの州、県、または国の境界線を越えて広がっている地区のこと 
c) 二つ又はそれ以上の準地区で構成されている 

 
13. 資金獲得活動を通して一般人から集めた資金は、クラブ会員が国際大会に出席するための資金と

して使うことができる。 

a) 真実   b) 誤り 
 

14. 会員となるための条件として｢男性｣という言葉が国際会則から取り除かれ、女性のライオンズ入
会を奨励するようになったのは何年であったか。 

a) 1967年  b) 1978年  c) 1987年 
 
15.   レオクラブの基本観念は: 

a) 地域社会と世界の両方において責任ある市民に青少年を育成すること。 
b) ライオンズクラブの事業に協力すること。 
c) 青少年のために社交とレクリエーションの場を提供すること。 

 
16.   協会本部の所在地は、 __________________。 

 
17.   ライオンズクラブ国際協会の公式の色は ______と______。 

 
18.  ライオンズ紋章の二頭のライオンの顔は、  __________________と__________________を象

徴している。 

19.   ライオンズのスローガンから抜けている言葉を入れる:   

“Liberty(自由), _____________________, Our Nation’s Safety(国家の安全).” 
 
20. 協会のモットーは、 _______________________________。 
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地区組織の内訳地区組織の内訳地区組織の内訳地区組織の内訳 
1. 私の所属地区名は ___________。 

2. 地区ガバナーは ____________。 

3. 所属地区には 

_____ のリジョンがある。 

_____ のゾーンがある。 

_____ のクラブがある。 

_____人の会員がいる。 

クラブ組織の内訳クラブ組織の内訳クラブ組織の内訳クラブ組織の内訳 
1. 私の所属クラブ名は 

___________________。 

2. 所属クラブの結成年は、 
_______。 

3. 所属クラブの会員数は、 
___________ 人である。 

4. 所属クラブの会長名は、 
__________________________ 。 

5. 所属クラブには今年度 _____ 人
の新会員が入会した。 

自分の所属クラブの組織機構図を作成する。自分の所属クラブの組織機構図を作成する。自分の所属クラブの組織機構図を作成する。自分の所属クラブの組織機構図を作成する。 例 
会長 
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クラブ国際協会の各種行

インしている。 
会長は、左上の角に 2本
する。  

会長が元国際会長になる

副会長および第二副会長

ったバッジを着用する。

際理事は、右下の角に 1

会議長は現職も元の場合

ガバナーは、楕円形のバ

区ガバナーおよび元副地

区ガバナーは、縦長の長

キャビネット幹事、会計
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s Leadership Institute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

事で現役員および元役員を見分けやすいよう、協会はバ

の斜線が入った大きさ 7.5cmｘ5cmの長方形のバッジを

と、この斜線は右下の角に表示される。   

、ならびに国際理事は全員、左上の角に 1本の青い斜線
 

本の斜線が入ったバッジを着用する。 

も、八角形のバッジを着用する。 

ッジを着用する。 

区ガバナーは、正方形のバッジを着用する。 

方形のバッジを着用する。 

、リジョン･チェアマン、ゾーン･チェアマンは丸いバッ

区区区区 
ガ ナーガ ナーガ ナーガ ナー 
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