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第第第第 5555 章章章章    

クラブ運営クラブ運営クラブ運営クラブ運営    

充実したクラブ運営が会員増加をもたらすカギであり、国際協会の未来に極めて重要である。

下記は、絶えず変わり続ける地域のニーズにクラブが対応できるようにするために利用できる

新しいツールの数例である。 

 

クラブクラブクラブクラブサクセスサクセスサクセスサクセス 
 
あなたのクラブ、あなたのやり方であなたのクラブ、あなたのやり方であなたのクラブ、あなたのやり方であなたのクラブ、あなたのやり方で 
 
このガイドは、クラブ会員のニーズやライフスタイルに合わせて、クラブの会合をカスタマイ

ズする上で参考になる。例会のどの部分を残しどこを変えるべきかを決定するための、シンプ

ルで楽しい方法、そして変化を少しずつ取り入れるための手順が紹介されている。 

 
クラブ強化への青写真クラブ強化への青写真クラブ強化への青写真クラブ強化への青写真 
 
積極的な活動を実践しているライオンズクラブのほとんどは常に、そのクラブ奉仕のインパク

トを高め、指導者を育て、クラブ会員のニーズと期待を満たす方法を知っている。新たに作成

されたこのツールは、クラブが奉仕の拡大やクラブ運営の改善、そして会員増加や新たなリー

ダー育成に向けた機会を特定する上で役立つだけでなく、変化を実際に取り入れるための「青

写真」を作成する手助けをしてくれる。小さな変化が大きな違いをもたらすこともあり、この

使いやすいツールは新しいアイデアを引き出すのに役立つはず！  

 
クラブ向上プロセス（クラブ向上プロセス（クラブ向上プロセス（クラブ向上プロセス（CEP））））  
 
クラブ向上プロセス（CEP）は、クラブがより効果的に社会奉仕やコミュニケーション、また

指導力育成を行い、会員の満足度を高められるよう支援する。4 段階にわたるこのプロセスは、

クラブの例会、学習会、その他の集会で 1～4回のセッションに分けて実施することができる。   
 
CEPには下記の二つのバージョンがあり、クラブはいずれかを選ぶことが可能。   
   

1. プロプロプロプロバージョンはファシリテーターが進めるワークショップで、ファシリテーター役を

務めるための研修を受けたライオンをクラブに招き、会員のワークショップを指導して

もらうことを希望するクラブに適している。 
 

2. ライトライトライトライトバージョンはクラブが単独で進めるワークショップで、内部の会員にワークショ

ップを指導させることを希望するクラブに適している。 
 
いずれのバージョンでも、参加クラブは各地域社会のニーズを調べるとともに会員の満足度を

分析し、クラブと国際協会の利用可能な人材や情報・資料等リソースを特定し、クラブの目標

達成を支援するための行動計画を策定する。 
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月例会員報告月例会員報告月例会員報告月例会員報告 
各ライオンズクラブは毎月、eMMR ServannAを利用してオンラインで国際本部へ会員報告を行

う。 

日本からは、紙面による報告は行うことができない。 

各クラブは、オンラインで当月分をその月末の午前零時までに報告しなければならない。 

クラブがオンラインで入力した会員データの変更は、そのまま自動的に記録される。所定の提

出期間中であれば当該月の報告書に、何度でも変更を加えることができる。報告締切日は各月

の末日である。締切日後に変更を加えることはできないので、翌月分で報告しなければならな

い。 

注意注意注意注意:  クラブは到来していない月の報告を行うことはできない。報告書を提出しなかった月の

会員データは、当月分で報告する。 

会員に変更がある無しにかかわらず、毎月オンラインで月例会員報告を行う。 

クラブは種々の報告をオンラインで行うことができる。詳細については、国際本部の情報テク

ノロジー部（memberservicecenter@lionsclubs.org）に問い合わせるか、本マニュアルの「情報テ

クノロジー」（第 7章）を参考にして頂きたい。 

 

クラブ役員名報告クラブ役員名報告クラブ役員名報告クラブ役員名報告 
毎年次期クラブ役員の選挙の後、クラブは新任役員を国際本部に報告することになっている。

新役員が報告されると、以下のことが起こる。 
 

• クラブ検索 (国際協会ウェブサイトのクラブ検索機能) を使ってクラブ情報を見ると、新

役員名が表示される。 
• 新役員は国際協会及び地区から遅滞なく郵便物を受け取ることが可能となる。 
• 新役員は eMMR ServannAから MyLCI にアクセスできるようになる。 

 
こうしたことから、年度中に役員に変更が生じた場合にも、クラブはその報告を行う必要があこうしたことから、年度中に役員に変更が生じた場合にも、クラブはその報告を行う必要があこうしたことから、年度中に役員に変更が生じた場合にも、クラブはその報告を行う必要があこうしたことから、年度中に役員に変更が生じた場合にも、クラブはその報告を行う必要があ

る。国際本部では、新規選出または再選出された役員の報告を毎年る。国際本部では、新規選出または再選出された役員の報告を毎年る。国際本部では、新規選出または再選出された役員の報告を毎年る。国際本部では、新規選出または再選出された役員の報告を毎年6月月月月15日までに行うよう各日までに行うよう各日までに行うよう各日までに行うよう各

クラブに要請している。クラブに要請している。クラブに要請している。クラブに要請している。 
 
クラブの会長および幹事は、新任役員に関する情報や変更を eMMRServannAを利用してオンラ

インで報告することができる。クラブ役員が eMMRServannAで報告されると、直ちにライオン

ズクラブ国際本部で、また複合地区および地区の役員や委員長が閲覧できるようになる。  
 
日本からは、eMMRServannAによる報告のみで、紙のクラブ役員報告書は受け付けていない。  
 

役に立つオンラインレポート役に立つオンラインレポート役に立つオンラインレポート役に立つオンラインレポート 

ログオンまたは登録をしなくてもオンラインで入手できる、有益なレポートが下記の 4種類あ

る。   
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• 会員登録状況レポート (地区内のクラブ別に分類されている。このレポートには、

地区内各クラブの会計年度開始以降の入会者数、退会者数、転籍会員数が記載さ

れている。） 
 
• 未報告クラブ役員リスト (地区別に分類されている。このレポートには役員が未

報告のクラブが列記されている。）   
 
• Summary of Membership （会員タイプ別/性別データ要約レポート）（地区内のク

ラブ別に分類されている。このレポートには、男女別による会員数と会費割引対

象（家族会員、レオ・ライオン、学生会員、若年成人）となっている会員数が記

されている。) 
 
• 会員報告累計表 (地区別に分類されている。このレポートには地区内のクラブ数

や、会計年度開始以降の入会者、退会者、転籍会員の累計数が記されている。) 
 
上記レポートにアクセスするには、MyLCI ログオンページ（http://mylci.lionsclubs.org/）を開き、

そのページの右側にある「サポートセンター」パネルから「会員関係一覧表」を選ぶ。 

MyLCIMyLCIMyLCIMyLCI へのサポートへのサポートへのサポートへのサポート    

詳細や MyLCI サイトについての手助けが必要な場合には、会員サービスセンター（電話：630-
468-6900、Eメール：mylci@lionsclubs.org）まで連絡する。 
 
    

ライオンズライオンズライオンズライオンズクラブ･アクティビティクラブ･アクティビティクラブ･アクティビティクラブ･アクティビティ報告報告報告報告    

ライオンズクラブ・アクティビティ報告は、ライオンズの人道奉仕が世界中にもたらしている

効果を測るための重要な手段である。世界各地のクラブからのデータ集計結果は、奉仕活動企

画に役立つ情報源を含む、国際協会の各種プログラムの開発を左右する奉仕の傾向を特定して

くれる。 

またクラブは、アクティビティ報告サイトの様々なツールを用いて、実施した奉仕活動を記録

管理したり、情報を公開したりすることができる。クラブは下記を行うことができる。 

• 各アクティビティに関する詳細を書き込む 

• 写真をアップロードする 

• キーワードやさまざまな検索条件を用いてアクティビティを検索する 

• 繰り返し実施しているクラブの主要アクティビティを登録する 

• 他のクラブとアクティビティに関する情報交換を行う 

• 奉仕の目標を設定し、目標達成に向けての進捗状況を確認する 

地区レベルのライオンズ指導者は、この報告アプリケーションを利用して、地区内の奉仕活動

に関する独自の報告書作成、グローバル奉仕実施キャンペーンおよび（または）特定分野の奉



V-4 

仕へのクラブの参加状況監視、主要活動の指定、地区全体の奉仕の目標および目的の設定、目

標・目的達成への進捗状況確認といったことができる。 

地区指導者は、クラブ幹事にライオンズクラブ・アクティビティ報告書を毎月提出するよう奨

励することが必須である。ただし、その月に奉仕活動が行われなかった場合には、情報を入力

する必要はない。クラブ幹事は、年度中に行われたアクティビティを 7月 15日までに報告しな

ければならない。 

7月 15日の締切日に間に合うようにアクティビティ報告を行ったクラブ幹事は、ライオンズク

ラブ国際会長の署名がついた個人名入り表彰状をダウンロードすることができる。（6月より

可能） 

注意注意注意注意：アクティビティ報告はオンラインでのみ行うことができる。紙面の報告書はもはや受け

付けられていない。eMMR ServannAから MyLCI へアクセスし、国際本部へクラブ・アクティ

ビティを報告する。 

詳細については、アクティビティ報告書の担当者に Eメール（activityreports@lionsclubs.org）で、

あるいは国際本部の太平洋アジア課にファックス（630-203-3777）で問い合わせる。 

    

クラブクラブクラブクラブ会計会計会計会計口座口座口座口座    

滞納しているクラブの未納金滞納しているクラブの未納金滞納しているクラブの未納金滞納しているクラブの未納金////活動停止活動停止活動停止活動停止    

地区ガバナーには毎月、クラブ口座一覧表が送られる。これには、地区内全クラブの現在およ

び過去の未納残高の詳細が載っている。この一覧表は、国際会費やクラブ用品代を適時かつ定

期的に支払うよう、全クラブを指導するための参考となる。 

支払いが滞りがちなクラブの滞納金問題の解決を助けるために、地区ガバナーは協会から連絡

を受け、その解決策を検討するよう依頼される場合もある。クラブとのやり取りが、クラブを

滞納金のない状態に戻す上で、効果を発揮する場合がある。これに関連して援助が必要な場合

は、受取勘定及びクラブ口座サービス課（membershipbilling@lionsclubs.org）に連絡するとよい。 

    

滞納金を理由とするクラブの停止処分滞納金を理由とするクラブの停止処分滞納金を理由とするクラブの停止処分滞納金を理由とするクラブの停止処分    

会員 1人当たり US$20または 1クラブ当たり US$1,000のいずれか低い額を上回り、かつその

滞納期間が 90日を超過している滞納残高があるクラブは、クラブのチャーターおよびライオン

ズクラブの権利、特権ならびに義務の停止を含む、停止処分を受ける。 

万一、停止処分扱いとなったクラブがその翌月 28日またはその前までに、理事会方針で定義さ

れるグッドスタンディングを回復しない場合には、同クラブのチャーターは自動的に取り消さ

れる。 

停止処分を受けたクラブは会議を開いてクラブの今後について討議し、正クラブに戻るために

行うべきことを見極めると同時に、支払を行って滞納残高を清算するか、もしくは支払プラン
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を協会に要請することができる。ただし、停止処分を受けたクラブは下記の活動にかかわるこ

とはできない。 

a. 奉仕活動および募金運動の実施 
b. 地区の行事や研修会等への参加 
c. 地区、複合地区、国際レベルの役員候補者の推薦または指名 
d. 月例会員報告書の提出 
e. レオクラブおよびライオネスクラブを含む新クラブのスポンサー 

毎月協会は、すべての地区ガバナーに対し、地区内で停止処分を受けたクラブ、停止処分から

解除されたクラブ、あるいはチャーターが取り消されたクラブについて通知を行う。地区ガバ

ナーおよび他の地区役員は、無用にチャーターが取り消されないよう、停止処分を受けたクラ

ブが滞納残高を清算するために助力するか、支払プランについて国際本部の財務部に交渉する

ことによってクラブを支援できる。 

滞納金を理由とする停止処分を受けたクラブの復帰滞納金を理由とする停止処分を受けたクラブの復帰滞納金を理由とする停止処分を受けたクラブの復帰滞納金を理由とする停止処分を受けたクラブの復帰    

滞納金を理由とする停止処分を受けたクラブが正クラブに戻るためには、以下を行う必要があ

る。 

• クラブ口座の未納金を完納し、支払いを確認できるものを受取勘定及びクラブ口座サー

ビス課（accountsreceivable@lionsclubs.org）に提出する。 

• 会員数が正しいことを確かめるため、通常の月例会員報告書を提出する。クラブ名簿が

定期的に確認されていれば、クラブ復帰報告書の提出は必要ない。 

• 全額の支払いが難しい場合、支払プランを要請し、承認された通りに支払いを行う。滞

納金が完納された時点で、クラブは正クラブに戻る。 

滞納金が理由滞納金が理由滞納金が理由滞納金が理由で停止処分を受けたクラブので停止処分を受けたクラブので停止処分を受けたクラブので停止処分を受けたクラブのチャーター取消チャーター取消チャーター取消チャーター取消 

停止処分となったクラブが翌月の 28日までに未納金を完納しない場合には、クラブのチャータ

ーは自動的に取り消される。しかし、未納金の全額と、クラブ復帰報告書（地区ガバナーによ

って必要事項がすべて記入され署名されたもの）を協会が受領した時点で、クラブは正クラブ

に戻る。任期中、滞納金が理由で停止処分を受けたクラブの復帰が 10クラブを上回る場合には、

第一副地区ガバナーもクラブ復帰報告書に署名するよう求められることがある。クラブ復帰を

承認する復帰報告書はすべて、クラブのチャーターが取り消されてから 12カ月以内に受領され

なければならない。2015年 7 月 1 日より、2 回を超えて解散となったクラブに対しては復帰は

認められない。 
 
クラブ復帰が要請された場合には、地区ガバナーはクラブ復帰報告書（DA-970）に必要事項を

すべて記入し、国際本部の受取勘定及びクラブ口座サービス課に送付しなければならない。書

式は国際協会のウェブサイトから入手することができる。 
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ステータスクオと優先ステータスステータスクオと優先ステータスステータスクオと優先ステータスステータスクオと優先ステータス  

 
ステータスクオと優先ステータスステータスクオと優先ステータスステータスクオと優先ステータスステータスクオと優先ステータス 

 
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

である。事務総長及び事務総長の指定する部は、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、又はステータスクオから解除する権限を有するものとする。

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、あるいはクラブが解散するまでの間、停止すること

である。   

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る。 

1. 協会の目的に背いた場合：協会の目的に背いた場合：協会の目的に背いた場合：協会の目的に背いた場合：クラブやその会員が訴訟を起こしたり、クラブの紛争を解決で

きなかった等（ただしこれらの例に限られない）深刻な行動を取ったとの報告があった場

合、クラブは即座にステータスクオとなる可能性がある。  

a. ステータスクオになると、クラブは以下を行うことができない。  

1. 奉仕活動を行う。  

2. 資金獲得事業を行う。  

3. 地区、複合地区又は国際レベルの行事や研修会等に参加する。  

4. クラブ外で投票をする 。 

5. 地区、複合地区、国際役員候補者を推薦又は指名する。 

6. 月例会員報告及びその他の報告を行う 。 

7. ライオンズクラブをスポンサー、又はレオクラブやライオネスクラブを結成する。  

b. 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を回復するためには、

クラブは下記を行わなければならない。  

1. クラブがステータスクオ処分となった原因を解決する。 

2. 地区、複合地区、及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. 必要事項をもれなく記入したクラブ復帰報告書を提出し、必要に応じて会員及び

役員の変更を報告する。  

4. ステータスクオ処分からの解除勧告は、年度中随時行うことができるものとする。  
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c. 解散：違反行為が著しく、クラブの解散が協会にとって最善である場合には、事務

総長の要求により、あるいは事務総長によって指名された者が法律部との相談の上

で、チャーターを取り消すことができる。 

2. 正ライオンズクラブとしての義務の一つでも履行を怠った場合正ライオンズクラブとしての義務の一つでも履行を怠った場合正ライオンズクラブとしての義務の一つでも履行を怠った場合正ライオンズクラブとしての義務の一つでも履行を怠った場合。これにはクラブの定例会

議を行わない、又は3カ月以上連続して月例会員報告書を提出していない、地区又は複合地

区会費を支払わない、その他本章A.1.に示される、又は国際会則及び付則に示されるあらゆ

る義務の不履行が含まれる（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の義務の履行を怠ったことによるステータスクオ処分の要求は、

地区ガバナーが第一副地区ガバナーと当該ゾーン・チェアパーソンの承認を得た上で行う。

要求に添えて、クラブが国際会則及び付則又は理事会方針を順守していないことと、順守

を促すために地区ガバナー・チームが取った行動を示す十分な書類の提出が必要となる。

要求は、地区及び（又は）複合地区大会の90日以上前に受け付けられなければならない。

クラブが国際会則及び付則を順守していないとする十分な書類が揃い次第、クラブはステ

ータスクオとなる。  

a. ステータスクオになると、クラブは以下を行うことができない。  

1. 奉仕活動を行う。  

2. 資金獲得活動を行う。  

3. 地区、複合地区又は国際レベルの行事や研修会等に参加する。  

4. クラブ外で投票をする。  

5. 地区、複合地区、国際役員候補者を推薦又は指名する。  

6. 月例会員報告及びその他の報告を行う。  

7. ライオンズクラブをスポンサー、又はレオクラブやライオネスクラブを結成する。  

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らない。ステータスクオ・クラブには、下記の手順に従って援助

と支援が提供なければならない。  

1. クラブがライオンズクラブとしての義務の履行を怠ったことによるステータスク

オ処分を受けた場合、地区ガバナー・チーム又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調を開始するものと

する。地区ガバナー・チームは、ステータスクオ・クラブの進捗状況について地

区ガバナーに逐次連絡しなければならない 。 
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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. 地区ガバナー又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

は下記を行わなければならない。  

1. クラブがステータスクオ処分となった原因を解決する。   

2. 地区、複合地区、及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. 必要事項をもれなく記入したクラブ復帰報告書を提出し、必要に応じて会員また

は役員の変更を報告する 。 

4. ステータスクオ処分からの解除勧告は、年度中随時行うことができるものとする。 

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、あるいは国際会則及び付則や理事会

方針に従うための妥当な努力をしていない場合、クラブは、解散となるべきか、ステ

ータスクオに留まるべきか、あるいはグッドスタンディング又は正クラブのステータ

スを取り戻すべきかを決定すべく、国際理事会にかけられる。  

3.    クラブが実在しない、あるいは架空のものである場合クラブが実在しない、あるいは架空のものである場合クラブが実在しない、あるいは架空のものである場合クラブが実在しない、あるいは架空のものである場合 

a. ライオンズクラブが活動していない、あるいは架空のものであることが疑われる場合、

クラブを徹底的に調査する必要がある。これには以下が含まれる場合がある。  

1. 月例会員報告と、その矛盾や会員増加又は減少のパターンを確認する。 

2. クラブの会合や活動の証拠を収集する。 

3. 会費（地区、複合地区、及び国際）の支払いを検証する。  

4. ゾーン、リジョン、地区の行事への出席を確認する 。 

5. 一つの地区から一度に複数のチャーター申請書が提出されていないか確かめる。  

6. 地区ガバナー、第一及び第二副地区ガバナー、ゾーン・チェアパーソン、リジョ

ン・チェアパーソン、関係するGMT又はGLTコーディネーター、その他地区又は複

合地区のリーダーから報告を集める。 

7. 現地の国際理事に連絡を取って、クラブの存在を検証し見解を求める。  
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8. その他関連のある情報を収集する。  

9. 同時に、国際協会がクラブの状態について調査していることをクラブ会長に知らせ

ると共に、返事を要請するため、文書による通知がクラブに送られる。郵送方法は、

書留郵便又はこの通知の配達を証明できるその他の方法によるものとし、この通知

の写しは上記の各人にも送付される。2週間以内に返事がない場合には、この過程が

もう一度繰り返し行われる。 

b. 2度目の通知に対し、クラブからの返事が2週間以内にない場合には、クラブがステータ

スクオになること、並びに地区及びクラブ・サービス委員会が収集した情報を検討した

上で以下を含む、理事会によるさらなる措置を勧告するとの旨を通知する文書が、地区

ガバナー、第一及び第二副地区ガバナー、並びに地区エクステンション委員長宛てに送

られる。  

1. クラブの解散 

2. クラブを承認した地区ガバナー全員に対して国際協会から発行されたすべてのアワ

ードの受賞資格の喪失、元地区ガバナーとしての立場の喪失、及び国際協会からの

脱退の要求  

3. スポンサークラブへのステータスクオ処分 

4. その他、適切と認められる処置   

c. 調査には一定の期間が必要となるため、クラブが架空のものであると思われる旨の通知

は、地区又は複合地区大会の少なくとも90日前までに地区及びクラブ行政部に届いてい

なければならない。  

d. クラブが存在しないことを裏付ける十分な書類が受理された後で、クラブはステータス

クオとなる。     

e. 解散：架空のものであると疑われるクラブは、解散となるべきか、ステータスクオに留

まるべきか、あるいはグッドスタンディング又は正クラブのステータスを取り戻すべき

かを決定すべく、国際理事会にかけられる。  

4.    自主解散またはクラブ合併の場合自主解散またはクラブ合併の場合自主解散またはクラブ合併の場合自主解散またはクラブ合併の場合。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る。  

ステータスクオステータスクオステータスクオステータスクオ····クラブクラブクラブクラブ勧告勧告勧告勧告の手続きの手続きの手続きの手続き    

クラブをステータスクオにするには、地区ガバナーがステータスクオ処分勧告書（DA-971）を

提出する。書式は国際協会のウェブサイト（http://www.lionsclubs.org）から入手することができる。

以下の宛先に提出する。 
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 Lions Clubs International 
Pacific Asian Department 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA 
FAX: 630-203-3777 
Eメール: pacificasian@lionsclubs.org 

  

解散の撤回解散の撤回解散の撤回解散の撤回 

クラブの解散は、その原因が解決した場合、解散日より 12カ月以内に撤回可能である。以前の

会費はすべて支払われなければならない。チャーター取り消しの撤回には、地区ガバナー又は

コーディネーター・ライオンがクラブ復帰報告書を提出しなければならない。地区又は複合地

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可能性がある。 

優先クラブ・ステータス優先クラブ・ステータス優先クラブ・ステータス優先クラブ・ステータス   

優先ステータスのクラブは、特別な注意を要するという点を除いては、ライオンズクラブとし

ての権利と責任のすべてを備える正規の状態のクラブと変わらない。年間を通じて、いつでも

クラブを優先ステータスにすることができる。クラブを優先ステータスにするには、地区ガバ

ナー・チームが立て直しの必要性を説明し、クラブ再建に向けた活動計画を提出しなければな

らない。  

優先ステータスにできるのは、地区につき5クラブまでで、それ以上のクラブを優先ステータス

にするためには、地区及びクラブ・サービス委員会の承認が必要となる。  

立て直しの計画は、クラブ、地区ガバナー、ならびに第一副地区ガバナーが承認をしたものを、

太平洋アジア課に提出する。クラブが優先ステータスに留まるためには、具体的な進展が必要

となる。具体的な進展あるいは会員の純増を達成するための枠組みとして、優先ステータスに

は6カ月という期限が設けられている。   

優先ステータスになると、地区ガバナー・チームのメンバーはそのクラブへの訪問（地区ガバ

ナーまたは地区ガバナー・チームの承認されたメンバーによる）を、通常の公式訪問に加えさ

らに2回行うことができる。訪問費用は、既存の地区ガバナー予算で賄うことになる。   

優先クラブは、正規のライオンズクラブとしての権利と責任をすべて持つクラブとして以下を

行う。  

a. 2年間クラブにガイディング・ライオンを配属し、地区のリーダーたちと協力してクラ

ブの再建に当たる。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。  

b. クラブの運営、リーダーシップ育成、会員増強のそれぞれの状況を改善するため、その

方法を検討する会議を開く。  
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c. グッドスタンディング回復への進捗状況を地区リーダーと地区及びクラブ行政部に報告

する。  

d. 奉仕活動や資金獲得事業を実施する。   

e. 地区、複合地区、または国際レベルの活動やセミナーに参加する（地区、複合地区、国

際レベルの役員選挙及び候補者の推薦・指名を含む）、ライオンズクラブをスポンサー

する、あるいはレオクラブを結成する。  

f. 月例会員報告及びその他の報告を行う。 

優先ステータスのクラブは、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

ければならない。怠った場合は、通常のクラブ同様、滞納金を理由とする活動停止処分あるい

は解散処分となることもある。クラブが立てた目標の達成が、優先ステータスのゴールとなる。   

非常時ステータス非常時ステータス非常時ステータス非常時ステータス  

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活動する国

又は地域において下記が発生した時、非常時ステータスに指定される場合がある。  

a. 戦争又は暴動   

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  

2. 非常時ステータスとなったクラブは、初期の90日間に加え、必要であればさらなる期間、

非常時ステータスが適用されるものとする。  

3. 非常時ステータスとなったクラブは、理事会方針書で規定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る。ただし、下記については免除される。  

a. 地区、複合地区及び国際会費の支払い  

b. 月例会員報告及びその他の報告  

クラブはその機能を完全に取り戻し、地区、複合地区、及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した場合に、非常時ステータスの指定を解除される。

解除勧告は年度中随時行うことができるものとする。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できる。  
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クラブ再建アワードクラブ再建アワードクラブ再建アワードクラブ再建アワード    

本賞は、会員の少ない既存クラブを再建するか、または解散したクラブやステータスクオ・ク

ラブを救済し、活発かつ発展可能なクラブとすることに貢献したライオンに授与される。地区

ガバナーは受賞の対象とはならない。アワードは、再建された一つのクラブにつき、一つ授与

される。 

まだ解散していないクラブや活動停止またはステータスクオ処分を受けていないクラブの再建

については、ライオンが会員数 15人未満のクラブの再建に助力し、クラブが会計年度内に正会

員 20人を達成した場合に、本賞が授与される。賞の授与にあたっては、クラブが

再建後12カ月間グッドスタンディングであること、新しい奉仕事業に着手したこと、12カ月続

けて月例会員報告書を提出していること、請求された国際会費が全額納入済みであることが条

件である。 

すでに解散したクラブ、活動停止またはステータスクオ処分を受けたクラブの再建については、

クラブが復帰し、会員数が最低 20人になった後に賞が授与される。賞の授与にあたっては、ク

ラブが再建後12カ月間グッドスタンディングであること、新しい奉仕事業に着手したこと、12
カ月続けて月例会員報告書を提出していること、請求された国際会費が全額納入済みであるこ

とが条件である。 

新クラブへの支援新クラブへの支援新クラブへの支援新クラブへの支援    

ガイディングガイディングガイディングガイディング·ライオンライオンライオンライオンおよびおよびおよびおよび公認ガイディング･ライオン･プログラム公認ガイディング･ライオン･プログラム公認ガイディング･ライオン･プログラム公認ガイディング･ライオン･プログラム 

ガイディング·ライオン·プログラムは、非常に大事な最初の 2 年間に新クラブを指導するため

のものであり、新クラブが奉仕組織として一人前に活動できるように、助力を与えるものであ

る。 

地区ガバナーが任命したガイディング･ライオンに公認ガイディング･ライオン･プログラム研修

コースを修了するよう奨励する。公認ガイディング･ライオン･プログラム研修コースは、ガイ

ディング･ライオンの効果を高めるために独学用もしくはグループ学習用研修を提供する。資料

は国際協会ウェブサイト（www.lionsclubs.org）に掲載されている。検索ボックスに「公認ガイ

ディング・ライオン」と入力して資料を探すことができる。また、国際本部の地区及びクラブ

行政部に連絡して、公認ガイディング･ライオン･プログラムに関する詳細を問い合わせること

や、公認ガイディング・ライオン・キットやプレゼンテーション資料を取り寄せることも可能

である。講習会などで利用できるパワーポイント･プレゼンテーションおよび講師用手引も用意

されている。 

以下に留意する。 

1. ガイディング・ライオンが同時に担当できるクラブの数は、どの時点においても二つま

でである。 

2. 公認ガイディング・ライオンとしての認定を維持するためには、3 年ごとに公認ガイデ

ィング・ライオン研修コースを再履修しなければならない。 

新クラブが結成される際に地区ガバナーは一つのクラブにつき最高二人までのガイディング·ラ
イオンを任命する。ガイディング·ライオンは通常スポンサー·クラブの会員であるが、必須条

件ではない。また、ガイディング·ライオンは豊かな経験を持つ会員であるべきで、新クラブの
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会員であってはならない。チャーター申請書に、ガイディング·ライオンの住所氏名を記入して

提出する。 

ガイディング·ライオンは、 

• 新クラブ資料を受け取り、これを新クラブに届ける。 
• 最初の 2年間、新クラブの例会に出席する。 
• 必要な時は、助言を与える。 
• 新クラブの認証状伝達式において、ガイディング･ライオン･ピンを受け取る。 
• スポンサー·クラブと新クラブは、年に 1回合同例会をするよう図る。 
• 地区の行事に参加するよう、新クラブに奨励する。 
• 国際本部が用意する用紙を使って、クラブの状況に関する報告を行う。 

公認ガイディング・ライオンが 2 年間クラブを助力し、クラブの状況について地区及びクラブ

行政部に報告すると、ライオンズクラブ国際協会より公認ガイディング・ライオン・アワード

が交付される。 

ガイディング･ライオンおよび公認ガイディング･ライオンのプログラムに関する詳細は、以下

の地区及びクラブ行政部太平洋アジア課宛に問い合わせる。 

Lions Clubs International 
Pacific Asian Department 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
FAX:  630-203-3777 
Eメール:  pacificasian@lionsclubs.org 

クラブ合併クラブ合併クラブ合併クラブ合併およびおよびおよびおよび名称変更名称変更名称変更名称変更    

二つ以上のライオンズクラブが合併して一つのクラブとなることを希望する場合には、地区ガ

バナーが国際本部の太平洋アジア課にクラブ合併申請書（DA-979）を提出する。 

新たに合併したクラブは、合併クラブとしての会員を認めるための合併証明書（有料）を要請する

ことができる。 

ライオンズクラブ名称変更申請書（DA-980）は、名称変更を希望するクラブが太平洋アジア課

に提出する。これらの書式は、国際協会ウェブサイトの検索ボックスに書式コードを入力する

ことにより簡単に入手できる。 
 
新たな名称の入ったチャーターの再発行は$25.00で注文できる。 
 
 

単一クラブの転籍単一クラブの転籍単一クラブの転籍単一クラブの転籍    

現存の地区境界線に大幅な変化が生じないことを条件に、正式な地区分割手続きをとらないで、

一つのクラブの所属を隣接地区に移すことができ、それに伴い境界線を変更することができる。 

単一クラブ転籍の申請は、以下の情報が国際本部の太平洋アジア課に提出された場合に検討さ

れる。 

• クラブ会員の過半数が転籍を承認したことを記した会議議事録の写し 

• 転籍に関係する両地区の現地区ガバナーの文書による承認 
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• 転籍を承認したことを記した両地区のキャビネット会議議事録の写し 

• 現在および転籍後のクラブの正確な位置と各地区の新たな境界線を示す地図。 

単一クラブ転籍は承認され次第、即時発効となる。単一クラブ転籍の要請は、国際本部の太平

洋アジア課に送る。 

Lions Clubs International 
Pacific Asian Department 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA 
FAX: 630-203-3777 
Eメール: pacificasian@lionsclubs.org 

クラブクラブクラブクラブの銀行の銀行の銀行の銀行口座口座口座口座    

ライオンズクラブは、会費その他資金の入金、あるいは必要なクラブ経費支払など、財務取引

のために個別の銀行口座を設けなければならない。詳細については財務（第 9 章）を参照する。

このような資金の支出については、標準版ライオンズクラブ会則及び付則に厳密に従わなけれ

ば な ら な い 。 詳 し く は 、 受 取 勘 定 及 び ク ラ ブ 口 座 サ ー ビ ス 課

（accountsreceivable@lionsclubs.org）に問い合わせる。 
 

月々のクラブ口座会計計算書月々のクラブ口座会計計算書月々のクラブ口座会計計算書月々のクラブ口座会計計算書    

クラブ口座会計計算書には、クラブが注文した用品の請求額や国際会費等のほか、クラブの支

払額も表示される。2011年度にクラブ役員はクラブの会計計算書を MyLCI ウェブサイトから

オンラインで入手することが可能となった。計算書に関して不明な点がある場合は、受取勘定

及びクラブ口座サービス課（accountsreceivable@lionsclubs.org）に問い合わせる。 

会費会費会費会費    

会費は年会費であり、半期に分けて、1年に 2回請求される。会費は、6月 30日及び 12月 31
日の時点で入力されているクラブの会員報告書に基づいて請求される。 

新会員の会費は、会員が入会した月の 1日に請求される。新会員に対する請求総額が、その会

員の氏名、会員番号、入会日と共に、クラブ口座会計計算書に掲載される。請求総額に含まれ

るのは、下記である。 

• 国際理事会が定めた入会費 
• 請求の対象となる半期に残っている月数に基づき月割計算された会費 

再入会員または転籍会員再入会員または転籍会員再入会員または転籍会員再入会員または転籍会員    

後にクラブに再入会または別のクラブに転入する元会員は、退会後 12ヶ月以上経過している場

合、新会員として見なされ、クラブにはそれに応じた請求がなされる。 

退会者退会者退会者退会者    

それぞれの半期会費の請求が起こった後の 7月及び 1月に退会者が報告された場合、その会員

の半期分国際会費が全額、自動的に払い戻される（｢CR｣の記号で入金記帳される）。但し、そ
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の月の退会者がそれぞれ 7月 31日及び 1月 31日までに国際本部に報告されていることが条件

である。それ以外の月の退会者に対する会費返済は、一切行われない。 

会員データ変更に関する確認会員データ変更に関する確認会員データ変更に関する確認会員データ変更に関する確認    

会員データ変更に関する確認が、月々のクラブ口座会計計算書に反映される。 

チャーターメンバーチャーターメンバーチャーターメンバーチャーターメンバー    

新たなチャーター費は、チャーターメンバーが報告された月の翌月 1日に請求される。請求額

は、現行の半期分が、残る月数に基づいて月割計算される。 

 

クラブ健康診クラブ健康診クラブ健康診クラブ健康診断レポート断レポート断レポート断レポート    

クラブ健康診断レポートはクラブの健康状態を見極める上で役立つようなデータをライオン指

導者に提供するために考案された。クラブからの報告や支払いのほか、内部データから情報を

収集して作成されたものである。 

配布：配布：配布：配布：    

レポートは、毎月第 2週目に地区ガバナー・チーム、キャビネット幹事、地区 GMT および GLT

コーディネーター、暫定ゾーン・チェアパーソン、協議会議長、複合地区 GMT および GLT コー

ディネーター、LCIF 地区および複合地区コーディネーター、コーディネーター・ライオン、ガ

イディング・ライオン（担当のクラブのみ）に送られる。報告書は月末の数字に基づき作成さ

れる。 

レポートの構造：レポートの構造：レポートの構造：レポートの構造：    

レポートには二つのセクションがあり、最初のセクションには、クラブの会員数、献金額、報

告書の提出状況など、クラブに関する具体的なデータが含まれている。レポート末尾には地区

に関する統計の概要が記載されており、これは地区の健康状態全般に関する情報を提供するも

のである。 

クラブクラブクラブクラブ別情報：別情報：別情報：別情報：    

レポート内容の多くは見ればすぐにわかるものであるが、各箇所に関する詳細と地区の運営・

管理改善に向けて講じるべき措置が以下に記載されている。 

ステータスステータスステータスステータス – この箇所には、各クラブの現在の状況と過去 2年間にクラブがステータスクオ処

分を受けた回数が記される。クラブがステータスクオ処分または解散処分を受けたか、注意を

払う必要がある。こうした処分を受けるのは、多くの場合、会費の未払いが原因である。クラ

ブがグッドスタンディングに戻れるよう、連絡を取る必要がある。 

会員状況会員状況会員状況会員状況 – この箇所は月末の会員報告累計表に基づくものである。多数の減少があった場合や

会員数が少ない場合には、赤で表示される。緑色で表示される数は、大幅な純増を示す。この

箇所には、クラブの 1年前の会員数と退会者の平均在籍期間も表示され、これにより、新会員

または在籍期間の長い会員がクラブを退会しているのかどうかがわかる。もちろん、会員に関

する統計は、定期的に報告されている場合にのみ正確なものと言える。次の箇所は会員報告が

滞りなく行われているかを判断する上で役立つはずである。 
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報告報告報告報告状況状況状況状況 – 健全なクラブは規定どおり報告を行う。この箇所を見れば、会員報告、役員報告、

およびアクティビティ報告が期日までになされているかがわかる。会員報告が行われていない

ということは、レポート上の数字が正確でないかもしれないことを示す可能性がある。また、

この箇所には会長の再任回数も表示される。同じ会員が数年にわたり継続して会長を務めてい

るクラブや、数人の特定の会員が持ち回りで役職を交代しているクラブには注意を向けるべき

である。健全な状態を保つためにクラブは、新しい指導者を育てていく必要がある。MyLCI ウ

ェブサイトを使って報告を行わない地域は、アクティビティ報告の欄が「NA（該当しない）」

と表示される場合がある。「NR」と記されている場合は、MyLCI ウェブサイトへのアクセスが

あるが、オンラインでの報告がこれまでに一切行われていないことを示す。 

もうひとつの重要な欄は、有効な Eメールの有無に関する役員のリストである。この欄に記載

されているイニシャルは、有効な Eメールアドレスが登録されていないクラブ役員職を示して

いる。国際協会からのコミュニケーションの大半は Eメールで発信されるため、この欄に記載

されているクラブ役員は協会から情報を受け取っていないことになる。したがって、クラブが

必要な情報を受け取ることができるよう、教会に登録した有効な Eメールアドレスを持つよう

各役員に指導することが重要である。 

LCIFLCIFLCIFLCIF    – この箇所にはクラブまたはクラブの会員からの LCIF への献金額が表示される。 

    

レポートの概要：レポートの概要：レポートの概要：レポートの概要：    

レポートの末尾には統計と地区の健康状態全般についての概要が記載されている。改善を要す

る分野を特定するとともに進展状況を測るのに、この情報を活用するとよい。 

このレポートは地区及びクラブ行政部より提供されるものである。レポートに関して質問があ

る場合、またはクラブや地区の記録と一致しない部分が見つかった場合には地区及びクラブ行

政部（Eメール：districtadministration@lionsclubs.org）にご連絡いただきたい。 
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