
 

 

 

 

 
 

2018～2019 年度地区チーム 

      優秀賞申請書 
 

 

地区                                      2018～2019 年度地区ガバナー名   (活字体ローマ字で記入してください)                                  会員番号  
   
      
                                                                                   2018～2019 年度地区ガバナーの署名 
 
 

 

4.   マーケティングおよびコミュニケーションについて  
 

 
 
必須条件： 

□ 地区行事、奉仕活動、大会、リーダーシップ研修の機会を奨励した 
□ 各種アクティビティの推進に向けた、文書による地区コミュニケーション

計画を実行した 
                  以下に説明してください:__________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________________ 
 
追加条件 (三つ）: 
□ 地区は平和ポスター・コンテストを周知させた 
□ 国際的な告示やプログラムを地区内クラブに伝えた 
□ ソーシャルメディアを活用して奉仕やイベントを宣伝した 
□ マーケティングおよびコミュニケーションに関する研修を実施した 
□ 地区内クラブに対し、マーケティング・コミュニケーション委員長を選出

するよう奨励した 
□ E クラブハウスまたはクラブを拠点としたウェブサイトの作成を推進した 
□ 「ニュー・ヴォイス」に参加した 
□ 地区のマーケティング戦略策定を開始した 
□ 地区内クラブ向けに、会員増強マーケティング計画のサンプルを策定した 

 

 

1. 会員増強について 

必須条件：  
□ 会員純増を達成した: ___________________人*  
      
または 
 
□ 新しいライオンズクラブを結成した:  
        クラブ名: ___________________________________________________ 
追加条件 (三つ）: 
□ 地区内のクラブが新しいクラブ支部を結成した 
□ 地区は女性会員の純増を達成した 
□ 地区内の過半数のクラブが毎月会員報告を行った 
□  地区はエクステンション・ワークショップを主催、もしくはエクス

テンションに向けた取り組みを行った 
□ 会員増強に関するクラブレベルの研修を実施した 
□ 地区内の 50%のクラブが新会員を一人入会させた 
□ 地区内のクラブに対し、クラブ会員委員長を選出する 

よう奨励した 
□ 地区または地区内クラブは新会員オリエンテー 

ションを行った 
□ 会員満足度を高め、会員維持に役立てた 
方針の説明： ______________________________________ 
_________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
*6 月 30 日の会員報告累計表に基づく 

 2. 奉仕について 
 

必須条件：  
 

□ 地区内の 90%のクラブが、有意義な奉仕事業を実施した 
□ 新規の奉仕事業に着手した。グローバル重点分野の１つを考慮す る。 
 

        その方法: _____________________________________________________________________ 
 

        _________________________________________________________________________________  
 

追加条件 (三つ）: 
 

奉仕について 
 □ 地区は奉仕事業を主催し、報告した 
 □ 地区内の過半数のクラブが奉仕活動を報告した 
 □ 地区はライオンズ青少年交換プログラムを設けている  
 □ 地区内の過半数のクラブが、会員以外の人々を奉仕活動に

参加させた 
 □ 地区内のクラブに対し、クラブ奉仕委員長を選出するよう

奨励した 
 □ 奉仕に焦点を絞ったクラブレベルの研修を実施した 
 □ 地区 LCIF コーディネーターは LCIF への寄付を奨励した 
 □ 「LCIF キャンペーン 100：奉仕に力を」を推進した 
 □ 地区内クラブに対し、クラブ LCIF コーディネーターの  
  選出を奨励した 
 □ 女性会員シンポジウムを主催した 
 □ 新レオクラブを結成した 
 

 

 

                  3. 組織の向上について 
 

必須条件： 
□ 地区内の 90%のクラブはグッドスタンディングである  

(ステータスクオ、または滞納金を理由とする活動停止 
処分を受けていない。地区会費を完納し、ライオンズク 
ラブ国際協会のクラブ口座に 50 ドルを上回り、 

 90 日を経過した未納残高がない。) 
 
□ 現職のクラブ役員およびクラブ役員候補者の研修を実施し、報告した 
 
        研修行事名: ____________________________________  
        
       実施日: _____________________ 
 

追加条件 (三つ）: 
□ GLT コーディネーターが、GAT 進捗報告を通じて研修を報告した 
□ 地区役員の研修を実施した 
□ 地区内のすべてのゾーンが地区諮問委員会会議を行った 
□ 年次クラブ訪問を行った  
□ 公認ガイディング・ライオン研修を主催した  
□ 「クラブ活性化計画」を奨励した 
□ 「クラブ強化への青写真」を奨励した 
□ ライオンズ学習センターを宣伝した 
□ 「あなたのクラブ、あなたのやり方で！」を奨励した 
□ 女性リーダーを育成する研修を主催した 
 

地区ガバナーに、地区ガバナー・チーム優秀賞と、目覚ましい努力をし上記カテゴリーにおいて優れた功績を収めた会員を表彰するための五つの追加のアワード
が送付されます。  

提出締切日: 2019 年 8 月 31 日 
申請書提出先: E メール districtexcellenceaward@lionsclubs.org または FAX (630) 706-9130 
優秀賞の送付先: 2019～2020 年度地区ガバナー  

 

 

 
_________________________ 
申請日 

失格となった地区ガバナー・チームによる受賞資格再検討の要請は、会計年度終了後 12 カ月以内に国際本部に届いた場合に限り、検討の対象となり

ます。ただし、元となる申請書がすでに国際本部に提出されている場合に限ります。 
DA.50.JA  4/18 
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