
模範的な地区ガバナー諮問委員会会議 
（ゾーン会議）





クラブ役員にとって通常最も重要な会議と見なされる地区ガバナー諮問委員会会議（ゾーン会議）は、

クラブ会長、第一副会長、および幹事に、地区・複合地区・国際協会のプログラムや取り組みについて

学ぶ機会を提供します。しかし、それよりも格段に重要な側面は、これらの主要なリーダーが他のクラブ

の役員と意見や課題を分かち合う機会となることです。本ガイドは、ゾーン・チェアパーソンの皆さんに、

上記の目的を二つとも達成するためのヒントと最善の方法を提供するものです。この会議を生産的なも

のにし、時間を有効に使うためにお役立てください。

一般に会議の焦点になるのは、奉仕事業の実施、クラブ運営、会員増強、指導力育成です。会議の主

目的はクラブ役員に討論の場を提供することですが、ゾーン・チェアパーソンにとっては、地区チームに

伝達できる提言を集める機会となります。

本ガイドには、こうした目的が確実に達成されるよう、会議を開く上でのヒント、各会議の推奨されるトピッ

クと形式、会議を終えてから踏むべき手順が含まれています。16ページには、評価書のサンプルと議事

録のテンプレートが掲載されていますので、ご利用ください。資料の多くは、「ゾーン及びリジョン・チェア

パーソン・センター」のウェブページにも掲載されています。詳細とダウンロード可能な資料はこのペー

ジをご覧ください。これらの会議の結果は、「地区ガバナー諮問委員会会議報告書（DA-ZCM）」を使っ

て地区ガバナーに報告する必要があります。書式のサンプルは本ガイドの17ページに掲載されていま

す。

地区ガバナー諮問委員会
地区ガバナー諮問委員会の議長はゾーン・チェアパーソンが務め、ゾーン内のすべてのクラブ

会長、クラブ第一副会長、クラブ幹事が参加します。この会議は毎年少なくとも3回、地区会則

及び付則の規定に従って開かれます。地域によっては任意で4回目の会議を開き、その会議

では年度の成功を祝ったり、ゾーン会議の概念を次期クラブ役員に説明したりします。

委員会の責任は以下の通りです。

 m  すべてのクラブが国際会則及び付則（LA-1）と方針に従って効果的に運営され、その
会員のニーズが満たされるようにする。 

 m  クラブが有意義な奉仕を提供し、会員増強と指導力育成が促されるようにする。
 m  地区、複合地区、国際協会が提供するプログラムを奨励する。
 m  各クラブがクラブ役員を就任させ、新会員を招請し、会員の成果を有意義な方法で表

彰するようにする。
 m  クラブに地区、複合地区、国際大会への参加を呼びかける。
 m  クラブ間の会合を奨励するとともに、クラブにチャーターナイトその他の地区行事への参

加を呼びかける。
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http://members.lionsclubs.org/JA/districts/zone-region-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/JA/districts/zone-region-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/da-zcm.pdf%20


会議を成功させるためのヒント
参加の呼びかけ 

参加を呼びかける際には、以下に配慮してください。 

 m  大半のクラブの役員が出席できる時間と、ほとんどの出席者にとって便利な場所を選
ぶ。 

 m  十分に前もって会議の開催通知を送る。 
 m  地区のウェブサイトに会議の情報を掲載する。 
 m  郵便、Eメール、直接の電話、ソーシャルメディアなど、複数の通信経路を考慮し、その

すべてを利用する！人々のコミュニケーション方法はさまざまであり、ウェブサイトで情
報を入手する人もいれば、電話や文書の方が連絡を取りやすい人もいます。 

 m  クラブ役員に出席する理由を与える！想定される出席者にとって魅力のあるトピックの
内容が、十分に伝わるようにします。  

19ページの「会議準備チェックリスト」を参照し、会議の準備が万全に整っているかを確認してく

ださい。

例会運営：このライオンズ学習センターのオンラインコースでは、効果的な例会の運営･管理、準

備の手順、進行の3段階を説明しています。出席者の振る舞いへの対策や次の例会までのフォ

ローアップ方法を学ぶことができ、実用的なワークシートとチェックリストも含まれています。  

コミュニケーションは重要です！就任したら早めに、また任期中を通じて、クラブ会長、副会

長、クラブ幹事に電話で連絡することを検討してください。年度について話し合い、ゾーン内の

主なリーダーとの関係を築くためです。彼らに年度の目標について、またその進捗状況につい

て尋ねましょう。彼らが目標を達成できるよう支援したいと説明し、ゾーン会議には出席者として

だけでなく、貴重な情報源として参加してほしい、と伝えてください。この機会を利用して、相手

をゾーン会議に直接招くとよいでしょう。会話は彼らのニーズへの理解を高めるだけでなく、そ

の期待を満たせるものへと会議を調整するためにも役立ちます。
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最も重要な最後の手順！  

自分の準備さえできていれば、他のことがうまくいかなくても、

会議は成功するはずです！ 

m 資料を整える 

m 話すことを順番に書き留める 

m 前向きに考える

準備を
整えよう！

http://members.lionsclubs.org/JA/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php


参加を有意義なものに 

常に対話を重視：ゾーン会議の最も重要な側面は、出席者同士の対話であり、他のクラブの役

員と意見を交換する機会であることです。  自由な対話を促すため、「講義」は常に最小限にす

べきです。   

役員レベルのトピックを焦点に：ゾーン会議はクラブ役員が、一般のクラブ会員にはあまり適さ

ない実用的な情報を交換できる場です。クラブ役員が気楽に感じられるよう、会議は常に打ち

解けた雰囲気で、焦点を明確にして行いましょう。18ページの「課題と機会ワークシート」の利用

をクラブ役員に奨励し、このツールを役立てることで、的を絞って話し合えるようにしてください。   

彼らの準備を支援：それぞれの名案、懸念、成功事例を他のクラブのリーダーと分かち合う準

備を頼んでおけば、参加者は討論のトピックについてじっくりと考えることができるでしょう。模範

的な各会議の説明に含まれている「彼らの準備を支援」を参照してください。    

模範的な会議の形式

以下の形式は、年度内に開催されるゾーン会議の案ですが、ゾーン内のクラブに特有のニー

ズに合わせて調整すべきです。会議はそれぞれ約45～60分間となっています。  
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第1回諮問委員会会議 

第1回会議は、国際大会閉会後90日以内、または地区会則及び付則の規定に従って開くべき

です。    

奉仕を焦点に！

魅力的な奉仕事業は、会員を参加させ、友人や家族を誘うよう仕向ける絶好の方法です。新し

いリーダーやその候補に奉仕事業を主導させれば、彼らはリーダーシップ・スキルを磨き、養う

ことができるでしょう。 

地区GSTコーディネーターや地区LCIFコーディネーターによるプレゼンテーションを企画し、ク

ラブ会長・副会長・幹事に加えクラブ奉仕委員長を招くことを検討してください。   

彼らの準備を支援！ゾーン内のクラブ役員に、この会議は奉仕を中心に行われると伝えてお

けば、彼らはそれぞれの事業を詳しく紹介する準備を整えることができるでしょう。「課題と機会

ワークシート」を使ってクラブと地域社会奉仕について考えるよう、役員に奨励してください。  

議事次第には以下を含めるとよいでしょう。 

 m  開会（2分）：あらゆるライオンズクラブの最も重要な機能である奉仕の重要性を強調する

ことで、会議を開始する！会議の目的は、クラブの提供する奉仕が確実に地域社会の

ニーズと会員の期待を満たすものとなるよう、クラブが利用できる奉仕のアイディアとツ

ールを分かち合うことである、と説明する。会議が終わるまでに、クラブの課題と成功事

例について自由に話し合うことにも触れておく。    

 m  自己紹介（2～5分）：各自の名前、役職、クラブ名を言うよう、参加者に求める。 

 

 m  奉仕フレームワーク（2～5分）：奉仕フレームワークについて、またその奉仕との関係

や、彼らの奉仕活動との関係について、簡単に説明する。  

 m  クラブの奉仕事業に関する意見交換 （出席状況に応じて10～20分）：各クラブにそれぞ

れ2～3分で、当年度の奉仕事業について説明してもらう。その際には、クラブの主要事

業と、計画されている新しい事業があればそれについて、またクラブが直面してきた課

題についても含めるべきである。 

 m  新たな奉仕事業を特定する方法（5分）：適切な場合には、5ページに記載されているリ

ソースのどれかを出席者に紹介することを考慮する。 
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 m  クラブの課題と成功事例に関する自由討論（出席状況に応じて10～15分）：クラブのリ

ーダーに時間を与えて、各クラブが直面している課題への対策について助言を交換さ

せ、および/またはクラブの成功事例を紹介させる。 

 m  クラブの計画と管理に役立つツール（5分）：セッションを終える前に、また適切であれ

ば、クラブ強化への青写真、あなたのクラブ、あなたのやり方で！、クラブ活性化計画、クラブ

優秀賞を各クラブの目標設定に活用するよう、クラブ役員に奨励する。これらのツールは

12ページで紹介されており、ウェブサイトwww.lionsclubs.orgにも掲載されている。 

 m  閉会（3分）：クラブを支援するための地区ガバナーとゾーン・チェアパーソンの目標を確

認し、出席者に次回会議の日時を伝える。  
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地域社会奉仕ニーズ調査: 地域社会の満たされていないニーズ

を見極めて対応するプロセスがまとめられています。 

実現させよう：地域社会のニーズを見極め、行動計画を立て、

会員を有意義な事業に参加させるプロセスに会員を取り組ま

せます。 

21世紀の奉仕モデル：このウェブページは、あらゆるライオンズ

クラブにとって絶好のリソースであり、ライオンズが行っている最も一般的な奉仕事業へ

のリンクが設けられています！糖尿病、環境保全、食料支援、小児がん、視力保護、そ

の他へのリンクが見つかるでしょう。

地域社会奉仕の提供（ライオンズ学習センターのオンラインコース)：このコースでは、

地域社会のニーズを調査し、やりがいのある事業を選び、成功する事業を企画し、地

域社会にクラブの奉仕をPRするために役立つさまざまなツールやテクニックを紹介して

います。

グローバル奉仕チーム - GST: このリーダー・チームは、会議の間に情報を提供できま

す。または、クラブに直接出向いて、奉仕を拡大するための情報源や戦略を見極めら

れるよう支援します。

奉仕事業のア
イディアを
見つける！

http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/DA-STPBG.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/da-cqi.pdf
http://members.lionsclubs.org/JA/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://members.lionsclubs.org/JA/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://www.lionsclubs.org/JA
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/tk10.pdf
http://members.lionsclubs.org/JA/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/lions/global-action-team/global-service-team.php
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第2回諮問委員会会議

この会議は11月、または地区会則及び付則の規定に従って開くべきです。 

会員増強を焦点に！

効果的な地域団体は、事業を支え、取り組みを主導し、新しい人々を引き込むために会員増強

を必要とするものです。新年度が始まるまで数カ月となったこの時期は、クラブが会員増強を推

進するタイミングとして最適です！

地区GMTコーディネーターによるプレゼンテーションを企画し、クラブ会長・副会長・幹事に加

えクラブ会員委員長を招くことを検討してください。 

彼らの準備を支援！この会議の焦点が会員増強に置かれることをクラブ役員に伝え、会員増強

上の最大の課題および/または成功事例について話し合う準備を整えるよう求めましょう。トピッ

クには、会員の勧誘と満足度の双方を含めるべきです。「課題と機会ワークシート」を使ってクラ

ブの会員勧誘と会員維持を成功させる方法について考えるよう、役員に奨励してください。

 

議事次第には以下を含めるとよいでしょう。 

 m  開会（2分）：新会員の必要性と、既存の会員を参加させ、満足させ続けることの必要性を
指摘し、会議を開始する。会議の目的は、献身的な会員を勧誘し維持するためのアイデ
ィアと戦略を分かち合うことである、と説明する。また、会議が終わるまでに、クラブの課
題と成功事例について自由に話し合う（前回と同様）ことにも触れておく。クラブを支援す
るための地区ガバナーとゾーン・チェアパーソンの目標を確認する。

 m  自己紹介（2～5分）：各自の名前、役職、クラブ名を言うよう、参加者に求める。今回は、
新会員を勧誘することや、会員を参加させ続けるための戦略に対する各自の関心につ
いても触れさせる。    

 
 m  会員の勧誘と維持に関する意見交換（出席状況に応じて10～15分）：各クラブにそれぞ

れ2～3分で、会員の勧誘および/または維持に関する計画を説明してもらう。その際に
は、会員候補を見つけて招請するための戦略や、会員を参加させ、満足させ続けるため
の戦略についても報告してもらうべきである。  

 



m  会員増強の戦略とリソース（8～10分）：国際協会が提供しているリソースの中で、出席者に
とって適切と思うものや、役立つと思うものを紹介する。8ページにまとめられているリソース
を一つ以上含めてもよい。  

   プログラムのこの部分の進行を、地区GMTコーディネーターに依頼することも考慮する。  

   トピックによってはパワーポイント・プレゼンテーションが用意されており、推奨に役立て

ることができる。詳細は「ゾーン及びリジョン・チェアパーソン」のウェブページで確認でき

る。 

   時間が限られているものの、これらのツールやその活用方法をクラブ会員委員長に確

実に把握させる。 
 

m  クラブの課題と成功事例に関する自由討論（出席状況に応じて10～15分）：クラブのリーダ
ーに時間を与えて、各クラブが直面している課題への対策について助言を交換させ、およ
び/またはクラブの成功事例を紹介させる。 

m  クラブ優秀賞 （2分）：クラブ優秀賞の要素をクラブ役員に再確認させ、引き続き各クラブの目
標にするよう奨励する。  

m  閉会（3分）：会議中に得られた成果を簡単にまとめ、次回会議の日時を伝える。   
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http://members.lionsclubs.org/JA/districts/zone-region-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/JA/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
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ライオンズクラブ国際協会では、クラブがその会員増強目標を達成

できるよう支援する数々のツールを提供しています。クラブの役員と

会員委員長が、以下を確実に把握するようにしてください。 

誘ってみよう！：このガイドは、会員候補を見つけ、クラブに勧誘して

参加させる計画を、クラブが立てるために役立ちます。  

会員の満足度調査ガイド：会員が去っていく主な原因に対処すること

で、クラブ会員を参加させ、満足させ続けるためのガイドです。 

新会員オリエンテーション：新会員が確実に国際協会の重要性を理解し、結果的にその

会員であることの意義を認識できるようにします。クラブが利用できる数々のオンライン・

ツールが用意されています！

新会員のスポンサーの責任：新会員のスポンサーは、新会員に情報を与え、参加させ

る上で重要な役割を果たします。このチェックリストは、スポンサーがその不可欠な役割

をうまく果たせるよう支援します。 

新会員入会式：新会員を有意義な形でクラブに入会させることにより、彼らに自分が特

別な存在であり、歓迎されていると感じさせます。このガイドには、思い出に残る入会式

にするための作業と台本が記載されています。  

グローバル会員増強チーム - GMT：このリーダー・チームは、会議の間に情報を提供でき

ます。または、クラブに直接出向いて、会員を増強するための情報源や戦略を見極め

られるよう支援します。    

会員の増強と
満足度の向上
に利用できる

ツール

http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/me301.pdf
http://members.lionsclubs.org/JA/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/me21.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/me22.pdf
http://members.lionsclubs.org/JA/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php


第3回諮問委員会会議

この会議は2月か3月、または地区会則及び付則の規定に従って開くべきです。   

  

指導力育成を焦点に！ 

クラブを管理し、奉仕事業を主導し、クラブ会員と地域社会のニーズを満たし続けるには優れ

たリーダーが必要です。ライオンズクラブ国際協会の会員には、指導力を養うためのコースや

教材を利用できるだけでなく、身につけたスキルを発揮して各地域社会を改善していく独特の

機会が開かれています。この会議を役立てて、利用できる指導力育成の機会を取り上げましょ

う。  

4回目のゾーン会議を計画している場合には、次期役員の研修に関するトピックをその会議ま

で延期してもよいでしょう。 

地区GLTコーディネーターによるプレゼンテーションを企画し、クラブ会長・副会長・幹事を招く

ことを検討してください。 

彼らの準備を支援！ゾーン内のクラブに連絡し、この会議の焦点が指導力育成に置かれること

を伝えてください。同時に、会員を新たにクラブ役員に就任させる時の課題や、選挙・クラブ役

員就任式・クラブ監査の実施・国際本部へのクラブ役員報告などに関する疑問についても、聞

いておきましょう。彼らが学びたいと思っている研修トピックが分かれば、会議の間にそれらを取

り上げることができます。年度末のクラブのアワードや用品は、十分に前もって届くよう、早めに

注文すべきことも伝えます。「課題と機会ワークシート」を使って会議に備えるよう、役員に奨励

してください。 

議事次第には以下を含めるとよいでしょう。 

 m  開会（2分）：奉仕を継続させ、クラブを導いていくリーダーを育成することの重要性を指
摘することで、会議を開始する。会議の目的は、地区・複合地区・国際協会が提供して
いる指導力育成プログラムについて意見を交換し、概要を説明することである、と説明
する。クラブを支援するための地区ガバナーとゾーン・チェアパーソンの目標を確認す
る。

 m  自己紹介（2～5分）：各自の名前、役職、クラブ名を言うよう、参加者に求める。全員が
互いを知っている場合には、この部分は不要となる。     
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m  将来のリーダーを選出し、就任させる作業の進捗状況（出席状況に応じて10～15分）：ク
ラブは、新たな会員に次年度の役員になるよう積極的に奨励すべきである。適切な場合に
は、以下に関して困難を抱えているクラブや、支援を必要としているクラブがないか尋ねる。  

  

   • モデルクラブ組織図を確認

   • クラブ役員指名委員会を設置

   • 選挙の成功事例

   • クラブ役員就任式を企画

   • クラブ資金の年次監査を実施

   • 年度末のクラブ・アワードを注文

   • 次年度に向けてクラブ役員報告を行う能力を養成

   • クラブ役員オリエンテーションを企画

   •  支援が必要な場合には、出席者に提案を求め、および/またはクラブ役員を支

援する時間を設ける。 

 m  リーダーへの支援と育成 （15分）： 出席者にとって役立つと思うリソースを紹介する。  

   • ライオンズ学習センター

   • 芽生えるライオンズ・リーダーシップ研究会（ELLI）

   • 上級ライオンズ・リーダーシップ研究会（ＡＬＬＩ）

   • 講師育成研究会（FDI）

   • ウェビナー

  プログラムのこの部分の進行を、地区GLTコーディネーターに依頼することも考慮する。 

   「 ゾーン及びリジョン・チェアパーソン」のウェブページを確認し、トピックに関するパワーポ

イント・プレゼンテーションがないか調べる。  

 m  地区および複合地区大会への参加を奨励（2分）：  
出席者は、提供される指導力育成セミナーやプログラムを理解することに加えて、地区・
複合地区・国際大会のクラブ代議員と補欠代議員に関する規定についても把握すべき
である。大会の楽しさについて触れることも忘れない！  

 m  クラブの課題と成功事例に関する自由討論（出席状況に応じて10～15分）：クラブのリ
ーダーに時間を与えて、各クラブが直面している課題への対策について助言を交換さ
せ、および/またはクラブの成功事例を紹介させる。  
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http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/DA-MCS.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/le1.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/da-bpft.pdf
https://www2.lionsclubs.org/
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=JA
http://members.lionsclubs.org/JA/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/resources/leadership-resource-center/development-programs/emerging-leadership-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/resources/leadership-resource-center/development-programs/advanced-leadership-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/resources/leadership-resource-center/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/resources/webinars/leadership/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/districts/zone-region-chairperson.php
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クラブ役員ウェブページ：このウェブページでは、リソースへのリ

ンクをクラブ役員別に掲載しています。 

ライオンズ学習センター：コミュニケーション、他者の管理と意欲

喚起、成果の達成、リーダーシップなどのトピックについて、こ

のセンターが提供しているオンライン指導力育成コースはあら

ゆるライオンズにとって有益です。    

オンライン・クラブ役員研修：クラブ役員別のオンライン研修で、役立つマニュアルやガ

イドへのリンクも添えられています。地区GLTリーダーによって提供される対面研修を

補うものです。 

ライオンズ・メンター・プログラム：ライオンズ同士が関係を強めながら互いに学び、リー

ダーシップ・スキルを磨くことを可能にする自己開発プログラムです。   

リーダーシップ・ウェビナー：目標の設定、事業の企画、効果的な会議運営など、数々のト

ピックを取り上げています。多くは録画され、ウェブサイトに掲載されています。

ポッドキャストとオンラインのリーダーシップ・ニュースレター：世界中のライオンズリーダー

によるものです。

ライオンズ･リーダーシップ研究会：各会則地域で提供されるこのプログラムの焦点は、上

位の役職への就任を目指すライオンズにリーダシップ・スキルを身につけさせることで

す。情報と申込書はウェブサイトに掲載されています。  

グローバル指導力育成チーム - GLT：このリーダー・チームは、会議の間に情報を提

供できます。または、地区、複合地区、国際本部が提供している学習の機会につい

て、直接会って話をできます。  

指導力育成に
利用できる資

料

 m  クラブ優秀賞（2分）：クラブ優秀賞を申請するようク
ラブ役員に伝え、優秀賞の要素がどのようにクラブ
を強化するかを指摘する。 

 m  閉会（3分）：会議中に得られた成果を簡単にまと
め、次回会議の日時を伝える（第4回会議が予定さ
れている場合）。 

次期役員がクラブ運営
の可能な改善点を見極
める計画立案ツールと
して、クラブ活性化計画
の活用を検討してくださ
い。

http://members.lionsclubs.org/JA/clubs/officers/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/lions/strengthen-membership/mentoring-program.php
http://members.lionsclubs.org/JA/resources/webinars/leadership/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/news-media/videos/video-instructions.php
http://members.lionsclubs.org/JA/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/da-cqi.pdf
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クラブ強化への青写真はクラブに、目標と行動計画を立てるための

実用的なプロセスを提供するものです。このプロセスを利用して計

画を立てるよう、役員に奨励してください。詳細はウェブサイトをご

覧ください。

あなたのクラブ、あなたのやり方で！：このガイドは、クラブが例会の形

式を作り変え、会員のニーズに合ったものにするために役立ちま

す。例会の代わりに毎月奉仕事業を実施し、不要な手順を排除す

ることで、若い人々にとって魅力的なクラブにすることを検討してく

ださい。このガイドを役立てれば、会員たちは例会のどの側面を残

し、どの側面を変えたいかを見極めることができるはずです。  

  

クラブ活性化計画：このプロセスは、クラブがその運営を綿密に分析

し、改善すべき分野を見極めて、改革への計画を立てるために役

立ちます。 

優秀賞： 奉仕、会員増強、指導力育成、クラブ運営、コミュニケー

ションの各分野で、クラブに目標とリソースを提供します。詳細はウ

ェブサイトをご覧ください。 

クラブの計画
に役立つ
ツール

http://members.lionsclubs.org/JA/lions/strengthen-membership/blueprint-for-stronger-club.php
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/da-cqi.pdf
http://members.lionsclubs.org/JA/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php


第4回諮問委員会会議（任意） 

この会議は、複合地区大会の約30日前、または地区会則及び付則の規定に従って開くべきで

あり、適切な場合には、次期クラブ会長と次期幹事を参加させるとよいでしょう。 

 

将来を焦点に！

この時期には、現職の役員は年度の締めくくりについて考え、次期役員は前途について考えて

いるはずです。この任意の会議は多くの場合、その双方を行う祝賀の機会となります！

通常はお祝いムードになりますので、プログラムは楽しいものであるべきです。 

地区GLTコーディネーターによるプレゼンテーションと、地区ガバナーによるアワード授与式を

企画し、次期クラブ役員を招くことを検討してください。

彼らの準備を支援！この会議の焦点は、現職の役員から新任の役員への引き継ぎと、功績の

あった会員を表彰するユニークな方法に置かれると、クラブ役員に伝えましょう。アイディアを持

ち寄り、次期クラブ役員を連れてくるよう、彼らに奨励してください。 

議事次第には以下を含めるとよいでしょう。 

 m  開会（2分）：ゾーン内のクラブの重要性を指摘することにより、会議を開始する。役員が
どこまで歩みを進め、クラブが各地域社会にどれほどインパクトを与え、彼らの目標をど
のように達成してきたかを説明する。次期クラブ役員が出席している場合には、諮問委
員会会議の目的と重要性や、彼らの参加の意義を説明する。    

 m  自己紹介（2～5分）：次期クラブ役員が出席している場合には、参加者に自己紹介を求
める。全員が互いを知っている場合には、この部分は不要となる。  

 m  クラブ役員の引き継ぎ（出席状況に応じて10～15分）：引き継ぎを円滑にするために各
自がしていることを紹介するよう、クラブ会長に求める。任期が始まる前に知っておきた
い情報がないか、新役員に尋ねてもよい。新任のクラブ役員を対象とした研修・オリエン
テーションや、オンラインの研修ツールについても触れるべきである。      
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 m  任期に備えるために役立つツール（8分）：  次期クラブ役員が出席しており、適切な場

合には、新任のクラブ役員にとって役立ちそうな以下のツールを紹介する。これらのツ

ールについては、ウェブサイトwww.lionsclubs.orgで詳しく説明されている。 

    • クラブ強化への青写真 

   • あなたのクラブ、あなたのやり方で 

   • クラブ活性化計画

 m  奉仕を表彰（10～15分）：クラブ役員を表彰するための計画をクラブ会長に尋ねることに

より、ユニークなアイディアの分かち合いを促す。クラブ用品カタログに含まれているもの

を含めて、国際協会やその他の供給源からクラブが入手できる用品を紹介する。 

 m  アワード（6～10分）：この時間を利用して、会議への参加、会員増強、優れた奉仕、その

他の成果に対し、クラブ役員を表彰する。直接授与することで誠意を示す。  

 m  クラブ優秀賞（2分）：クラブ優秀賞を申請するようクラブ役員に伝え、優秀賞の要素がど

のようにクラブを強化するかを指摘する。  

 m   閉会（3分）：参加者の奉仕と尽力に感謝し、次期役員のメンター役を務めるよう奨励す
る。 
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カタログには、役員、出席、優れた奉仕、その他に対する
アワードが含まれています。多くは名前を入れることがで
き、それぞれライオンズのロゴが付いています！届くまで
時間がかかりますので、クラブに早めに注文するよう奨励
してください。

クラブ
用品

カタログ

http://www.lionsclubs.org/JA
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/DA-STPBG.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/da-cqi.pdf
http://members.lionsclubs.org/JA/lions/awards/index.php
http://members.lionsclubs.org/JA/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
https://www2.lionsclubs.org/


会議を終えてからの作業 

会議の評価

20ページの「参加者用評価書」を使って、今後の会議の改善に役立つ意見やアイディアを集

めてください。 

フォローアップを通して行動計画が確実に遂行されるようにすることは、ゾーン・チェアパーソン

としての任期を成功させる最も重要な手順となります。 

クラブ役員のフォローアップ

各出席者、また出席できなかった役員にも、議事録のコピーを送ります。16ページにあるテンプ

レートを使用すれば、漏れのない詳細な議事録を作成できます。議事録をEメールで送る時に

は、個人的な言葉も添えましょう。さらに、フォローアップする内容の基礎として、18ページの「

課題と機会ワークシート」を役立てるとよいでしょう。 

連絡を絶やさずに

各クラブが行動手順をいつ行う計画だったかを記録し、随時連絡を取って彼らの進捗状況を確

認し、支援を提供してください。次の会議までに利用できるリソースについて、各クラブに確実

に把握させましょう！  

目標は良いアイディア一つ：参加者の一人ひとりが、クラブの改善に役立てられる良いアイディ

アを一つでも得ることができれば、会議は成功です。ライオンズ同士が各クラブを改善するため

のアイディアを分かち合う時、その時間が無駄になることはありません！ 
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サンプル書式：議事録 

  

継続審議事項：討論の内容、決定

1.  _________________________________________________________________________________________________________________________

2.  _________________________________________________________________________________________________________________________  

3.  _________________________________________________________________________________________________________________________

4.   ________________________________________________________________________________________________________________________

新規審議事項：討論の内容、行動項目（および責任） 

1.  _________________________________________________________________________________________________________________________

2.  _________________________________________________________________________________________________________________________  

3.  _________________________________________________________________________________________________________________________

4.   ________________________________________________________________________________________________________________________

スピーカー/プログラムの説明： 

表彰： 

次回会議の予定日：_____________ 時刻：____________ 場所： _____________________________________________________

次回の審議事項： ____________________________________________________________________________________________________

記録者：  ________________________________________________________________________________________________________________
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DA-ZCSFMM.JA   08/17

日付：  _______________________________

開始時間： __________________________

終了時間：  _________________________

        出席者：  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________
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この報告書を、地区ガバナー、地区GLT・GMT・GSTコーディネーター、およびリジョン・チェアパーソンに送って
ください。  

地区ガバナー諮問委員会会議報告書

ゾーン・チェアパーソン氏名： ____________________________________________________________________________________________________________

地区：__________________________リジョン：_____________________ ゾーン：  ____________________________________________________________________  

会議開催地（都市）：__________________________________ 会議開催日： ___________________________________________________________________

開会時間：___________ 閉会時間：___________ 次回会議予定日： _____________________________________________________________________

出席クラブ 

      

会議の焦点：   奉仕            会員増強          指導力育成           その他

会議の要約

1. クラブは主な課題として、どのようなことを挙げたか（適切な場合にはクラブ別に記入）？ ______________________
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. 主な機会や対策として、どのようなことを挙げたか？ ______________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. どのような行動計画が立てられたか？ ________________________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3a.グローバル・アクション・チーム（地区支援チーム）には支援を提供するメンバーがいるか？ ______________
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. どのような成功事例/最善の方法が紹介されたか？ ______________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4a.誰によって？ _____________________________________________________________________________________________________________________

5. クラブ役員への支援を高めるため、地区にできることは何か？ ________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

クラブ名/クラブ番号 会長 副 幹事
    会長

1.______________________________   

2.______________________________   

3.______________________________   

4.______________________________   

クラブ名/クラブ番号 会長 副 幹事
    会長

5.______________________________   

6.______________________________   

7.______________________________   

8.______________________________   

DA-ZCM.JA   08/17
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課題と機会ワークシート

ゾーン会議に出席する前に、クラブ役員がともに準備を整えておけば、会議から得られる利益

を最大限に高め、クラブの改善に役立てることができるでしょう。効果的に行われるゾーン会議

はクラブ役員にとって、クラブの管理・運営の最も重要な側面について集中的に話し合う機会と

なります。  

各ゾーン会議では通常、クラブ運営の以下の重要分野のいずれかを取り上げることになりま

す。

 1.  奉仕 – クラブ奉仕委員長を参加させ、クラブの奉仕事業やアクティビティの質に関する意

見や見解を提供してもらう。

 2.  会員増強 – クラブ会員委員長を招き、クラブの会員勧誘と会員維持の成功について意

見を提供してもらう。

 3   指導力育成 – クラブの次年度に備え、次期役員を備えさせる最善の方法を分かち合うこ

とは、クラブ第一副会長にとって有益である。

各クラブは以下の質問に答えることで、会議の準備を整えておくべきです。

  私たちのクラブは、役員が会議で話し合いたいと考えている具体的な課題に直面して

いるか？ 

 その課題の潜在的原因は特定されているか？

 その課題または問題の解消につながるものとして、どのような機会があるか？

  特にその課題について、私たちのクラブはゾーン・チェアパーソンおよび/またはグロー

バル・アクション・チームから支援を受けたいか？

DA-ZCCOWS.JA   08/17

自由討論で話し合えるよう、これらのトピックを会議に持参してください。 
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会議準備チェックリスト

DA-ZCMMPC.JA 08/17

作業 完了
（3）

メモ

作業と望ましい成果を決定

成果を達成するための行動を決定

議事次第を作成（4ページの議事次第のサンプルを
参照）

招待者のリスト

会議の日時を設定

会議の準備
a. 場所と会場
b. 設備
c. 飲食物
d. 資料

会議の資料を参加者とスピーカーに送付
a. 案内
b. 課題と機会ワークシート
c. スピーカーを確定

会場の設営（会議当日）
a. 座席を確認
b. 設備を確認
c. 照明、冷暖房、その他を確認
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参加者用評価書

会議の最後に以下の評価を記入し、会場を離れる前に各ゾーン・チェアパーソンにお渡しください。

はい いいえ

1.「課題と機会」の作業は役立ったか？

2. 私は事前に案内、議事次第、「課題と機会ワークシート」を受け取り、会議
に備えるための十分な時間/情報を与えられた。

3. 会議で伝えられた情報は有益で、私の時間は有意義に使われた。

4. 決定、行動項目、必要なフォローアップは明確であった。

コメント：
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