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第 10章 

 

リーダーシップ 

概要 

リーダーシップ部の任務は、協会を率いる指導者の質を高めるために、クラブ、地区、複合地

区、並びに理事会のレベルにおいて、ますます増えている先見の明ある指導者たちに協力する

ことである。リーダーシップ·プログラムは、次の三つの柱となる方策を通して提供される。

（1）世界中でライオンズクラブ国際協会が主催する各種のリーダーシップ・セミナー、（2）

文化的背景をふまえ現地の国語による地域における研修、（3）その他すべての研修活動をサポ

ートするためにインターネットを通して行われる研修である。 

リーダーシップ·プログラムは、自己の成長並びに、実践的なライオンズ真理、仕える指導者、

効果的な指導法、共通のビジョンの鼓舞、チーム建設、通文化的コミュニケーション、動機づ

け、管理などの重要な技能を強化することに、焦点をあてる。発見、分析、形成、組織、動員、

インスピレーション、総括というリーダーシップのモデルに従い、総括的なリーダーシップ·プ

ログラムを通してこれらを向上させる。 

究極の目的は、ライオンズの人道主義的奉仕活動をより活発にするためのビジョン及び技能を

ライオンズ指導者に身に付けさせることである。 

グローバル指導力育成チーム 

指導力育成はいかなる組織であろうとその全体的な成功に極めて重要である。優れた指導者チ

ームが、世界中のコミュニティに意義ある優れた奉仕を提供するというライオンズクラブ国際

協会の使命を遂行し続けるために必要な、ビジョン、指針、そして動機を与える。 

グローバル指導力育成チーム（GLT）は、ライオンズクラブ国際協会の今後の発展にとって確

固とした基盤たりうる、積極的な指導力育成のために必要な指針を提供する。GLT は、必要な

情報、助言、意欲喚起を行うことにより、国際協会のあらゆる役職レベルにおいてリーダーを

見出し、育成することを支援する。グローバル会員増強チーム（GMT）と平行して互いに補完

しあいながら活動するチームとして GLT は、あらゆるライオンズクラブ国際協会のプログラム

の成功にとって、そして国際協会が組織として将来に向け活力を維持していくために不可欠な

指導力育成に一層の支援を提供する。 

GLT は、国際、会則地域、複合地区、そして地区の各レベルにメンバーを配置し、さらに地区

ガバナー・チームも含むという構成になっており、これにより、地域ごとのニーズに応じた研

修や手法を促進しつつ、クラブレベルから上のレベルへと、資格を備えたより多くのリーダー

を育成するためのより包括的でグローバルな場を提供する。グローバル会員増強チーム

（GMT）との一貫した継続的な協議および協力が、両チームが影響を及ぼしていく上で重要で

ある。 

地区 GLT：準地区はそれぞれ地区の GLT を編成する。これは、地区 GLT コーディネーターと、

第二副地区ガバナーを連絡調整役とした地区ガバナー・チームにより構成される。2013～2014

年度より、ゾーン・チェアパーソンも地区 GLT のメンバーに含まれる。必要に応じて他の見識
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あるライオンをチームに加えることができる。地区 GLT は地区 GMT と協力しながら活動する

（地区ガバナー・チームは、GLT と GMT のどちらにおいても、地区レベルの活動の核となる）。

地区 GLT コーディネーターと他の GLT メンバーは、GLTエリアリーダー、複合地区 GLT コー

ディネーター、第一および第二副地区ガバナーと協議の上、地区ガバナーが任命する。 

地区 GLTコーディネーターの責任には以下のようなものが含まれる。 

o ゾーン及びクラブのリーダーを支援し励ます 

o 地区における研修及び指導者育成のニーズを分析評価し、複合地区 GLTコーディネ

ーターに伝える  

o 複合地区 GLT コーディネーターの指導のもと、地区における研修と指導力育成のプ

ランを作成する 

o 地区の会議や年次大会において、研修を企画または奨励する 

o GMT の会則地域リーダーと協力し、ニーズを確認し、適切な研修が行われるように

する 

o 地区において、国際協会の指導力育成プログラム、ツールや学習資源などについて

ライオンズを教育する 

o ゾーン・チェアパーソンやクラブ役員のための研修を企画実施する 

o 公認ガイディング・ライオンのトレーニングを実施し、ガイディング・ライオンに

対し支援や助言を提供する 

o クラブ向上プロセス・ワークショップを企画実施する 

o 新会員オリエンテーションが効果的に実施されるようにする 

o 地区における研修及び指導力育成プログラムの効果を評価し、複合地区 GLTとリー

ダーシップ部に報告する 

o ライオンの能力、経験、興味に基づいて、リーダーとなる高い資質のある人物を見

出し、さらに能力を伸ばすよう励まし、機会があれば推薦するほか、ライオンズ・

メンター・プログラムに参加するよう奨励する 

o ライオンズへの入会可能性がある地域のリーダーをみつけ、フォローアップできる

よう GMTに紹介する 

o 地区において指導力育成と研修が重視されるようにする 

o 国際協会のすべてのレベルにおいて、質の高いリーダーの必要性について啓発し、

理解を高める 

 

GLTに関する詳細は、国際協会ウェブサイト（www.lionsclubs.org）のグローバル指導力育成チ

ームのページを参照するか、Eメールで問い合わせる。 

 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
mailto:globalleadershipteam@lionsclubs.org
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指導力育成のための各種プログラム 

クラブ役員オリエンテーション 

どの地区も、クラブ役員オリエンテーションを催さなければならない。地区ガバナーは、地区

GLT の主要メンバーを務める者としても、この重要なオリエンテーションが確実に行われるよ

うにする必要がある。地区内で経験のある他のライオンズの助力を得ることもできる。リーダ

ーシップ部は、オリエンテーションに役立つ教育課程案及びその他の資料を提供する。 

クラブ役員オリエンテーションの進行担当者は、オリエンテーションの準備をするにあたり、

次の各事項を参考にするとよい。 

1. 他の GLTメンバー（特にゾーン・チェアパーソン）および地区役員と相談して、オリエン

テーションの目的を定める。前年のものに対する感想に目を通すと参考になるだろう。 

2. クラブ役員オリエンテーションの開催日と開催地を決め、適当な施設の手配をする。 

3. オリエンテーションに協力する人々とその責任を識別する。全員が自分たちの責任を理解

するよう計らう。 

4. オリエンテーションの次第を決める。オリエンテーションに協力する人たちと次第につい

て話合いをする。 

5. リーダーシップ部が提供するクラブ役員オリエンテーション資料を既存の資料に組み入れ

て、内容を企画する。国際協会ウェブサイトのリーダーシップ情報センターで、オリエン

テーションをより充実させるための他の教材や資料を確認する。このオリエンテーション

でそれぞれの課題を担当する人たちに、資料を渡して説明する。 

6. クラブ役員に、このオリエンテーション・プログラム参加を奨励し、地区、リジョン、ゾ

ーンの会議でもこれを促進する。地区内のクラブに直接連絡して、このオリエンテーショ

ンの開催日、開催地、その他を通知する。 

7. 研修会の評価書を作って配布し、結果をまとめる。 

 

地区によっては、役員のオリエンテーションを数回催している。又、リジョン及びゾーン毎に

オリエンテーションを行う地区もある。 

 

地区の役員及び委員長のオリエンテーションを同時に行っても良いし、別々に行っても良い。

同じ準備の段階を踏むことができる。 

 

ゾーン・チェアパーソン研修プログラム 
ゾーン・チェアパーソン研修プログラムは、ゾーン・チェアパーソンの多彩で独特のニーズに

対応することを目的に開発された。国際協会の全公式言語で利用可能なこのプログラムは、オ

ンラインの自習教材で構成されるオプション Aと、オンラインコースと事前課題、そして講師

が進める研修ワークショップの 2段階混合学習アプローチで行われるオプション Bの二つの実

施方法を地区に提供するものである。 
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プログラムには、三つの主要な部分がある。 

 

 ゾーン・チェアパーソン・オンライン研修は、この役職の職責と課題に的を絞った自習

モジュールで、その任務を最大限に果たすため利用できる情報資料も取り上げる。 

 

 ゾーン・チェアパーソン研修ワークショップ事前課題では、次期／現ゾーン・チェアパ

ーソンに、クラブ及び地区レベルのライオンズとコミュニケーションを取り、ゾーン内

の現状について情報を収集・分析することが求められる。事前課題で集めた情報は、研

修ワークショップの際に個別の計画立案及びグループ活動の参考として利用される。 

 

 ゾーン・チェアパーソン研修ワークショップは、四つの参加型研修セッションで構成さ

れる。トピックは、「ゾーン・チェアパーソンの役割」、「レベル間コミュニケーショ

ンの促進」、「『クラブ・コンサルタント』としての役割」、「成功するための目標設

定と行動計画」などである。 

 

このプログラムに関する詳細については、地区 GLTコーディネーター、またはライオンズクラ

ブ国際本部の研修資料学習課に問い合わせる。 

第二副地区ガバナー研修プログラム 

第二副地区ガバナー研修プログラムは、オンラインの課程とワークショップのカリキュラムの

二段階から成る複合的学習プログラムである。ライオンズクラブ国際協会の全公式言語で利用

可能なこの学習プログラムは、複合地区が地域の第二副地区ガバナーのニーズに最も適した形

式で研修を実施できるよう柔軟性が持たせてある。 

 

第 1段階である第二副地区ガバナー・オンライン研修は、リーダーシップ情報センター内にあ

る。このオンライン自習モジュールは、地区役員にチームとして接するアプローチの確認、職

責の概要説明、地区ガバナー・チームと GMT／GLTの間のチームとしての関係検討を行うも

のである。第 2段階の第二副地区ガバナー研修ワークショップは、職責と指導力育成に関する

対話型のカリキュラムを提供する。 

 

このプログラムに関する詳細については、所属複合地区の GLTコーディネーター、または

GLTエリアリーダー、もしくはライオンズクラブ国際本部の研修資料学習課に問い合わせる。 

ライオンズ·リーダーシップ研究会 

ライオンズ･リーダーシップ研究会は、インタラクティブな環境において指導技能を磨くために

4日間の研修会に集まる機会を、ライオンズに与えるものである。講師を務める者は、GLTエ

リアリーダーの推薦と国際会長の承認を受けた経験豊かな有資格のライオンズ指導者である。 

 

GLTが各会則地域に最も適切な研究会を決定する。したがって、上級ライオンズ・リーダーシ

ップ研究会、芽生えるライオンズ・リーダーシップ研究会、講師育成研究会のすべてが各会則

地域で開催されるわけではない。所属会則地域で開催される研究会を調べるには、国際協会ウ

ェブサイトの各種研究会のページをご覧いただきたい。 

 

地区ガバナー・チームは、ライオンズ･リーダーシップ研究会プログラムにおいて非常に重要な

役割を演じる。GLTの他のメンバーと協議の上、地区における指導者候補を特定し、研究会を

mailto:leadership@lionsclubs.org
mailto:leadership@lionsclubs.org
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推進すると共に、このユニークな指導力育成の機会を利用するのに最も適した有資格の候補者

を推薦することが地区ガバナーには求められる。 

 

カリキュラム、講師、参加者選考過程などを含む、研究会に関するあらゆる面の質を管理する

のは、ライオンズクラブ国際協会のリーダーシップ部である。部は、国際理事会リーダーシッ

プ委員会及び国際会長と協力して仕事をする。 

 

芽生えるライオンズ・リーダーシップ研究会、上級ライオンズ･リーダーシップ研究会、地方ラ

イオンズ・リーダーシップ研究会、講師育成研究会、講師育成エクセレンスシリーズへの参加

資格及び手続きの概要は、協会のウェブサイト（www.lionsclubs.org）に掲載されている。 

芽生えるライオンズ･リーダーシップ研究会 

芽生えるライオンズ・リーダーシップ研究会は、クラブ会長を含むクラブレベルのリーダー職

就任の機会に向け、ライオンズ会員のスキルを養うものである。開催日程と開催地は、国際協

会のウェブサイト（http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-

development/development-programs/emerging-leadership/index.php）に掲載される。 

参加資格：芽生えるライオンズ･リーダーシップ研究会 

1. 候補者は、グッドスタンディングの会員で、クラブの委員会で委員を務めた経験があり、

クラブ会長の役職には就いたことのないライオンでなければならない。また、新クラブの

初代クラブ会長もこの研究会に申し込むことができる。 

2. 食事時を含め、3日間の研究会に出席する決意がなければならない、 

3. 本研究会の修了生は、クラブレベルでの役職に就くことが求められる。 

研究会の費用 

研究会実施期間中の参加者の食費と宿泊費はライオンズクラブ国際協会が負担する。しかし、

研究会出席が認められた際に、こうした経費を賄うための、返金不可の参加費 US＄95.00の支

払いが求められる。また、研究会への往復交通費及びその他の旅行関連経費は、参加者の自己

負担となる。参加者は全員、研究会指定の宿泊施設に宿泊し、すべての研究会セッション及び

全体での食事に出席しなければならない。 

選考過程 

協会には非常に多くの申込書が届くので、研究会申し込みが必ず受け入れられるという保証は

ない。各研究会にできるだけ多くの地区から参加が得られるよう、努力がなされるが、定員数

が限られているため、推薦されたすべての参加候補者が受け入れられるとは限らない。地区ガ

バナーとして、地区からの申込者に優先順位をつけるよう求められる場合もある。申込書検討

後、リーダーシップ部より選考結果と登録手続きについて通知がなされる。 

指定された申し込み締切日までの申込者数が不十分な場合、研究会、または特定の言語による

プレゼンテーションを取り消す権利がリーダーシップ部にある。 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
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申し込み手順 

有資格の候補者は、2ページにわたる申請書に記入し、検討を受けるためにそれを提出しなけ

ればならない。すべての書類が揃っており、必要なすべての署名がされた上で、指定された締

切日までに国際本部のリーダーシップ部に提出された場合にのみ、申込書が考慮される。研究

会が開催される 4カ月前に申込書が入手可能となり、研究会の約 2カ月半前に締め切られる。

所属する会則地域において開催が予定されている研究会および申込書の提出期限は、協会ウェ

ブサイトで確認する。芽生えるライオンズ・リーダーシップ研究会 

 

参加を申し込むには、候補者は下記書類を揃え、必要なすべての署名を確保した上で、提出期

限までに研究会及びセミナー課に提出しなければならない。 

 

A. 必要事項がすべて記入された申込書 

B. 研究会開催時の地区ガバナーおよび地区 GLT コーディネーターが署名した候補者推薦

用紙。 

 

芽生えるライオンズ･リーダーシップ研究会に関する詳細については以下に問い合わせる。 

 

Lions Clubs International 

Leadership Division 

Institutes & Seminars Department 

300 W. 22nd Street 

Oak Brook, IL 60523-8842, USA 

FAX 630-706-9010 

Eメール： institutes@lionsclubs.org 

ウェブサイト：www.lionsclubs.org 

上級ライオンズ･リーダーシップ研究会 

上級ライオンズ･リーダーシップ研究会では、ゾーン、リジョン、並びに地区のレベルにおける

指導者としての責任に備えて、ライオンズ指導者の技能を磨くことに焦点がおかれる。研究会

の開催日および場所はライオンズ国際協会のウェブサイトに掲載される。
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/senior-

lions-leadership-institutes/index.php 

 

参加資格:  上級ライオンズ･リーダーシップ研究会 

1. 候補者は、クラブ会長を立派に務め終えた会員であり、原則として副地区ガバナー職を

まだ務めたことのないライオンでなければならない。候補者は、現在役職に就いていな

くてもよい。現職のクラブ会長の場合は、空きがあれば候補者として考慮される。 

2. 候補者は、参加者全員での食事を伴う行事を含み、3 日間にわたる研究会に出席する決

意がなければならない。 

 

3. 本研究会修了者には、ゾーン、リジョン、地区においていっそう高いレベルの指導的責

任を目指すことが求められる。 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
mailto:institutes@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-institutes/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-institutes/index.php
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研究会の費用 

研究会実施期間中の参加者の食費と宿泊費はライオンズクラブ国際協会が負担する。しかし、

研究会出席が認められた際に、こうした経費を賄うための、返金不可の参加費 US＄95.00の支

払いが求められる。また、研究会への往復交通費及び旅行関係経費は、参加者が自己負担する。

参加者は全員、指定された研究会開催施設に滞在する必要があり、研究会の講義並びに研究会

の一部として企画された食事のすべてに出席しなければならない。 

選考過程 

協会には非常に多くの申込書が届くので、研究会申し込みが必ず受け入れられるという保証は

ない。各研究会にはできるだけ多くの地区からの参加者が集まるよう、努力が行われる。収容

人数に制限があるため、推薦された候補者全員が受け入れられるとは限らない。地区ガバナー

として、地区からの申込者に優先順位をつけるよう求められる場合もある。申込書検討後、リ

ーダーシップ部より選考結果と登録手続きについて通知がなされる。 

 

指定された申し込み締切日までの申込者数が不十分な場合、研究会、または特定の言語による

プレゼンテーションを取り消す権利がリーダーシップ部にある。 

申し込み手順 

有資格の候補者は、2ページにわたる申請書に記入し、検討を受けるためにそれを提出しなけ

ればならない。すべての書類が揃っており、指定された締切日までに国際本部のリーダーシッ

プ部に提出された場合にのみ、申込書が考慮される。研究会が開催される 4カ月前に申込書が

入手可能となり、研究会の約 2カ月半前に締め切られる。所属会則地域における研究会のスケ

ジュールと申込書の提出締切日については、ライオンズクラブ国際協会のウェブサイトを参照

していただきたい。上級ライオンズ・リーダーシップ研究会 

 

参加を申し込むには、候補者は下記書類を揃え、必要なすべての署名を確保した上で、提出期

限までに研究会及びセミナー課に提出しなければならない。地区の指導者チーム（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、並びに地区 GLTコーディネータ

ーを含む）は、国際協会に提出する前に全ての申込書を審査する必要がある。 

 

A. 必要事項がすべて記入された申込書 

B. 研究会開催時の地区ガバナーおよび地区 GLT コーディネーター が署名した候補者推薦

用紙。 

 

上級ライオンズ･リーダーシップ研究会に関する詳細については以下に問い合わせる。 

 

Lions Clubs International 

Leadership Division 

Institutes & Seminars Department 

300 W. 22nd Street 

Oak Brook, IL 60523-8842, USA 

FAX:  630-706-9010 

Eメール:  institutes@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-institutes/index.php
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講師育成研究会 

講師育成研究会は有能なライオンズ講師を育て、増やすために行われる。その教育課程はプレ

ゼンテーション･スキルに焦点をあてるのみならず、研修の行い方、ひいてはライオンズクラブ

国際協会の各種指導力育成プログラムの有効性に影響を及ぼすスキルや概念に及ぶものである。

4日間にわたる本研究会に出席する参加者が講師育成研究会プログラム修了生と見なされるた

めには、研究会から 6 カ月以内に研修行事をひとつ行わなければならない。講師を務めるのは、

ライオンズ・ファシリテーターとして洗練された指導スキルと豊富な経験を有するライオンで

ある。講師育成研究会の開催日程と開催地は、申込書とともに国際協会のウェブサイト

（http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/faculty-

development-institutes/index.php）に掲載される。 

 

毎年、地区ガバナーおよび地区 GLTコーディネーターには地域に存在する講師育成研究会修了

者に関する情報が提供される。講師育成研究会を受講し、講師としての技能を磨いたライオン

を、地区の各種研修会やワークショップの講師として活用すると良い。 

参加資格：講師育成研究会 

参加候補者はライオンズの研修行事で講師を務めた経験をある程度もち、且つ本研究会の指導

技能向上コースが役に立つライオンである（ライオンズ関係の講師として豊富な経験を積んで

いるライオン、もしくは研修を専門職とするライオンの本研究会への参加は奨励されないが、

申し込みは受け付ける）。候補者は、種々研修会において基本的な指導技能を備えていること

を実証しており、この技能を更に磨くことに強い関心がなければならない。定員に余裕があれ

ば、参加資格のある地区ガバナーも講師育成研究会の参加者として考慮の対象となる。 

研究会の費用 

研究会実施期間中の参加者の食費と宿泊費はライオンズクラブ国際協会が負担する。しかし、

研究会出席が認められた際に、こうした経費を賄うための、返金不可の参加費 US＄95.00の支

払いが求められる。また、研究会への往復交通費及び旅行関係経費は、参加者が自己負担する。

参加者は全員、指定された研究会開催施設に滞在する必要があり、研究会の講義並びに研究会

の一部として企画された食事のすべてに出席しなければならない。 

選考過程 

協会には非常に多くの申込書が届くので、研究会申し込みが必ず受け入れられるという保証は

ない。各研究会にはできるだけ多くの地区からの参加者が集まるよう、努力が行われる。収容

人数に制限があるため、推薦された候補者全員が受け入れられるとは限らない。地区ガバナー

として、地区からの申込者に優先順位をつけるよう求められる場合もある。申込書検討後、リ

ーダーシップ部より選考結果と登録手続きについて通知がなされる。 

 

リーダーシップ部は、指定された申し込み締切日までの申込者数が不十分な場合、研究会、ま

たは特定の言語によるプレゼンテーションを取り消す権利を有する。 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
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申し込み手順 

有資格の候補者は、2ページにわたる申請書に記入し、検討を受けるためにそれを提出しなけ

ればならない。すべての書類が揃っており、指定された締切日までに国際本部のリーダーシッ

プ部に提出された場合にのみ、申込書が考慮される。研究会が開催される 4カ月前に申込書が

入手可能となり、研究会の約 2カ月半前に締め切られる。所属会則地域における研究会のスケ

ジュールと申込書の提出締切日については、ライオンズクラブ国際協会のウェブサイトを参照

していただきたい。講師育成研究会 

 

参加を申し込むには、候補者は下記書類を揃え、必要なすべての署名を確保した上で、提出期

限までにリーダーシップ部研究会及びセミナー課に提出しなければならない。地区の指導者チ

ーム（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、並びに地区

GLTコーディネーターを含む）は、国際協会に提出する前に全ての申込書を審査する必要があ

る。 

 

A. 必要事項がすべて記入された申込書 

B. 研究会開催時に在任中の地区ガバナーおよび協議会議長、ならびに GLT複合地区コー

ディネーターが署名した候補者推薦用紙。単一地区からの候補者は、地区ガバナーと

GLTエリアリーダーの署名を得る。 

 

講師育成研究会に関する詳細については以下に問い合わせる。 

 

Lions Clubs International 

Leadership Division 

Institutes & Seminars Department 

300 W. 22
nd

 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842, USA 

FAX:  630-706-9010 

Eメール:  institutes@lionsclubs.org 

 

講師育成エクセレンスシリーズ  
講師育成エクセレンスシリーズ（FDES）は、講師育成研究会修了者に再び活力を与え、その継

続的な成長を支援するためのオンラインのプログラムである。このプログラムは、2週間の間

隔を置いた 2日に分けて行われる 4回のウェビナー・セッションで構成される。開催日には、

それぞれ約 75分間のオンライン・セッションが続けて 2回行われる。取り上げられるトピック

には、研修の成功、課題、情報資料に関するディスカッション、プレゼンテーション能力や進

行の技能を磨く方法、ウェビナーの進行などがある。講師を務めるのは、講師育成研究会の講

師として洗練された指導スキルと豊富な経験を有するライオンである。  

 

参加資格：講師育成エクセレンスシリーズ 

 

候補者は、国際協会主催の講師育成研究会を履修したライオンである。また、英語での参加が

可能で、4回のオンライン・セッションが行われる 2日の予定を空けておく必要がある。この

プログラムの修了者と見なされるためには、事前課題を終わらせ、4回すべてのウェビナーに

参加する必要がある。  

 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
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参加は条件を満たすライオン 25名に限られる。この研修プログラムでさらに指導技能を磨くこ

とが役に立つであろうライオンが対象となる（ライオンズ関係の講師として豊富な経験を積ん

でいるライオンや、研修の実施を本職とするライオンの参加は奨励されないが、申し込みは受

け付ける）。ライブで行われるオンラインのプログラムであるため、高速インターネット回線

とマイク付き音声機能を備えたコンピューターも必要となる。  

 

研究会の費用 

 

この研修プログラムには参加費用はかからない。  

 

選考過程 

 

協会には非常に多くの申込書が届くため、プログラムへの申し込みが必ず受け入れられるとい

う保証はない。プログラムにはできるだけ多くの国や地域からの参加者が集まるよう、努力が

行われる。定員が限られているため（25人）、推薦される候補者全員が受け入れられるとは限

らない。申請書の検討後、協会より申請者に選考結果が通知され、登録手続きが進められる。 

 

リーダーシップ部は、指定された申し込み締切日までの申込者数が不十分な場合、本プログラ

ムを中止する権利を有する。 

 

申し込み手順 

 

有資格の候補者は、所定の書類を用意した上で、検討を受けるために提出しなければならない。

すべての書類が不備なく、指定された締切日までに国際本部のリーダーシップ部に提出された

場合にのみ、申込書が考慮される。申請用紙は講師育成研究会の修了生に、プログラム開始の

およそ 4カ月前に送られ、プログラムの約 2カ月前に締め切られる。  

 

参加を申し込むには、候補者は申請書類を揃え、必要なすべての署名を確保した上で、提出期

限までにリーダーシップ部研究会及びセミナー課に提出しなければならない。  

 

A. 必要事項がすべて記入された申込書 

B. プログラム実施時に在任中の地区ガバナーおよび協議会議長、ならびに複合地区 GLTコ

ーディネーターが署名した候補者推薦用紙。単一地区からの候補者は、地区ガバナーと

GLTエリアリーダーの署名を得る。 

 

講師育成エクセレンスシリーズ・プログラムに関する詳細については、以下に問い合わせる。 

 

Lions Clubs International  

Leadership Division 

Institutes & Seminars Department 

300 W. 22
nd

 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842 USA 

FAX：630-706-9010 

Eメール：institutes@lionsclubs.org 

mailto:institutes@lionsclubs.org
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地方ライオンズ･リーダーシップ研究会 

地方ライオンズ･リーダーシップ研究会プログラムは、それぞれの複合および単一地区で指導力

育成研修を支援するために、複合／単一地区が資金を申請できる補助金プログラムである。リ

ーダーシップ部は、地方ライオンズ･リーダーシップ研究会を可能な限り優れたものにするため

に、具体的な指針を設けている。 

 

承認された地方ライオンズ・リーダーシップ研究会につき、出席が確認された参加者一人当た

り最高 US$143までが認められる。かつ、その最高許容額の合計は、地方ライオンズ・リーダ

ーシップ研究会プログラムを利用するのが 1回目および 2回目となる複合および単一地区につ

いては US$10,000までとし、同研究会経費総額の 50％を超えないものとする。また、過去に地

方ライオンズ・リーダーシップ研究会の補助金を 2回以上受けたことのある場合は、その最高

許容額の合計を US$7,500までとし、同研究会経費総額の 50％を超えないものとする。 

 

補助金要請手順と要請書が掲載されたウェブページへのリンクが張られた Eメールが各複合地

区および単一地区に、要請対象となる前の会計年度の 2月の第 1週に送られる。手順について

のページには、地方ライオンズ･リーダーシップ研究会プログラムに関する情報、企画の際のガ

イドライン、スケジュール見本、経費請求書要約書などが掲載されている。 

 

補助金交付の考察を受けるためには、研究会が開催される年の前会計年度の遅くとも 4月 30日

までに、地方ライオンズ･リーダーシップ研究会補助金要請用紙を国際本部のリーダーシップ部

に提出する必要がある。この日以降に届いた要請書については、資金に余裕がある限りにおい

て、要請書の受領日順に考慮されることになる。詳細は、地方ライオンズ・リーダーシップ研

究会の箇所をご覧いただきたい。 

GLT地区資金援助プログラム 

リーダーシップ部では、クラブの開発と支援に不可欠なゾーン・チェアパーソン研修を実施す

るための資金を援助する限られた予算を設けている。各年度地区当たり US$500を上限とし、

地区の支出額に対するマッチング資金として対象となる支出額が払い戻される。申請は地区

GLTコーディネーターが、地区ガバナーの承認を得た上で行う。資金を確保するためには、研

修に先立って国際協会から資金援助に対する承認を受けなければならない。補助金を申請する

には、申請書をすべて記入し、研修実施に先立ち国際協会に届くように、地区 GLTコーディネ

ーターが提出する。 

 

詳細および援助の対象となる研修プログラムについては協会ウェブサイトの GLT地区資金援助

プログラムの個所をご覧いただきたい。 

複合地区での研修会 

限度額はあるが、複合地区レベルで行われる研修会のための資金が、リーダーシップ部の予算

に組まれている。このプログラムを通して複合地区は、1会計年度につき、二つの指導力育成

セミナー（一つは、第一副地区ガバナーを対象としたセミナーで、もう一つは第二副地区ガバ

ナーを対象としたセミナー）にかかった経費支払いを申請することができる。この資金を受け

取るには、複合地区が申請をし、事前に承認を得なければならない。第一副地区ガバナーセミ

http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/development-programs/news-train-regional.php
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/development-programs/news-train-regional.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-funding.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-funding.php
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ナーの場合、参加する第一副地区ガバナー一人当たり US$100、第二副地区ガバナーセミナーの

場合参加する第二副地区ガバナー一人当たり US$75が認められる。 

 

詳細については、協会ウェブサイトの複合地区指導力育成資金援助プログラムのページをご覧

いただきたい。 

 

次期地区ガバナーにその職責を理解してもらうために、複合地区は第一副地区ガバナー/ガバナ

ーエレクト研修会を開催する。国際大会と併せて行われる地区ガバナーエレクト･セミナーの教

育課程を補充するために作成された教育課程及び教材等が、リーダーシップ部から各複合地区

に提供される。 

 

第二副地区ガバナーの技能を磨くと共に、地区における各自の役割及び責任に対する理解を深

めるために、複合地区は第二副地区ガバナーの研修を行う。教育課程はリーダーシップ部より

各複合地区に提供される。 

地区ガバナーエレクト·セミナー 

世界各地のガバナーエレクトは毎年、国際大会の直前にガバナーエレクト·セミナーに出席する。

このセミナーでガバナーエレクトは、協会が実施する対話式指導者研修を受ける。セミナーは、

次期国際会長の目標を達成させる方法等を含む、指導者としての役割及び責任について学ぶ機

会を与える。 

 

地区ガバナーエレクト･セミナーの講師陣は、知識と経験豊かな世界各地のライオンズ指導者で

構成される。セミナーは協会公式国語で行われ、必要に応じて同時通訳がある。リーダーシッ

プ部が、すべての教育課程及び関係資料を作成する。 

 

この年次研修プログラムに関する具体的な情報は、国際協会ウェブサイトの地区ガバナーエレ

クトのページに掲載されている。 

その他のリーダーシップ·セミナー 

国際理事会の決定のもと、グローバル指導力育成チーム（GLT）は国際協会の取り組みを支援

するためのその他のリーダーシップ·セミナーも行う。特定の国のニーズや、特定のトピック、

たとえば会員数拡大（会員増強、エクステンション、会員維持）や指導力育成などに焦点を合

わせた研修ワークショップが行われることもある。 

 

こうした参加型のセミナーは、会員がライオンズの使命をより深く理解し、他の会員と情報や

専門知識を分かち合う機会となる。参加者は地区レベルのワークショップで使える資料や情報

を得、それによって他のライオンのスキルを磨くことができる。 

リーダーシップ情報センター 

リーダーシップ情報センターは国際協会のウェブサイトからアクセス可能であり、使いやすい

シンプルな構成になっているために、有益な指導力育成ツールおよび情報を容易に入手できる。

現在このページから五つのカテゴリー別に指導力育成に関する情報が入手可能である。 

グローバル指導力育成チーム（GLT） 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/md-funding.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/dge-seminar/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/dge-seminar/index.php
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国際、複合地区、地区レベルでのグローバル指導力育成チームの構造をはじめ、グローバ

ル指導力育成チームに関する様々な情報が掲載されている。 

ライオンズ学習センター 

ライオンズ学習センターは、協会のウェブサイト（www.lionsclubs.org）からアクセスでき

るオンライン学習プログラムである。オンライン学習は、24時間いつでも自分のペース

で自主的に勉強する便益を、ライオンズに提供する。利用者はライオンズ会員番号を使っ

て個人アカウントを作成する。これにより、オンラインコースを修了したライオンの個別

データが記録される。 

 

ライオンズ学習センターは、ライオンズの基本知識を増やし、指導技能を磨く機会をすべ

てのライオンズに与える。コースの内容は、「ライオンズ・リーダーシップ入門」のよう

にオリエンテーションの助けを必要とするような新会員のニーズに対応するものもあれば、

「意思決定」のように古参ライオンの役に立つものもある。参考となる情報が対話形式で

提供される。レオクラブの会員も、ライオンズ学習センターに取り揃えられているコース

を受講できる。 

研修教材/資料 

クラブ役員研修やゾーン・チェアパーソン研修などのため、講師の手引き、参加者用資料、

スライド、配布物を含むさまざまな研修課程の資料が取り揃えられている。ここから、会

員オリエンテーションの各単元や、「目標の達成」、「グループ・メンバーの役割」、

「新クラブを育てていくには」などさまざまなプレゼンテーション（説明付き）がダウン

ロードできる。 

育成プログラム 

ライオンズ･リーダーシップ研究会、講師育成研究会、指導技能に関するウェビナー、地

区ガバナーエレクト･セミナー、地方指導力育成補助金プログラムを含む、国際協会の各

種指導力育成プログラムに関する情報が掲載されている。 

指導力育成関連コミュニケーション 

リーダー職におけるライオンズの成功を助けることを主眼としたページ。ニュースレター

「リーダー・ネットワーク」、音声ポッドキャスト、ライオンズから寄せられた指導力関

連の成功談などが掲載されている。 

 

 

リーダーシップ情報センターは、地区ガバナー・チームおよび地元での研修会企画および促進

を担当する GLTコーディネーターにとって有益である。どの資料もアクセスが容易であるだけ

でなく、個々のニーズに合わせて適宜内容を変えて使用することが可能である。 


