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ライオンズクラブ国際協会 

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。 
 
 

ライオンズクラブ国際協会 

ビジョン声明文 

 

 

ライオンズクラブ国際協会 

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
心の触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。 

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。 
 
 

ライオンズクラブ国際協会 

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。 
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はじめに 

リジョン・チェアパーソンは地区のリーダーシップ・チームの重要なメンバーです。地区

の役員として、また地区ガバナー・キャビネットの一員として、地区ガバナーにさらなる

支援を提供し、リジョン内のゾーン・チェアパーソンと結び付ける役割を果たします。ま

たゾーン・チェアパーソンとともに、リジョン内に優れたクラブが誕生し維持されるよう

支援します。その任務は、各地区内のクラブのニーズに応じてさまざまでしょう。監督下

のゾーン・チェアパーソンを支える重要なメンターとしての役割の他に、何が期待される

かを各地区ガバナーに確認してください。 
 

クラブの成功は、クラブの役員と会員だけでなく、ゾーン・チェアパーソン、リジョン・

チェアパーソン、地区ガバナー・チームで構成される地区チーム全体によって左右されま

す。国際理事会では方針の変更を採択し、クラブが最も支援を必要としている時に手を貸

せるよう、より優れたツールを地区のリーダーに提供することになりました。地区チーム

全体と協力し、こうした方針の変更とツールの適用を助けることで、リジョン内のクラブ

の健康を守ってください。リジョン・チェアパーソンは既存のクラブを支援するだけでな

く、リジョン内における新クラブの結成にも手を貸せます。ゾーン・チェアパーソンのチ

ームをまとめ、これらの分野での取り組みを支援する皆さんの能力は、リジョンの成功に

とって不可欠なものとなるでしょう。 
 
 

リジョン・チェアパーソンの責任 

リジョン・チェアパーソンの役職が地区ガバナーの任期中に活用される場合には、その役

割は地区ガバナーの指導監督のもとにリジョンの最高運営責任者を務めることです。標準

版地区会則及び付則では、リジョン・チェアパーソンの具体的な責任として以下を定めて

います。 
 

1. 本協会の目的を推進する。 
 

2. リジョン内のゾーン・チェアパーソンの活動並びに地区ガバナーより割り当てられ

る地区委員長の活動を監督する。 
 

3. 地区 GMT コーディネーターと連携し、新クラブ結成及び弱体クラブ強化において積

極的役割を果たす。 
 

4. 任期中に少なくとも 1 回ずつ、リジョン内各クラブの例会に出席し、地区ガバナー

並びに地区 GMT コーディネーター及び地区 GLT コーディネーターにその報告をす

る。 
 

5. 任期中に少なくとも 1 回ずつ、リジョン内各クラブの理事会定例会議に出席し、地

区ガバナー並びに地区 GMT コーディネーター及び GLT コーディネーターにその報告

をする。 
 

6. リジョン内のすべてのクラブがそれぞれ正式に採用したクラブ会則及び付則に従っ

て運営されるよう、努力する。 

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/la4.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/la4.pdf
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7. クラブ向上プロセスを推進し、プログラム実施に向けて地区ガバナー・チーム、地

区 GMT コーディネーター、及び地区 GLT コーディネーターと協力する。 
 

8. 地区 GLT コーディネーターと連携し、指導力育成の取り組み支援において積極的役

割を果たす。  
 

9. 少なくとも、リジョン内のクラブに割り当てられた数の代議員全員を国際大会及び

地区（準及び複合）大会に派遣して、大会参加を促進する。 
 

10. 地区ガバナーに委任された場合には、クラブを公式訪問してチャーターナイトや例

会に出席する。 
 

11. その他、本マニュアルなどの指示を通して国際理事会が要求する任務、あるいは地

区ガバナーが要求する任務を遂行する。 
 

 

地区ガバナーと協力 

リジョン・チェアパーソンの具体的な任務は、地区ガバナーがリジョン内のゾーンとクラ

ブのニーズに基づき決定します。その主な目標の一つは、地区ガバナーとゾーン・チェア

パーソンにさらなる支援を提供し、両者を結び付ける役割を果たすことです。 
 

地区ガバナーから求められる作業としては、例えば以下が挙げられます。 
 

 ゾーン・チェアパーソンが成果の達成を目指すよう積極的に励ます。 

 地区キャビネット会議でリジョンについて簡潔に報告し、クラブに関する具体的な情報

はゾーン・チェアパーソンに提供させる。 

 地区ガバナーから割り当てられたクラブの公式訪問を行い、遅滞なく報告する。 

 地区ガバナーから割り当てられた弱体クラブに対し、ゾーン・チェアパーソンとともに

さらなる支援を提供する。 

 地区大会その他の地区会合の計画と実施を支援する。 
 

 

ゾーン・チェアパーソンと協力 

ゾーン・チェアパーソンは、ライオンズクラブ、リジョン・チェアパーソン、地区ガバナ

ーを結び付ける重要な役割を果たします。リジョン・チェアパーソンがリジョン内クラブ

の状態を地区ガバナー・チームに報告する上で、ゾーン・チェアパーソンほど情報を速や

かに、または詳細に提供できる存在はありません。リジョン・チェアパーソンの最大の課

題の一つはゾーン・チェアパーソンの数ある任務を調整することであり、それは以下の方

法で行うべきです。 
 

 リジョン内のゾーン・チェアパーソンに手を貸し、健全なクラブを支援するための適切

な資料について説明する。  

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
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 地区ガバナー・チームの全体的な方針に沿う。 
 

 同じ対象者への奉仕が不必要に重複しないようにする。 
 

ゾーン・チェアパーソンとの効果的な情報交換は、リジョンを成功に導く鍵となります。E

メールや電話を通じて、または直接会うことにより、例えば以下のために頻繁に連絡を取

り合うべきです。 
 

 地区ガバナー・チームと立てたゾーン・チェアパーソンの目標の達成度を確認 
 

 クラブおよび/または地区の課題と機会を検討  
 

 現在と今後の活動に関する各ゾーン・チェアパーソンからの報告 
 

 ゾーン内の各クラブが行っている奉仕事業 
 

 ゾーン内の各クラブの会員増強およびオリエンテーション活動 
 

 ゾーン内の各クラブの内外情報伝達のあり方 
 

 各クラブの状態と弱体化しているクラブを強化する方法 
 

 クラブの運営と財務のあり方 
 

ゾーン会議に出席する際には、以下を心がけるようにしてください。 
 

 会議の取り仕切りはゾーン・チェアパーソンに任せる。 

 個々のクラブについて認識を深める機会にする。 

 ゾーン・チェアパーソンの有効性を評価する。 
 

ゾーン・チェアパーソンの活動に関する詳細は、国際協会ウェブサイトで入手できるゾー

ン・チェアパーソン・マニュアルおよびゾーン・チェアパーソン研修を参照してくださ

い。  
 

 

グローバル会員増強チーム（GMT）およびグローバル指導力育成チーム（GLT）と協力 

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、会員増強と

指導力育成の促進に向け、並行した組織として連携しながら活動します。GMT の目的は、

会員とクラブの増強を推進し、クラブの成功を最大化することです。GLT の目的は、積極的

な研修と指導力育成の取り組みを通じて優れたリーダーを発掘し、育成することです。 
 

両チームは、地区レベルでは地区ガバナー・チーム、複合地区レベルでは協議会議長およ

びガバナー協議会と連携して活動します。GMT、GLT、複合地区および地区のリーダーは、

地域の増強・育成ニーズに効果的に対応すると同時に、会員基盤を強化し、クラブの健康

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da100.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da100.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/districts/zone-region-chairperson.php
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状態を向上させ、国際協会のあらゆるレベルでリーダーの質を高めることを目指して一丸

となって取り組んでいます。 
 

各準地区で GMT と GLT が編成され、各チームは、地区 GMT コーディネーターまたは地区

GLT コーディネーター、地区ガバナー・チーム、リジョン・チェアパーソン（活用されてい

る場合）およびゾーン・チェアパーソンにより構成されます。GMT においては第一副地区

ガバナーが地区ガバナー・チームへの主な連絡役を務め、GLT においては第二副地区ガバナ

ーが地区ガバナー・チームへの主な連絡役を務めます。必要に応じて他の見識あるライオ

ンをチームに加えることもできます。地区 GMT と地区 GLT は連携して活動します。地区

GMT の具体的な構成に関する情報は、理事会方針書第 10 章（エクステンション）にまとめ

られています。 
 

グローバル会員増強チームのメンバーとして、リジョン・チェアパーソンは以下を行うべ

きです。 
 

 クラブに会員増強に関する資料を推奨する。 
 

 クラブを特定してクラブ向上プロセス（CEP）への参加を奨励する。 
 

 クラブ会員増強委員長がその役割と責任を確実に認識できるようにする。 
 

 新クラブを結成できそうな地域社会を特定する。 
 

 新規または既存の奉仕事業に会員を参加させることに重点を置く。 
 

 会員増強計画を実行し、地域社会での活動を宣伝するようクラブに奨励する。 
 

 会員増強ニーズと有効な戦略について地区 GMT の他のメンバーに伝達する。 
 

グローバル指導力育成チームのメンバーとして、リジョン・チェアパーソンは以下を行う

べきです。 
 

 ゾーンレベルのリーダー候補を特定する。 
 

 研修や指導力育成の機会を利用できることを伝達し、参加を奨励する。 
 

 新たなリーダーに指導的責任を担うよう奨励する。 
 

 地区 GLT と協力し、効果的なゾーン・チェアパーソン研修が確実に行われるようにす

る。 
 

 研修・育成ニーズについて地区 GLT の他のメンバーに伝達する。 

強力なクラブを支援 

リジョン・チェアパーソンのようなリーダーは、「現在しっかりしているクラブは将来も

援助を必要としないだろう」などと思ってはいけません。クラブが強力になり、その力を

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/me44.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/new-clubs/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/serve/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/districts/zone-region-chairperson.php
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維持しているのは、クラブのリーダーが絶えず努力しているからだけでなく、地区役員が

常に注意を払っているからです。強力なクラブにも励ましが必要です。また、弱体化して

いるクラブを支援する上で、強力なクラブが最適な情報源となり得ることも心に留めてお

きましょう。 
 

クラブ訪問の際には、成功に欠かせない以下の要素の有無を確認してください。 
 

 地域社会が必要とし、支援している主要なアクティビティ 
 

 地域社会の強い支援を受けている主要な資金獲得事業  
 

 クラブ内での良好なコミュニケーションと地域社会への優れた PR 活動 
 

 有意義なプログラムを伴う効果的な例会と、統制のとれた理事会と委員会 
 

 チーム精神 
 

 新会員の有意義な入会式、直後のオリエンテーション、活動への参加を含めた会員増強

および育成プログラム 
 

 会員を対象とした指導力育成の機会を積極的に奨励 
 

クラブの健康を増進 

最も効果的なライオンズクラブは常に、その人道奉仕のインパクトを高め、リーダーを育

て、クラブ会員のニーズと期待を満たす方法を見つけているものです。つまり、地域社会

とクラブ会員に継続的に価値をもたらせるよう配慮しているのです。 
 

リジョン・チェアパーソンはゾーン・チェアパーソンと協力し、国際協会の有益なプログ

ラムとツールをクラブに推奨することができます。以下のプログラムとツールについて熟

知し、クラブの強化を支援するゾーン・チェアパーソンの取り組みにいつでも手を貸せる

ようにしておきましょう。詳細は国際協会ウェブサイトのゾーン及びリジョン・チェアパ

ーソンのページをご確認ください。 
 

あなたのクラブ、あなたのやり方で – このガイドは、クラブが自らを作り変え、クラブ例

会を会員のニーズに合ったものにするために役立ちます。 
 

クラブ強化への青写真 – あらゆる有意義な事業と同様に、クラブにとって重要なのは行動

の指針となる計画、すなわち「青写真」を作成して実行することです。「クラブ強化への
青写真」には、地域社会と会員の満足度に関してクラブの価値を高めていく道筋が示され

ています。その 3 つの簡単なステップは、うまくいっていることを強化し、もはや効果を

失っていることを徐々になくし、新たな取り組みを遂行していくための実践的なアプロー

チを提供します。根拠の確かな「クラブ強化への青写真」を作成し、その遂行に全力で取

り組み、定期的に計画を見直し、ニーズを評価して行動手順を改善していけば、クラブは

短期と長期の両方の目標を達成することができるはずです。 

http://members.lionsclubs.org/EN/districts/zone-region-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/EN/districts/zone-region-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/blueprint-for-stronger-club.php
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クラブ向上プロセス（CEP） – クラブ向上プロセス（CEP）はクラブの改善を目的としたワ

ークショップ・プログラムで、二つの形式から一つを選択して行えます。CEP プロは研修を

受けたファシリテーターの指導のもとに行なわれ、CEP ライトはクラブがその会員の進行に

より単独で行うものです。CEP を行うクラブは 4 段階のプロセスを通して、各地域社会のニ

ーズを見極め、会員の満足度を調査し、資料を活用し、行動計画を立案します。詳細は国

際協会ウェブサイトをご覧ください。 
 

標準版ライオンズクラブ会則及び付則（LA-2） – クラブを管理するための基本的な指針です。

そこにはライオンズクラブとクラブ役員の構成、任務、責任がまとめられ、クラブ運営の

根本的なガイドとなっています。 
 

クラブ役員マニュアル（LA-15） – クラブ役員にその責任と任務に関する基本的な情報を提

供するものです。クラブ役員は国際協会ウェブサイトのクラブ情報センターでこのマニュ

アルを確認し、ダウンロードできます。 
 

ニュースレター – ライオンズクラブの各会員が受け取るライオン誌を含みます。ライオン
ズ・ニュースワイヤーは国際協会ウェブサイトに掲載される月刊ニュースレターで、重要

な行事に関する情報や、国際協会の方針の変更、ライオンズが現在行っている行事や活動

に関するニュースを常時世界中の会員に伝えています。会員は、国際協会ウェブサイトで

毎月ライオンズ・ニュースワイヤーを閲覧できます。 
 

リーダーシップ情報センター（LRC） – 国際協会ウェブサイトに設けられ、ライオンズのリーダ

ーシップ・スキルを磨き養うためのツールや資料を手軽に入手できます。 
 

あなたの評価は？（ME-15B） – 国際協会ウェブサイトで入手できるこの資料には、クラブ

が自らの長所と短所を見極めるために役立つ一連の質問が含まれています。クラブはこの

アンケートの結果に基づき、自らの改善に向けて計画を立てることができます。 
 

E クラブハウス – 世界中のライオンズクラブは E クラブハウスを通して、ネット上に新たな

ホームページを開設できます。E クラブハウスを使えば、クラブは穴埋め式の画面とフォー

マット済みのテンプレートを使って、洗練された本格的な仕上がりの無料ウェブサイトを

簡単に作成でき、ウェブ上でクラブの存在をアピールできます。また、各クラブはそれぞ

れの個性を維持しつつ、ライオンズのブランドイメージとの一貫性を保つことができま

す。サイトでは、「クラブカレンダー」「クラブ事業」「フォトギャラリー」「問い合わ

せ先」のページを通して人々にクラブを紹介できるとともに、最大 5 ページまでを追加で

きます。どのような情報を入力し、どのように役立てるかはクラブ次第です。E クラブハウスで

独自のウェブサイトを作成するよう、クラブに奨励してください。 
 

新クラブを結成 

新しいライオンズクラブの誕生が大いに役立ちそうな地域社会をリジョン内で見つけ出す

ことは、ライオンズクラブの発展を支援する大きな一歩です。ゾーン・チェアパーソンと

協力して以下の手順を進めることで、新クラブの結成に手を貸してください。 
 

1. 地区 GMT/GLT コーディネーターと話し合い、彼らと協力して新クラブの結成とそのリ

ーダーの育成を支援する方法について認識を深める。 

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/blueprint-for-stronger-club.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/la2.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/la15.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/newsletters/newswire.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/newsletters/newswire.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/leadership-resource-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/me15b.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/communicate-your-activities/create-website-eclubhouse.php
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2. 新クラブ結成キットなど、国際本部の会員及び新クラブ・オペレーション課から取り寄

せる必要のある情報や資料を確保する。 

3. ライオンズクラブが利益をもたらせそうなリジョン内の地域社会のリストを作成し、ゾ

ーン・チェアパーソンや地区 GMT コーディネーターとともに検討する。 

4. リジョン内クラブに新クラブのスポンサーとなるよう奨励し、支援を申し出る。 
 

新クラブが結成されると、リジョン・チェアパーソンもそのクラブに配慮する責任を共有

することになります。以下の措置が確実に講じられるようにしてください。 
 

 すべての会員はライオニズムに関する十分な知識を与えられ、クラブ役員は各役職の責

任を果たしてくための研修を受ける。 

 経験豊かなライオンズが頻繁にクラブを訪問する。 

 クラブは必要な時に助言や指導を受ける。 

 

リジョン・チェアパーソンは地区ガバナーから、リジョン内の新会員や新役員に対するオ

リエンテーション・セミナーの実施を求められるかもしれません。そのような場合のため

に、国際本部の会員開発部とリーダーシップ部では、こうしたオリエンテーションの企画

と実施に関する優れた指針を提供しています。 

 

苦境にあるクラブを支援 

リジョン・チェアパーソンは地区のリーダーシップ・チームと協力し、リジョン内クラブ

の全体的な健康状態を監視することができます。クラブがステータスクオ処分を受けない

よう、援助を頼まれることもあるでしょう。また、地区ガバナーがステータスクオ処分を

勧告しているクラブについて、その行動に関する見解を求められるかもしれません。さら

に、ステータスクオ処分を受けているクラブが復帰してグッド・スタンディングに戻れる

よう、直接支援を提供することにもなるでしょう。 
 

苦境にあるクラブは、ステータスクオ、優先指定、非常時ステータス、滞納金を理由とす

る活動停止の 4 つのカテゴリーに分類されます。これらのステータスはクラブ健康診断レ

ポートにも記載され、それぞれに関する方針は以下の通りです。 
 

ステータスクオ・クラブ 

ステータスクオとは、ライオンズクラブのチャーター、権利、特権、義務の一時的な停止

処分です。事務総長およびその指定する部は、国際理事会に代わって、ライオンズクラブ

をステータスクオ処分にする権限、またはステータスクオから解除する権限を有します。

ステータスクオの目的は、正クラブとしての義務を果たしていないクラブの活動を、ステ

ータスクオ処分を受けた原因が解消されるか、クラブが解散するまでの間、停止すること

です。 

ライオンズクラブは以下の場合にステータスクオ処分を受けることがあります。 

 国際協会の目的に背いた場合や、クラブ内紛争解決の不成功、訴訟への関与等（ただし

これらの例に限られない）、ライオンズクラブとして相応しくない行動を取った場合。 
 

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
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 クラブの定例会議を行わない、3カ月以上連続して月例会員報告を行っていない等（た

だしこれらの例に限られない）、正クラブとしての義務の一つでも履行を怠った場合。 
 

 クラブが実在しない、または架空のものである場合。 

  

 クラブが自主解散、またはクラブ合併への参加を求めた場合。 

 

クラブは上記の理由でステータスクオ処分を受けるほか、ライオンズクラブの義務を果た

していないことを理由に、地区ガバナーがクラブのステータスクオ処分を要請することも

あります。これらの要請には第一副地区ガバナーおよびゾーン・チェアパーソンの承認が

必要です。要請に当たっては、クラブが国際会則及び付則または理事会方針を遵守してい

ないこと、および遵守を促すために地区ガバナー・チームがとった措置を裏付ける十分な

証拠書類を提出する必要があります。要請は、地区および/または複合地区大会の90日前ま

でに行うものとします。クラブが国際会則及び付則を遵守していないことの有効な証拠書

類が存在すれば、クラブはステータスクオ処分を受けることになります。 
 

a. ステータスクオ処分を受けている間は、クラブは以下を行うことができません。 

1. アクティビティの実施 

2. 資金獲得活動の実施 

3. 地区、複合地区、または国際レベルの行事やセミナーへの参加 

4. クラブ外で行われる投票への参加 

5. 地区、複合地区、および国際役員候補者の推薦または指名 

6. 月例会員報告およびその他の報告 

7. ライオンズクラブのスポンサー、またはレオクラブやライオネスクラブの結成 

 

b. ステータスクオ処分を受けたクラブがチャーター取り消しの事態に至る前に、全力

が尽くされなければなりません。ステータスクオ・クラブには、以下の手順に従っ

て援助と支援を提供すべきです。 
 

1. 地区ガバナー・チームまたはコーディネーター・ライオンは、ステータスクオか

らの解除に向け、直ちにそのクラブとの協力を開始する。地区ガバナー・チーム

は、ゾーン内のステータスクオ・クラブの進捗状況について地区ガバナーに逐次

報告する。 

2. クラブをグッドスタンディングに戻すために有益であれば、地区ガバナーが公認

ガイディング・ライオンを置くこともできる。公認ガイディング・ライオンは、

クラブと地区ガバナー・チームの両方から承認を受ける必要がある。 

3. 地区ガバナーまたはコーディネーター・ライオンが進捗状況を確認し、国際本部

に文書で進捗を知らせるか、解散の勧告書を提出する。 
 

c. ステータスクオ処分を受けたクラブがグッドスタンディングに戻るためには、クラ

ブは以下を行わなければなりません。 

1. クラブがステータスクオ処分を受けた原因を解決する。 
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2. 地区、複合地区、および国際協会におけるクラブ口座の未納金をすべて支払う。 

3. 記入したクラブ復帰報告書を提出し、必要に応じて会員と役員の変動を報告す

る。 

4. ステータスクオ処分からの解除勧告は、年度内に随時行うことができる。 

5. クラブが復帰したら、クラブは会員名簿と役員記録を書き換えることができる。 

 

d. 解散：指定された期間以内に改善が見られないクラブや、国際会則及び付則や理事会

方針の遵守に向けて十分に努力していないクラブは国際理事会にかけられます。理事

会は、クラブを解散処分とすべきか、ステータスクオに留めるべきか、グッドスタン

ディングまたは正クラブのステータスに戻すべきかを決定します。 
 

優先クラブの指定 

優先クラブを指定することにより、地区ガバナー・チームのメンバー（地区ガバナー、第一

副地区ガバナー、または第二副地区ガバナー）は既存の地区ガバナー予算を使ってさらに 2

回まで、そのクラブを訪問できるようになります。この指定を受けたからといって、クラブ

のステータスが変わるわけでも、クラブの権利や義務が変わるわけでもありません。その目

的は、さらなる配慮を必要とするクラブに支援を提供することです。 
 

優先クラブには自動的に、結成されてから24ヵ月以内のクラブ、ステータスクオまたは滞納

金を理由とする活動停止クラブ、および解散されてから12ヵ月以内で復帰の可能性のあるク

ラブが含まれます。 
 

地区ガバナーは、さらに5つのクラブに対して優先指定を要請できます。上記のように新たに

結成されたクラブ、最近解散されたクラブ、ステータスクオまたは滞納金を理由とする活動

停止クラブ以外のクラブへの優先指定を要請するには、地区ガバナーが、さらなる支援の求

められる理由を指摘し、必要な活動をまとめた計画を提出し、そのクラブにガイディング・

ライオンを任命しなければなりません。計画は、クラブ、地区ガバナー、および第一副地区

ガバナーの承認を受けた上で、太平洋アジア課に提出します。これらのクラブは引き続き会

費を納め、ライオンズクラブとしての責任を果たさなければなりません。それを怠ると、滞

納金を理由とする活動停止処分や解散処分を受ける恐れもあります。6カ月以内に一定の進展

が認められない場合には、これらのクラブは優先指定を解除されることがあります。優先指

定が認められた際に設定した目標が達成されると、そのクラブは正常化に成功したものと見

なされます。地区及びクラブ・サービス委員会が承認した場合には、5つを超えてさらに優先

クラブを指定できます。 
  

非常時ステータス  

1. ライオンズクラブは、地区ガバナーの要請があり、かつライオンズクラブが存在する国

または地域で以下が発生した場合、非常時ステータスクオに指定されることがありま

す。 
  

a. 戦争または暴動 

b. 政情不安 

c. 天災 

d. ライオンズクラブが正常に機能することを妨げるその他一切の状況 
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2. 非常時ステータスの指定は、当初の90日間に加えて、必要であればさらなる日数にわた

り適用されます。 
 

3. 指定を受けたクラブは、理事会方針書で定義されたライオンズクラブの機能に基づき、

通常の活動を行うことができます。ただし、以下については免除されます。 
 

a. 地区、複合地区、および国際会費の支払い 

b. 月例会員報告およびその他の報告 
 

クラブがその機能を完全に取り戻し、地区、複合地区、および国際協会におけるクラブ口

座の未納金を支払い、クラブ復帰報告書を提出すると、非常時ステータスの指定は解除さ

れます。非常時ステータス指定の解除勧告は年度内に随時行うことができるものとします。

極度の苦境にある場合には、国際理事会は地区及びクラブ・サービス委員会の要請によ

り、会費を部分的に免除することができます。 
 

クラブ解散 

ライオンズクラブが自主解散または他のクラブとの合併の意向を国際本部に知らせて、地

区ガバナーがそれを支持しており、それ以外の選択肢がないと思われる場合、クラブのチ

ャーターは自動的に取り消しとなります。 
 

クラブの解散は、その原因が解決された場合、解散日より 12 カ月以内であれば撤回可能で

す。以前の会費はすべて支払われなければなりません。チャーター取り消しの撤回には、

地区ガバナーまたはコーディネーター・ライオンによるクラブ復帰報告書の提出が必要で

す。地区または複合地区大会の 90 日前以降に届いた復帰要請は、大会終了まで保留とされ

ることがあります。 
 

滞納金を理由とするクラブ活動停止処分 

120 日を超える滞納残高が会員 1 人当たり US$20 以上または US$1,000 以上となったクラブ

は、自動的に滞納金を理由とする活動停止処分を受け、その翌月の 28 日までに全額が支払

われない場合には解散されることになります。活動停止とは、滞納残高を理由とするライ

オンズクラブのチャーター、権利、特権、義務の一時的な差し止めです。 
 

国際協会では毎月すべての地区ガバナーに対し、地区内で活動停止処分を受けているクラ

ブ、その処分から解除されたクラブ、または解散されたクラブを通知します。リジョン・

チェアパーソンは、ゾーン・チェアパーソンや地区ガバナーと協力し、活動停止クラブが

滞納残高を支払うか、支払い計画について国際本部の財務部と協議するよう促すことで、

不必要にチャーターが取り消されることのないよう手助けできます。 
 

リジョン・チェアパーソンの最も重要な任務の一つは、リジョン内の全クラブが年度内の

どの時点においても、未納金のない正規の状態にあるようにすることです。リジョン・チ

ェアパーソンがそのために特に努力すれば、リジョン内クラブとリジョン自体を助けるだ

けでなく、国際協会全体の財務健全性にも効果を及ぼすことになるでしょう。 
 

非常によくあることですが、未払いが生じるのは資金不足だけが原因とは限りません。ク

ラブ役員が病気だったり、出張で不在のため、期限内に支払えない場合もあるでしょう。
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また、海外銀行の明細書が届かないことも、支払いの確認を遅らせることがあります。ど

んな理由があるにせよ、請求された会費を期限内に支払うことは個々のライオンズクラブ

の責任です。 
 

クラブが国際協会の銀行口座に入金する場合には、その支払いが各クラブの口座に記帳さ

れるよう、クラブ名、クラブ番号、記帳される金額、支払いの目的が明記された入金伝票

のコピーを Fax または E メール（accountsreceivable@lionsclubs.org）で送付する必要があり

ます。 
 

クラブが国際本部から届く会計計算書を常に確認し、行った支払いが受領されクラブ口座

に記帳されたかを点検することが大切です。そうすることで、支払い元が正しく特定され

ないために活動停止処分を受ける可能性を大幅に削減できます。クラブ役員は、MyLCI サイ

トを使ってオンラインでクラブの会計計算書を確認し、支払いを行うことで、遅れと記帳

ミスを防ぐことができます。MyLCI には www.lionsclubs.org からアクセスできます。 
 

注：MyLCI を役立てれば、リジョン・チェアパーソンはリジョン内のクラブごとに、現在の

財務状態を速やかに確認できます。（「マイリジョン」のメニューで、メニューリストか

ら「クラブ」を選択します。「リジョン内クラブ」のページでクラブごとの「会計計算

書」ボタンをクリックします。） 
 
 

各種報告書 

以下の 4 種類の重要な報告書は、ログインまたは登録しなくてもオンラインで入手できま

す。 
 

• 会員登録状況レポート：地区内のクラブ別に分類されたこの報告書には、地区内のクラ

ブごとに年度開始以降の入会者、退会者、転籍会員の数が記載されています。 
 

• 未報告クラブ役員名リスト：地区別に分類されたこの報告書には、役員を報告していな

いクラブが列記されています。 
 

• クラブごとの会員タイプ別/性別データ要約：地区内のクラブ別に分類されたこの報告

書には、性別の会員数や会費割引の対象となっている会員数（家族会員、レオ・ライオ

ン、学生会員、若手会員）が列記されています。 
 

• 会員報告累計表：地区別に分類されたこの報告書には、地区内のクラブ数や、年度開始

以降の入会者、退会者、転籍会員の累計数が記載されています。 
 

これらの報告書を入手するには、MyLCI（http://mylci.lionsclubs.org/）にログインし、ページ

右側の「サポートセンター」パネルから「会員関係一覧表」を選択してください。 
 

アワード 

地区ガバナー・チーム優秀賞 

国際協会では地区ガバナー・チームが任期を終えた後、国際理事会の定めた条件を満たし

たメンバーに、その特別な努力を称えてこのアワードを贈ります。 

mailto:accountsreceivable@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/JA
http://mylci.lionsclubs.org/
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/awards/excellence-awards/district-governor-team-excellence.php
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地区ガバナーは成果の達成に目覚ましく貢献した地区ガバナー・チームのメンバー（地区

ガバナー、副地区ガバナー、ゾーンおよびリジョン・チェアパーソンを含む）を指名でき

ます。これらのライオンズにもその功績をたたえ、地区ガバナー・チーム優秀賞が地区ガ

バナー宛てに送られます。 
 

地区ガバナー・チーム優秀賞の申請書は、国際協会ウェブサイトの地区情報センターに掲

載されています。申請書に必要事項を記入し、8 月 31 日までに太平洋アジア課に提出する

必要があります。 
 

クラブ優秀賞 

国際協会では年度終了後、国際理事会が定めた条件を満たしたクラブの会長に、年度内の

クラブの功績を称えてこのアワードを贈ります。 
 

このアワードは、優れた成果は個人ではなく、クラブ全体の努力の結果であることを認め

るものです。受賞したクラブにはクラブ・バナーパッチ、その会長には特別なピンが授与

されます。 
 

申請書はオンラインで入手できます。国際協会ウェブサイトのクラブ情報センターを確認

するか、検索ボックスに「クラブ優秀賞」と入力してください。申請書に必要事項を記入

し、8 月 31 日までに太平洋アジア課に提出する必要があります。 
 

クラブ再建アワード 

クラブ再建アワードは、既存のクラブを再建することや、解散クラブやステータスクオ・

クラブを正規の存続可能な状態に戻すことに貢献したライオンを称えるものです。このア

ワードは、地区ガバナーまたはその承認を受けた地区ガバナー・チームのメンバーが推薦

した場合に贈られます。 
 

受賞者として推薦されるのは、クラブが新会員を勧誘し、新たな活動を企画し、再建を進

める中で指導や意欲喚起を受けられるようにする上で、重要な役割を果たしたライオンで

なければなりません。 
 

詳細と受賞者推薦フォームは、国際協会ウェブサイトのクラブ再建と復帰のセクションに

掲載されてます。 
 

会長のゾーン及びリジョン・チェアパーソン賞 

ゾーンおよびリジョン・チェアパーソンは、クラブがその奉仕を推進し、会員を増強し、

目標を達成できるよう支援することで、真に変化をもたらすことができます。「会長のゾ

ーン及びリジョン・チェアパーソン賞」は単なるアワードではなく、ゾーンおよびリジョ

ン・チェアパーソン、そしてその支援を受けるクラブを成功に導く計画でもあるのです！ 
 

  

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da-50_fy-2014-15.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/awards/excellence-awards/club-excellence.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da-1_fy-2014-15.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da972.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/districts/district-governors/club-rebuilding-reactiviation.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/awards/zone-region-awards/index.php
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国際本部の機構 

国際本部は共通の目標と業務上の協力関係に基づき、いくつかのグループに分けられてい

ます。 
 

そのウェブサイトは、クラブと地区の役員にとって不可欠なツールです。何百ページにも

及ぶ情報が分かりやすく整理され、毎月新しい項目が加えられるとともに、常に改良が追

求されています。 
 

国際本部の各部に関する以下の説明も、クラブや会員が適切な部に連絡するために役立つ

でしょう。国際本部の代表電話番号は 630-571-5466 です。 
 
 

国際本部の運営役員 

事務総長 

ライオンズクラブ国際協会の事務総長は、国際本部の管理と運営を監督します。その主な

責任は、国際協会と財団のビジョンと目的を支える方針と手続きを、国際本部スタッフを

通して遂行することです。 
 

事務総長の業務は以下の通りです。 
 

 国際本部のグループとスタッフの業務を管理する。 

 国際会長、執行委員会、国際理事会と緊密に協力し、ライオニズムの世界的な活動

と拡大が確実に国際協会の理念と方針に沿ったものとなるようにする。 
 

幹事 

国際協会のコーポレート・ガバナンス・プログラムを遂行および管理するとともに、国際

理事会会議と執行委員会の公式議事録を作成して配布します。 
  

会計 

会計の主な責任は、承認された国際理事会の方針に従い、国際協会の資金その他の資源を

保護、管理、および投資することです。また予算の設定と、国際役員および理事の経費請

求の監査にも責任を負います。 
 

LCIF 事務総長 

ライオンズクラブ国際財団の事務総長は、慈善団体として税金を免除されている別個の法

人であるLCIFの運営に責任を負います。また、LCIF理事長およびLCIF理事会と協力してLCIFの

使命を遂行します。それは不可欠な人道奉仕事業を実施し、各地域社会と国際社会に奉仕

する世界中のライオンズクラブの取り組みを支えることです。 
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国際本部グループ 

地区、クラブ・サービス及びリーダーシップ・グループ 

地区及びクラブ行政 

Eメール：districtadministration@lionsclubs.org 

全世界の地区およびクラブの運営を支援し、協会の公式言語による翻訳サービスを行いま

す。地区ガバナー・チームおよびクラブ優秀賞を交付するとともに、クラブの発展を支援

するため公認ガイディング・ライオン・プログラムとクラブ再建アワードを提供します。

太平洋アジア課は地区ガバナーの重要な情報源としての機能も果たします。 
  

リーダーシップ開発 

Eメール：leadership@lionsclubs.org 

国際、複合地区、地区、クラブの各レベルの指導力育成に関するプログラム、セミナー、

会議の企画、開発、実施、評価を担当します。また各地で利用できるよう、オンライン学

習の機会（リーダーシップ情報センターhttp://www.lionsclubs.org/EN/member-

center/leadership-development/index.php）と、カリキュラムのツールや資料を提供します。

また、グローバル指導力育成チーム（GLT）の支援と協力を行うことで、世界各地における

ライオンズの研修・育成ニーズを見極め、対応します。 
  
 

グローバル開発グループ 

E メール：globaldevelopment@lionsclubs.org 

 

奉仕事業 

Eメール：programs@lionsclubs.org 

事業計画の情報資料を提供することにより、ライオンズ及びレオの有意義な奉仕事業及び

アクティビティ実施を支援します。現在の奉仕カテゴリーには、児童、青少年、保健、環

境、国際関係、さらに 100周年記念奉仕チャレンジやリーディング・アクション・プログ

ラムなどの特別イニシアチブが含まれます。また、アクティビティ報告を通じてライオン

ズ及びレオの活動データを収集します。このデータは、ライオンズとレオの地域での活動

が世界全体の開発優先事項にどれほど貢献しているかを協会が示す上で役立ちます。奉仕

事業部は、プログラム及び奉仕イニシアチブ課とレオクラブ・プログラム課で構成されて

います。 

 

マーケティング及び会員 
 

会員 

Eメール：membershipdev@lionsclubs.org 

会員の基準や新入会員を増やすためのプログラムを構築するに当たり、会員や会員委員会

の取り組みを指導・発案します。GMT部門とオペレーション部門を監督します。 

 

mailto:globaldevelopment@lionsclubs.org
mailto:programs@lionsclubs.org
mailto:membershipdev@lionsclubs.org
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広報 

Eメール：pr@lionsclubs.org 

PR及びメディア関係の管理を含む、あらゆる広報活動を指揮します。100 周年や国連ライ

オンズデーなど、注目度の高いイベントやプログラムにおけるリーダーシップと創造的イ

ンプットの提供を含む、すべての音響・映像制作とイベントの管理を行います。 

 

 

マーケティング 

Eメール：marketing@lionsclubs.org 

新クラブ結成及び会員増強のイニシアチブ、奉仕イニシアチブ、及びすべての表彰プログ

ラムやその他ライオンズの主要プログラムのマーケティングを含む、協会の主力プログラ

ムを支えるマーケティング戦略を指揮・開発・実施します。グラフィック部門を監督しま

す。 

 

コミュニケーション 

Eメール：communications@lionsclubs.org 

内外のコミュニケーション、広告、ブランド管理、企業メッセージをすべて指揮します。

これには、すべてのオンライン・コミュニケーション及びライオン誌が含まれます。 

 
 
 

会計、財務及び業務運営グループ 

財務  

Eメール：finance@lionsclubs.org 

協会の資源（人事および資金）を管理します。銀行取引、資金の移動、一般会計業務、原

価計算、投資を含む、協会の財務方針の履行を指揮します。また、会員にさまざまな財務

サービスを提供します。 
 
 

情報テクノロジー 

Eメール：informationtechnology@lionsclubs.org 

IT基盤、会員および財務管理システム、ビジネス・インテリジェンス・システム（報告）、

MyLCIなどの会員サービス・ウェブサイト、コミュニケーション・システム、文書管理シス

テム、クラブ・役員・会員データ管理、地区および国際大会への支援、スタッフおよび会

員への技術サポートを含む、テクノロジー関連サービスを提供します（ウェブサイト：

www.lionsclubs.org）。  
 
 
 
 

クラブ用品部 

Eメール：clubsupplies@lionsclubs.org 

mailto:pr@lionsclubs.org
mailto:marketing@lionsclubs.org
mailto:communications@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/JA


17 
 

世界中のライオンズクラブ用品の在庫管理、マーケティング、販売に責任を負います。世

界規模のライセンス・プログラムを管理し、ライオンズクラブ用品の仕入れ、在庫管理、

宣伝、配送、請求に携わる各課に対する援助を調整します。 
 
 

その他の本部グループ 

大会 

Eメール：convention@lionsclubs.org 

国際大会、DGEセミナー、国際理事会会議に関連するあらゆる手配および主要行事を企画、

管理、調整します。 
 

法律 

Eメール：legal@lionsclubs.org 

世界各地における協会の商標登録、世界規模の保険プログラム、リスク管理、訴訟問題に

かかわる業務に責任を負います。さらに、地区選挙、国際理事指名推薦、紛争処理、会則

関連抗議など、国際協会の会則及び付則や理事会方針についてライオンズに指導・助言を

行います。 
 

ライオンズクラブ国際財団 

ウェブサイト：www.lcif.org、Eメール：lcif@lionsclubs.org 

広報、資金獲得、資産運用、援助金交付、LCIF 理事会との連絡など、財団の運営を担当し

ます。また、寄せられた献金の記録処理や表彰手続きのほか、緊急援助交付金、視力ファ

ースト・プログラム、ライオンズクエスト・プログラム、その他の人道奉仕援助交付金プ

ログラムの管理も行います。 
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