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第 13 章  

会員開発 

国際協会の会員増強の目標は、年間純増を達成するとともに、クラブの健全性と成長を促進す

ることである。地区ガバナー・チームとグローバル会員増強チーム（GMT）は地区におけるク

ラブの結成と会員増加を働きかける主な推進力である。これは既存会員を支援し、引き込み、

参加させることによって、また有意義な地域奉仕事業を通じて会員を増やすことによって達成

される。会員純増という目標は、地区ガバナー、第一及び第二副地区ガバナー、地区 GMT コ

ーディネーター、会員増強・EXT 委員会およびクラブサクセス委員会、そして地区 GLT コーデ

ィネーターによるチームワークを通じてこそ、最も効率的に達成することができる。 

年間の目標を達成するための方法は、基本的に三つある。 

1. 地域への奉仕と援助を土台とした新クラブの結成を奨励する。 

2. 興味を引く奉仕事業を地域で実施し参加させることにより、新会員を既存クラブに招

き入れる。 

3. 会員の満足度を高めることにより退会者を抑える。 

上記の各手段は、有意義な奉仕活動を見極め、実施し、その活動に会員を参加させることが関

係している。会員をクラブの活動に引き込み、有意義な経験が得られるようにする方法は多く

ある。大抵の会員が活発な会員でありたいと思っている。 

会員の種類についての説明は、本章の末尾に掲載されている。マニュアルのこの箇所には、地

区を支援するために開発されたプログラムや資料が説明されている。 

 

グローバル会員増強チーム 

グローバル会員増強チーム（GMT）はグローバル指導力育成チーム（GLT）とともに、地区ガ

バナー・チームによる地域での努力を増大するために設けられたもので、それぞれが明確な目

的をもって行動重視の並列した相互支援チームとして活動する。 

 

GMT は会員増強、会員の参加、新クラブの結成を集中的に強化していくことを可能にする。結

果的に、会員が増加し参加が高まるだけでなく、地域的・世界的な人道奉仕への取り組みが強

化され、国際協会に利益がもたらされることになる。 

 

GMT は複数レベルのリーダーによって構成されているが、以下の目標と目的は常に一貫してい

る。 

 会員のデータと動向、および地理的/文化的な特徴に関する知識と理解を維持する 

 新クラブ結成の候補地を特定する 

 会員増強目標および戦略計画の立案と実施に支援を提供する 

 弱体クラブを特定し、支援する 

 奉仕の機会を見極め、促進する 

 成功している会員増強戦略を認識し、共有する 

 会員増強に関する国際協会の資料と取り組みを認識し、推奨する 
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 コミュニケーション、ビジョン、計画、協力を強調する 

 

地区グローバル会員増強チーム 
 

地区 GMT には下記がメンバーとして含まれる。 

 地区ガバナー 

 第一副地区ガバナー 

 第二副地区ガバナー 

 地区 GMT コーディネーターとその支援をする以下のチーム 

o 会員増強・EXT 委員会  

o クラブサクセス委員会 

o ゾーン・チェアパーソン 

 

地区 GMT メンバーの責任には下記がある。 

 

 リジョン、ゾーン、クラブの指導者を支援し、意欲を喚起する 

 地区および複合地区 GMT と協力して以下に取り組む： 

o 地区の会員増強ニーズ  

o 地区の会員増強目標および行動計画  

o 会員を増強し奉仕活動を拡大するための会員増強・EXT 委員会およびクラブサ

クセス委員会の任命 

 会員増強と満足度向上が地区全域で確実に促進されるようにする 

 地域を特定し、毎年最低 1 つの新クラブを結成するための計画を立てる。新クラブ結成

コンサルタントに支援を要請する（該当地域で） 

 新クラブを支援する研修、すなわち公認ガイディング・ライオンおよびクラブ役員研修

に関して同位の GLT メンバーと協力する 

 国際協会の会員増強ツールおよび資料をリジョン、ゾーン、クラブの指導者に推奨する 

 適性、経験、関心に基づき会員増強の指導者候補を発掘し、指導力向上を奨励する 

 会員関係の各種報告書を監視し、動向を見極めて戦略を立案する。リジョン、ゾーン、

クラブの指導者と情報を交換して問題の解決を支援または成果を表彰する 

 毎月または四半期ごとに会員増強の成果を予想・目標と比較し、必要に応じて戦略を調

整する 

 国際協会に四半期会員増強報告書を提出する 

 会員増強計画の資金を確保するため、地区キャビネットに予算案を提出する 

 会員増強スキルの強化・向上に向けてライオンズの意欲を喚起する 

 会員増強に大きく貢献した地区と会員を対象とする表彰計画を立案して推進する 

 

GMT 会員増強・EXT 委員会とクラブサクセス委員会 

 

複合地区および地区 GMT コーディネーターは、それぞれ 3～4 人の会員で構成される会員増

強・EXT 委員会およびクラブサクセス委員会を編成する。 

 

この二つの委員会は 3 年の任期で任命される。複合地区委員会の任命は、ガバナー協議会が複

合地区 GMT コーディネーターおよび GMT エリアリーダーと相談して行う。地区委員会の任命

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/index.php
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/club-development-workshops/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/index.php
https://www3.lionsclubs.org/reportsList.aspx
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/gmt_d19.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/gmt_d20.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/index.php
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は、地区ガバナー・チームが複合地区 GMT コーディネーターおよび地区 GMT コーディネータ

ーと相談して行う。サクセス委員会のスペシャリストは複合地区および地区により、MyLCI を

通して登録される。 

 

会員増強・EXT 委員会  

責任： 

• 新クラブ結成の機会を見極める 

• 新会員の勧誘を奨励する 

 

会員増強・EXT 委員会のスペシャリストの例： 

• キャンパスクラブ・スペシャリスト  

• 新クラブ結成スペシャリスト 

• 家族及び女性会員スペシャリスト  

• スペシャル・インタレスト・クラブ・スペシャリスト 

• 若手会員スペシャリスト 

 

クラブサクセス委員会  

責任： 

• 会員を地域社会奉仕事業に参加させ、新たな奉仕の機会を見極めることに集中

的に取り組む 

• アクティビティ報告を奨励する 

• 会員の満足度向上を奨励する 

• クラブの健康を高めて会員を維持および参加させ、弱体化したクラブの再建を

支援する 

 

クラブサクセス委員会のスペシャリストの例： 

• 地域奉仕スペシャリスト 

• 会員サービス/会員満足度向上スペシャリスト 

• メンタリング・スペシャリスト 

• 出版物スペシャリスト 

• 再建スペシャリスト 

• アクティビティ報告スペシャリスト 

• 技術スペシャリスト 

 

リジョンおよびゾーン・チェアパーソン – 地区 GMT 

 

 会員増強資料をクラブに推奨する 

 クラブ向上プロセス（CEP）を奨励し、参加するクラブを特定する 

 クラブ会員委員長にその役割と責任を確実に認識させる  

 新クラブ結成の対象となる地域社会を特定する 

 新規または既存の奉仕事業への会員の参加に重点を置く 

 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 

 会員増強ニーズと成功している戦略について仲間の地区 GMT メンバーに伝達する 

 

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/tk1.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/campus-specialist.php
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/gmt706.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/gmt-specialists/family-and-women/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/gmt705.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/gmt702.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me301.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-chair.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/membership-communication/member-success-stories-form.php
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会員増強目標の設定と達成において地区 GMT の全メンバーの役に立つ多くの資料が用意され

ている。国際協会公式ウェブサイトの会員増強および新クラブのウェブページには以下に関す

る情報が掲載されている。 

 

 新クラブの結成 

 会員の招請 

 会員増強 

 会員のコミュニケーション 

 グローバル会員増強チーム 

 

 

上記に関する情報や資料は、下記に連絡すれば入手できる。 

会員及び新クラブ開発課 

E メール:  membershipdev@lionsclubs.org 

300 West 22
nd

 Street 

Oak Brook, Illinois  60523-8842 

電話: 630-203-3845 

FAX: 630-571-1691 

 

年間会員増強プログラム 

会員はライオンズが行うすべての基盤である。安定した会員の増加が、健全なクラブを作り、

ひいては地域社会と世界における奉仕の増加につながる。新しい会員は、地域への貢献をいっ

そう大きなものとするような、新鮮なアイディアや新しい奉仕事業、新たな技能をもたらす。 

年間会員増強アウトリーチ戦略案 

会員増強は年間を通じて行われるべき活動である以上、以下は提案されている年間会員増強ア

ウトリーチ戦略のスケジュールである。勧誘の対象範囲を毎月変えることで年間を通じて幅広

い領域における会員候補者の絞り込みが可能となっている。月によっては 10 月と 4 月の会員増

強活動等、従来の活動パターンが反映されていたり、逆に特定のグループに焦点が当てられて

いる場合もある。 

8 月/9 月 ··························· 学生会員およびレオのライオン変換 

10 月 ································  一般的な会員の増強 

11 月/12 月 ························ 家族会員 

1 月 ································· ベビーブーマー、若手社会人、少数派民族など、特定のグループ

を対象とした勧誘 

2 月/3 月 ··························· 女性会員 

4 月 ································· 新会員入会式 

5 月/6 月 ··························· クラブの発展 

 

会員増強交付金 

ライオンズクラブ国際協会では、新たな会員勧誘の機会に的を絞った会員増強活動および/また

は新しいマーケティングのテクニックを使った会員増強活動の必要性が長い間唱えられてきた。 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/membership-communication/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/index.php
mailto:membershipdev@lionsclubs.org
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地区および複合地区が新しいマーケットを探し当て、新しい勧誘戦略を試してみるための一助

として、会員増強委員会では会員増強交付金に対して資金を割り当てた。競争による選考を行

う本交付金は、特定のカテゴリーに該当する交付金の一般払戻し方針に従って、承認された事

業経費の 75％（地区当たりの上限は US＄5,000、複合地区当たりの上限は US$10,000）を負担

するものである。 

 

場所に関する条件 

地域別格差を無くすため、資金は次の通りに配分される。比較的大きい会則地域（第 1、3、4、

5、および 6）に対しては US$10,000、小さい会則地域（第 2 および 7）とアフリカに対しては

US$5,000。また、会員増強と維持に向け大規模な目標を設定した地区が優先される。2 つの新

クラブ結成及び（または）100 人の新会員獲得を最低限の目標としたものでなければならない。

3 月に他地域用にまだ交付できる資金が残っていれば、割り当ての上限まで達した地域による

再申請も可能である。 

 

会員増強交付金の承認手順 

交付金申請書は、マーケティング課の予備審査を受ける。予備審査を行う目的は、提出された

申請書に不備が無いこと、最低条件に合致していること、そして会員増強委員会による検討に

必要な情報が十分に提供されていることを確認する点にある。追加の情報が必要な場合や会員

増強の必要性について討議するために、同課の職員が申請者に連絡をとることがある。また、

複数の会則地域が含まれ、会則地域ごとに異なるマーケティング方法が採用されているかどう

かについても配慮される。規定の条件を満たした交付金申請書は、最終承認に向けて会員増強

委員会による審査を受けることになる。 

 

交付金申請書は、会議で検討できるよう、次回予定されている国際理事会会議の開催日の 45 日

前までに国際協会に提出されなければならない。交付金は先着順に交付されるとは限らない。 

 

会員増強交付金に関する詳細については、マーケティング課に問い合わせる。 

Lions Clubs International 

Marketing Department 

E メール:  memberprog@lionsclubs.org 

300 W 22
nd

 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842, USA 

電話：630-203-3846 

ファックス:  630-571-1691 

ライオンズ家族及び女性シンポジウム・プログラム 

ライオンズにおいて家族向けクラブと女性会員の増加を引き続き強調していくにあたり、クラ

ブが家族や女性の興味をかき立てる有意義な奉仕活動の機会を見極めることが重要である。こ

うしたニーズを特定するための素晴らしい方法として、ライオンズ家族及び女性シンポジウム

を開催することが挙げられる。 

 

mailto:memberprog@lionsclubs.org
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シンポジウムは、意見を自由に交換する集会の形をとることもあれば、特定の、または関連し

たいくつかのトピックについて数人の専門家による簡潔な講演会の形をとることもある。ライ

オンズ家族及び女性シンポジウムの目的は、以下の 4 点にある。 

 

1. 女性と家族の関心が高い新たな地域社会事業を特定すること 

2. 会員候補を見つけること 

3. ライオンズクラブに対する地域社会の認識を高めること 

4. 新たな地域社会行事が見出されたら、その企画に向けて新しいクラブまたはクラブ支部

を結成すること 

 

シンポジウムを行うにあたっては、地域においてパートナーを組むことが必要となる。地域の

他の団体と協力することは、シンポジウムの信頼性を高め、重要なニーズを把握する上で役立

つ新たな視点や情報を与えてくれると同時に、人材や資金の供給源を付け加えることにもなる。 

 

シンポジウムの開催およびライオンズクラブ国際協会から交付される補助金に関する詳細は、

協会ウェブサイト www.lionsclubs.org（検索ボックスに「MP101」と入力して検索）から家族及
び女性シンポジウム・プログラム企画ガイドをダウンロードするか、

memberprog@lionsclubs.org に問い合わせる。 

 

 

ライオンズ地域別女性ワークショップ・プログラム 
 

女性会員増加という目標に向けて努力することは、ライオンズ全体の会員数を増やすと同時に

ライオンズの助けをこれまで以上に必要とする世界において増え続ける奉仕の課題に対応する

上で、欠くことのできない要素である。こうした目標の実現に向け、ライオンズ地域別女性ワ

ークショップの目的は以下を行うことにある。 

 

1. 世界の特定地域における女性会員の勧誘および維持をめぐる要素を検討する。 

2. ライオンズクラブにおける女性の数を増やすための策を練る。 

3. 地域にある地区および複合地区が実施するべき行動計画を策定する。 

 

地域女性ワークショップ・プログラムの開催およびライオンズクラブ国際協会から交付される

補助金に関する詳細は、協会ウェブサイトからライオンズ地域女性ワークショップ企画ガイド 

をダウンロードするか（「MP102」で検索）、memberprog@lionsclubs.org に問い合わせる。 

 

新クラブの結成 

毎年度各地区で最低一つの新ライオンズクラブが結成されるべきである。地区ガバナー・チー

ムと地区グローバル会員増強チームは、これを主要任務の一つとする必要がある。新クラブ結

成に際しては下記規定が適用される。その対象には、従来型のライオンズクラブ、キャンパ

ス・ライオンズクラブ、ライオネス・ライオンズクラブ及びレオ・ライオンズクラブの結成が

含まれる。 

新クラブの結成には、以下が必要となる。 

mailto:memberprog@lionsclubs.org
mailto:memberprog@lionsclubs.org
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 20 人以上のチャーターメンバー。大きな既存のクラブが友好的に分割する場合を除き、

このうち 75%は、同じ複合地区内で居住または就業している新しい会員でなければなら

ない。 

 スポンサーとなるクラブ、ゾーン、リジョン、地区キャビネット、または地区委員会 

 必要事項をもれなく記入したチャーター申請書およびチャーターメンバー報告書 

 現職の地区ガバナーの承認 

 適切なチャーター費および証明書類 

下記の結成キットはそれぞれの担当課より取り寄せることができる。 

 新クラブ結成キット – 新クラブ課 

 キャンパス・ライオンズクラブ・キット – 新会員課 

 ライオネス・ブリッジ・キット – 新会員課 

 クラブ支部キット – 新クラブ課 

重要な期日： 

 クラブのチャーター·ナイトの日、又は結成が認められてから 90 日後、どちらか先に来

る日まで、チャーター·メンバーとして入会できる。 

 国際本部にチャーター申請書が届いてから、手続きが行なわれ、公式チャーター認証状

が発行、送付されるまでには、少なくとも 45 日かかることを予めご了承頂きたい。 

 チャーター申請、およびそれにまつわるエクステンション・アワードの申請が現行年度

のものとして記録されるためには、申請書類が 6 月 20 日の終業時間までに国際本部に

届いていなければならない。 

チャーター申請法 

新クラブ結成の条件が満たされたら、ライオンズクラブ・チャーター申請書（TK-38A）および

チャーターメンバー報告書（TK21A）に必要事項を漏れなく記入し、適切なチャーター費およ

び証明書類を添えて、国際本部に提出する。その際、特に注意すべき点は次の通りである。

（チャーター申請に関するすべての要件が本章 20 ページに記載されている） 

 新クラブの名前には、クラブが存在する自治都市またはこれと同等の政府行政区分の名

を使わなければならない。一つの自治都市に存在するクラブが一つを超える場合には、

各クラブは区別を明白にする名称をクラブ名に付け加える必要がある。 

 クラブのスポンサーは、新クラブが所在する地区と同じ地区に属していなければならな

い。共同スポンサー・クラブは、別の地区あるいは地域に所在するクラブであっても良

い。 

 新クラブがどのリジョンとゾーンに所属するかは、地区ガバナーが決める。通常は、ス

ポンサー・クラブと同じにする。 

 地区ガバナーが、ガイディング・ライオン及び公認ガイディング・ライオンを任命する。

(ガイディング・ライオン·プログラムの項を参照する) 

 チャーター申請書には、地区ガバナーの署名が必要である。 

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/tk38a.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/tk21a.pdf
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各欄がすべて記入され、必要な署名がされた申請書を、チャーターメンバーのリストおよびチ

ャーター費とともに、下記に提出する。 

Lions Clubs International 

New Clubs Department  

300 W 22
nd

 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842, USA 

E メール:  newclubs@lionsclubs.org 

電話: 630-203-3845 

ファックス:  630-571-1691 

新クラブの確実な発展 

1 会計年度内に 10 以上の新クラブを結成する地区には、新クラブの長期的成長に必要な支援が

なされることを示す証拠の提示が義務付けられ、したがって 1)新クラブ支援計画の詳細提出、

2)チャーター申請書の提出時に半期分の国際会費の支払い、3)地区ガバナーおよび第一副地区

ガバナーの両者によるチャーター申請書の証明が必要となる。各会計年度の 12 月 31 日までは、

第一副地区ガバナーの承認が得られない場合、GMT エリアリーダーが代わって承認することが

できる。各新クラブ結成申請に対して会員増強委員会の承認が必須となる。 

 

地区が 1 会計年度に結成できるキャンパスクラブは三つまでとし、入会する学生会員は合計

100 人までとする。この数を上回るキャンパスクラブの結成又は学生会員については、会員増

強委員会の承認が必要となる。結成の目的上、キャンパスクラブとは 5 人以上の学生会員が入

会するクラブであると定義される。 

 

クラブ支部プログラム 

クラブ支部の制度により、少人数でもライオンズクラブを立ち上げ、地域での奉仕活動を早く

始めることができる。会員は、既存の「親」クラブの一員となるが、個別に例会を開き、独自

の事業を実施する。 

クラブ支部でも会長、幹事、会計を選出する。クラブ支部の結成には最低 5 人の会員が必要で

ある。 

新クラブ結成プログラム 

新クラブ結成ワークショップ・プログラムの目的は、ライオンズによる新しいクラブの発足を

図ることである。ライオンズは新クラブ結成候補地を決めたり、地域社会の重要なリーダーと

連絡を取って新しいライオンズクラブに勧誘したりするための基本戦略を学ぶ。 

北米、中南米、オーストラリア／ニュージーランド／インドネシアの地区は、新クラブの結成

に向けた研修を実施するとともに結成を支援してくれる新クラブ開拓コンサルタントを 5 日間

を上限に地区に要請することができる。コンサルタントは、新クラブ結成に幅広い知識を備え、

地区の支援にあたる準備が整っているライオンズの会員である。 

地区には、新クラブ結成についての講義形式による研修、研修最終日には会員候補者を招いて

の説明会、公認ガイディング・ライオン研修といった選択肢がある。 

新クラブ結成ワークショップ・プログラムに関する詳細については、国際協会ウェブサイトを

参照するか、新クラブ課に問い合わせる。 

mailto:newclubs@lionsclubs.org
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Lions Clubs International 

New Clubs Department 

E メール:  membershipdev@lionsclubs.org 

300 W 22
nd

 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842, USA 

電話: 630-203-3845 

ファックス:  630-571-1691 

 

ライオンズ新会員オリエンテーション 

ライオンズ新会員オリエンテーションは、ライオンズについて知識を得、活発な会員となる機

会を新会員に提供するためのものである。ライオンズ新会員オリエンテーション・ガイド
（ME-13a）は、会員に基礎知識を与えるだけでなく、クラブがどのように機能し、会員として

の役割が何であるかを理解する上で役立つほか、協会の全体像を描いてくれる。適切な情報を

得た新会員は安心してクラブに溶け込むことができ、クラブの活動にもすぐ積極的に参加する

ようになるだろう。 

成果を挙げる新会員オリエンテーションは、会員に単に情報を提供するのみならず、可能な限

り最高のライオンになるよう意欲も喚起する。ライオンズクラブ国際協会では、新会員オリエ

ンテーションで指導に当たるオリエンテーション担当者に役立つ新会員オリエンテーション研
修ガイド（ME-13）を用意している。研修課程は新会員オリエンテーション・ガイド（ME-

13a）の内容に沿っており、オリエンテーションを進める上で参考となるヒントも含まれている。 

 

新会員の入会式 

入会式は、ライオンズの会員として奉仕を始める上で象徴的な儀式であり、会員を終生維持す

る上での重要な要素でもある。心のこもった入会式を開催し、その後十分なオリエンテーショ

ンを行い、クラブ活動に有意義な方法で新会員を関与させることによって、クラブに対する新

会員の興味や献身を維持することができる。新会員入会式（ME-22）という手引が国際本部で

用意されている。 

クラブ会長が新会員の入会式を行うことが慣習となっているが、元国際役員又は元地区役員、

グローバル会員増強チームのメンバーなど、尊敬されている経験豊かなライオンが入会式を行

ってもよい。 

入会式は、地元の習慣、クラブや地区の活動によってさまざまである。また、新会員の入会式

を賛助会員にも適用できると共に、それが奨励される。式の計画を立てる際は、その式が威厳

を持ち、参加者にとって有意義なものになるよう、心掛けることが重要である。 

 

ライオンズ世界入会デー 

ライオンズ世界入会デーは、新会員を歓迎すると同時に、ライオンズ会員に会員増強の振興と

社会による認識向上の機会を与える、世界的行事である。 

mailto:membershipdev@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me13a.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me13a.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me13.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me13.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me13a.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me22.pdf
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クラブまたは地区は、このイベントを以下のために利用することができる。 

 新しい会員の入会を祝い、国際会長の署名が付いた特別な記念の証書を贈呈して新会員の

決意をたたえる。 

 世界中のライオンズと一緒に、何千という新会員の入会式を行う。 

 恵まれない人々を支援し奉仕するライオンズクラブの意義を実証する。 

 会員増強キャンペーンを開始し、その成果をたたえる。 

 会員維持を強化する。 

 広報活動を行い、クラブに対する認識を高める 

 

ライオンズ世界入会デー企画の手引（MK-61）と国際会長の署名付き入会デー記念証書は、国

際協会ウェブサイトからダウンロードできる。 

 

ライオンズ・メンター・プログラム 

ライオンズ・メンター・プログラムは、新会員および既存会員ができるかぎり最高のライオン

となれるよう、経験豊かな先輩（メンター）からライオンとしての責任を学ぶ機会を提供する。 

 

メンタリングは、「メンター（良き指導者）」とその「メンティー（指導を受ける人）」の両

方が共に学び、成長し、それぞれの最大限の潜在能力に到達することを可能にする、相互に有

益な関係を提供する。 

 

ライオンズ・メンター・プログラムは、基礎と上級の二つのレベルに分かれている。各レベル

には、決められた時間内に到達すべき具体的な目標が定められている。メンティーは各レベル

において、経験豊富なメンターの指導の下、知識を深め、献身の度合いとリーダーシップ技能

を引き上げるよう求められる。 

 

 ライオンズ基礎メンター・プログラム：基礎メンター・プログラムの目標は、責任感を養

い、結びつきを築くことにある。  

 

 ライオンズ上級メンター・プログラム：上級メンター・プログラムの目標は、結果を出し、

学んだことを適用することにある。上級メンター・プログラムを受けるには、まず基礎メ

ンター・プログラムを修了しなければならない。 

 

国際協会は、すべての新会員がライオンズ・メンター・プログラムの第一部を完了することを

強く勧める。第一部を修了すると、メンターとメンティーには、その成果をたたえるために特

別にデザインされたライオンズ・メンター修了証書が贈られる。上級メンター・プログラムを

修了したメンターとメンティーにはラペルピンが贈られる。 

詳細の問い合わせ 

更に詳しい情報、あるいは情報源を希望する際には、下記宛てに問い合わせる。 

Lions Clubs International 
Marketing Department 
E メール: memberprog@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mk61.pdf
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300 W 22
nd 

Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 

電話: 630-203-3846 

 

ライオンズにおける家族および女性 

家族会員プログラム 

家族会員プログラムは、家族が同じクラブに入会する場合、特別な会費割引を受ける機会を提

供するものである。一人目の家族会員（世帯主）は通常額の国際会費（US$43）を支払い、2人

目以降最高 4 人までの有資格の家族会員は国際会費の半額（US$21.50）だけを収める。すべて

の家族会員が 1 度限りの入会費（US$25）を支払う。 

資格基準 

家族会員プログラムの対象となるのは、 (1) ライオンズへの入会資格があり、 (2)同じクラブに

在籍または入会し、および(3)同一世帯に属するとともに血縁、婚姻、またはその他の法的関係

によって結ばれている家族である。一般的な世帯には、親、子、配偶者、おじ、おば、従兄弟、

祖父母、義理の親や兄弟、その他法律上の扶養家族が含まれる。家族会員プログラムは一世帯

につき有資格の家族員最高 5 人までに適用されるが、新クラブについては、通常額の会費を支

払う会員が最低 10 人いなければならない。大学在学中、あるいは自国の兵役任務に就いている

26 歳未満の家族会員については、同居の規定は適用されない。 

家族であることの証明 

家族会員として会費の割引を受けるには、eMMR ServannA で会員の登録をする際に家族証明箇

所に必要事項を入力することにより、国際協会に報告する。 

新しく結成されるクラブのチャーターメンバーが家族会員であることを証明する場合には、チ

ャーターメンバー報告書（TK21-a）に必要事項を記入して国際本部太平洋アジア課に提出する。 

以下は家族会員が支払う年間会費および納入金の表である。 

 

 既存会員 新規会員 チャーターメンバー 

世帯主 家族会員 世帯主 家族会員 世帯主 家族会員 

年間会費 US$43 US$21.50 US$43 US$21.50 US$43 US$21.50 

入会費 支払済み 支払済み US$25 $25 US$30 $30 

転籍費 $0 $0 - - US$20 $20 

 

家族会員プログラムに関する質問は、memberprog@lionsclubs.org 宛てに、家族会員の証明に

関する質問は、会員サービスセンター（mylci@lionsclubs.org）宛てに E メールでお寄せいただ

きたい。 

 

家族と女性の勧誘に力を入れる理由 

ライオンズでの家族および女性会員を増やすことにより、ライオンズクラブ国際協会は、世界

の家族および女性ボランティア活動のリーダーとなることができる。家族会員プログラムは、

家族のニーズに応え、過去にライオンズに入会してこなかった配偶者を関与させるものである。

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/tk21a.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/tk21a.pdf
mailto:memberprog@lionsclubs.org
mailto:mylci@lionsclubs.org
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共にボランティアをすることで、家族は一緒に大切な時間を過ごすことができ、次の世代に思

いやりと奉仕の精神を伝えていくことができる。 

家族および女性の会員数を増やすためには、全会員に自分の配偶者および親族を勧誘するよう

呼びかける必要がある。一層多くの優れたライオンズがいればいるほど、実地参加型の奉仕が

一層多く提供できるのである。 

資料 
マーケティング課では、家族および女性会員の勧誘活動を支援するための資料を用意している。

家族会員パンフレット（MPFM-8、英語のみ）および私はライオンズの会員（ME-37）は、そ

れぞれ家族、女性を対象としたパンフレットである。memberprog@lionsclubs.org に連絡して

取り寄せることができる。 

ライオンズ家族カブ・プログラム 
ライオンズ家族カブ・プログラムは、家族に家族ぐるみでボランティア活動に携わることを奨

励し、困っている人を生涯助けようとする心を 12 歳以下の子どもたちの中に養うきっかけを作

るものである。 

 

カブは、以下の三つの年齢層に分けられる。 

 

 レベル I： 3 歳以下 

 レベル II： 4～7 歳 

 レベル III： 8～12 歳 

 

ライオンズ家族カブ・プログラム アクティビティ・ガイド（MPFM-33）には、カブをライオン

ズクラブに迎えるためのヒントと、例会や募金活動、奉仕事業の際に行えるアクティビティが

掲載されている。マーケティング課から、年齢別のパッチも入手することができる。 

 

学生会員およびレオ/ライオン移籍プログラム 

「学生会員プログラム」の内容とは？ 

 正会員：有資格の学生は“正会員”であり、完全な投票権を含むあらゆる権利と特権が

与えられ、ライオンズクラブの会員であることから生じるすべての義務を負う。 

 学生会費：会費割引の対象となる学生はチャーター費／入会費が免除されるとともに、

国際会費は半額のみ（年 2 回に分けて請求される）を納めればよい。さらに地区や複合

地区において、必要に応じて学生会員の会費の免除または減額を検討することが奨励さ

れる。 

 キャンパス･ライオンズクラブに対する会費請求額修正期間の延長：学生会員のいるキ

ャンパス･ライオンズクラブに対しては、通常の学校日程に合わせてクラブ名簿を修正

できるよう、1 月の会費請求分については 3 月 31 日まで、7 月の会費請求分については

9 月 30 日まで修正期間が認められる。 

 

「学生会費割引」の対象となるのは誰か？ 

「学生」としての適格性の定義は次の通りである。学生とは、教育機関に在籍し、居住地にお

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me37.pdf
mailto:memberprog@lionsclubs.org
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いて法律上の成人年齢に達し、かつ 30 歳以下の個人を指すものとする。学生会員は、教育機関

への在籍の事実と年齢を証明する書類を提出しなければならない。 

「レオ/ライオン移籍プログラム」の内容とは？ 

 正会員：元レオもしくは若年成人として有資格の者は“正会員”であり、完全な投票権

を含むあらゆる権利と特権が与えられ、ライオンズクラブの会員であることから生じる

すべての義務を負う。 

 レオ/ライオン移籍会費割引：現および元レオならびに有資格の若年成人はチャーター

費／入会費が免除されるとともに、国際会費は半額のみ（年 2 回に分けて請求される）

を納めればよい。 

 

「レオ/ライオン移籍プログラム会費割引」の対象となるのは誰か？ 

1. 元レオ 

居住地において法律上の成人年齢に達し、かつ 30 歳以下の現レオおよび元レオ。年齢およ

びレオクラブ在籍を証明する文書が提出されなければならない。レオには新規のライオン

ズクラブを結成し、同年代の若者を勧誘する機会も与えられる。 

 

2. 有資格の若年成人 

居住地において法律上の成人年齢に達し、かつ 30 歳以下の若年成人も、レオ・ライオンズ

クラブに入会する場合には会費割引の対象となる。有資格の若年成人は、年齢を証明する

文書を提出しなければならない。 

会費割引は従来型のライオンズクラブにも適用されるのか？ 

従来型のクラブに所属する学生会員及び元レオはすべて、学生会費およびレオ/ライオン移籍会

費割引を受ける対象となる。若年成人については、10 名もしくはそれ以上の元レオで結成され

るクラブに入会する場合にのみ、会費割引の対象となる。 

学 生 会 員 及 び レ オ / ラ イ オ ン 移 籍 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 質 問 が あ る 場 合 に は 、

student@lionsclubs.org または leo2lion@lionsclubs.org に E メールで問い合わせる。オンラインに

よる有資格会員の証明に関する質問は、会員サービスセンター（mylci@lionsclubs.org）に問い

合わせる。 

 

転籍会員 

転籍会員として認められるためには、会員は前所属クラブをグッドスタンディングで退会後、

12 カ月以内に別のクラブに転入しなければならない。転籍会員は、既存クラブに入会する際に

は転籍費がかからないが、新規結成クラブに転入する際は US$20を支払う。 

MyLCI ウェブサイトを利用してオンライン報告を行うクラブ: 

クラブから転出する会員：MyLCIを使って報告するクラブ幹事は、その会員の退会処理をする

だけでよい。  

クラブに転入する会員：MyLCIを使って報告するクラブ幹事は「入会登録」をクリックしてか

ら、「転籍会員」をクリックする。転入する会員が前所属クラブからすでに退会処理されてい

れば、その会員の転入処理は即座に完了する。会員がまだ前所属クラブの正会員として記録さ

れている場合には、この会員の退会処理を要請する Eメールが MyLCIより前所属クラブの幹事

mailto:student@lionsclubs.org
mailto:leo2lion@lionsclubs.org
mailto:mylci@lionsclubs.org
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に自動的に送られる。（転籍前の所属クラブの地区のガバナーと転入先クラブに Eメールの写

しが送られる）退会処理が完了し次第、転籍会員が転入先クラブの会員として登録される。転

籍会員用書式（ME-20）の記入/提出は必要ない。 

 

ライオネス・ブリッジプログラム 

ライオネス・ブリッジプログラムは、ライオネスの輝かしい経歴を尊重し、たたえつつ、ライ

オンズクラブ会員のすべての特典と権利を受けられるようにするものである。ライオネス・ブ

リッジプログラムを通して、ライオネスには以下の機会が与えられる。 

 ライオネスとしての奉仕年数がシェブロン賞受賞の対象として加算される。 

 その奉仕歴をたたえるライオネス・ライオンズ・ピンを受けることができる。 

 ライオンズクラブ結成にあたり、クラブ名に「ライオネス」を入れることができる。 

 入会先のクラブに配偶者など家族が所属していれば、家族会員プログラムの特典を利用す

ることができる。 

 スポンサークラブのもとでクラブ支部として活動を続けつつ、親クラブに家族が所属して

いれば、家族会員プログラムの恩恵を受けることができる。 

 

Bringing Lionesses into the Family: Guide to Lioness Invitation (MKLP-2) (ライオネスを家族会

員として招請するためのガイド － 英語のみ）およびライオネス・ブリッジプログラムに
関するパンフレット（MKLP-1）が協会ウェブサイトに掲載されている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me20.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me20.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mklp2.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mklp1.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mklp1.pdf
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理事会方針書第 10 章（1～4 ページより抜粋） 
新クラブ結成の基準 
1. 申請 
正式に結成され、役員を選出したいかなるグループ、クラブ又は集まりも、
ライオンズクラブのチャーターを国際協会に申請することができる。申請

には、所定の用紙に国際理事会が定める人数以上の会員の署名をして国際
本部あてに送り、国際理事会が定めるチャーター費を添えなければならな
い。同理事会が申請を承認した後に、本協会の会長及び幹事が署名したチ

ャーターが交付される。このチャーターが公式に交付されたとき、クラブ
は結成されたものとみなされる。ライオンズクラブがチャーターを受理す
ることは、本協会会則及び付則を批准してそれに従うことに同意したこと

を意味すると共に、同ライオンズクラブの協会との関係は、協会が法人組
織化された州で有効となっている法律に従って本会則及び付則によって解
釈され管理されることを、受け入れたことを意味する。 

2. 書類 
いかなる新クラブも、下記の書類が国際本部に到着し、理事会又はその代
理人によって承認されるまで、チャーターを受けたり、ライオンズクラブ

国際協会の記録に記入されたり、正式にライオンズクラブとして認められ
ることはない。 

a. 必要事項がすべて記入された公式のチャーター申請書 

b. 最低 20人のチャーターメンバーの氏名。大きな既存のクラブが友
好的に分割する場合を除き、このうち 75%は、同じ複合地区内で居
住または就業している新しい会員でなければならない。 

c. 相応のチャーター費 -- チャーター費は、これが免除されるクラ
ブ支部会員を除き US$30である。正ライオンズクラブから転籍す
るグッドスタンディングのライオンズのチャーター費は、US$20で

ある。チャーター費及び入会費は払い戻しされない。 
1. 国際会則に規定されているか、又は理事会の決議で制定され

たチャーター費以外は、いかなる地区、準地区、クラブも、

追加のチャーター費を請求することはできない。 
2. アメリカ及びカナダ以外の国の場合、ライオンズクラブ国際

協会の口座に資金が振り込まれたことを示す銀行発行の振込

金受取書の写しを提出すれば、資金の支払いが完了したとみ
なされる。 

3. チャーターメンバー 

チャーターが承認された後 90日以内にチャーター·ナイトが挙行されるこ
とを条件に、チャーター·ナイト以前に入会した会員は全員、チャーター
メンバーとみなされる。チャーター·ナイトが 90日以後に挙行されても、

この 90日の期間が終わった時点で、チャーターは締め切りとなる。 
4. 新クラブのスポンサー 

a. すべての新クラブは、複合地区会則及び付則の規定に従って、

クラブ、ゾーン、リジョン、地区キャビネット、あるいは地
区委員会によってスポンサーされなければならない。新クラ
ブのスポンサーは、クラブが存在する地区の境界線内から出

るものとする。新クラブのスポンサーは、その責任について
十分に説明を受けるものとする。スポンサー·クラブは、所属
地区の地区ガバナーの承認に基づいて、一つ又はそれ以上の

共同スポンサー·クラブの助力を受けることができる。共同ス
ポンサー·クラブは、他の地区から来ても良い。新しい国での
クラブ結成の場合には、コーディネーター·ライオンが助力す

る。 
b. 新しい地域の最初のクラブは、ライオンズクラブ及び (又

は) その地区にスポンサーされなければならない。その後追

加される各新クラブは、地区に属さないその地域が暫定地区
に編成されるまで、最初のスポンサー地区内のライオンズク
ラブによってスポンサーされることができるし、更には、有

資格のガイディング･ライオン任命を含み、スポンサーとし
ての全面的責任をスポンサー･クラブが承知することを条件
に、別の地区のライオンズクラブによってスポンサーされる

ことができる。特別な事情があると理事会又は執行委員会が
判断した場合、地区に属さない地域のクラブをスポンサー·
クラブにすることができる。 

c. これら特別な事情の下に新クラブを承認するための基準 
1. 既存の地区に属するライオンズクラブには、予定される

クラブに地理的に近いクラブが他にない場合 

2. スポンサーとなることに伴って経済的責任を負う必要が
起こるかもしれないが故に、地区に属するクラブの中に
スポンサーになるクラブがいない場合 

3. スポンサーになる予定のクラブ会員たちが、予定される
新クラブ及びその会員たちと個人的な深いつながりを持
っている場合 

4. 地区に属するクラブがライオニズムを推進できないか推進
を拒否しているため、地区に属さないスポンサー·クラブ

の経済援助が、新地域でライオンズ会員を増やすための唯
一の方法である場合。但し、チャーター費だけに限られる。 

d. ライオンズ紋章が刺繍され、クラブ旗に付けることができる

「新クラブのスポンサー」パッチが、スポンサー·クラブに交
付される。 

5. クラブ名 

a. 新クラブの名前には、そのクラブが存在する自治都市又はこ
れと同等の政府行政区分の名を使わなければならない。「自
治都市」とは、市、町、村、県、郡など正式な政府単位であ

る。新クラブが自治都市内に存在しない場合には、そのクラ
ブが存在する公式政府単位の名称で、最も適切かつその地で
識別できる名称を使う。 

b. 同じ「自治都市」又は同等の政府行政区分に存在するクラブ
が選ばなければならない「区別するための名称」とは、同じ
「自治都市」又は同等の政府行政区分にある他のクラブとは

別に、はっきりと識別できるような名前であれば、何でもよ
い。区別するための名称は、自治都市名の後にかっこで区別
して、協会の正式な記録に記入される。 

c. 「ホスト·クラブ」という言葉は、その自治都市の親クラブ
を認める名誉なタイトルである。その他の特別な特典又は特
権は伴わない。 

d. ライオンズクラブの名称には、ライオンズクラブ国際協会の
会長を務めた者以外、現存者の名前を使ってはならない。 

e. いかなるライオンズクラブも、その名称に「International 

(国際)」を付け加えることはできない。 
f. ライオンズクラブを区別するための名称として、「レオ」と

いう言葉を付け加えられる。 

g. ライオンズクラブの名称に企業名を含める場合には、当該企
業がクラブの命名に関連して企業名の使用を認可することを
証明する手紙あるいは書類が、企業名を含むクラブ名の承認

に先立ち、提出されなければならない（例えば、社用箋を用
いての企業代表からの文書）。 

6. クラブ境界線 

クラブの境界線は、クラブが存在する自治都市又は同等の政府区分の境
界線と同じもの、あるいは、地区ガバナーの管轄範囲にある単一地区、
準地区、又は暫定地区内とし、そのクラブが存在する複合地区及び（又

は）地区の会則及び付則の規定に従い、地区キャビネットの承認がなけ
ればならない。 
7. チャーター承認日 

チャーター申請書が承認された日を、チャーター承認日とする。この年
月日が、クラブのチャーターと協会の公式記録に記入される。 
8. チャーター 

a. ライオンズクラブ国際協会の会長及び幹事が、新クラブのチ
ャーターすべてに署名をする。スポンサーのクラブ、地区キ
ャビネット、又は地区委員会の名も、記入される。 

b. 新クラブのチャーターは、地区ガバナー又はコーディネータ
ー·ライオンに直接送られる。地区に属さない新クラブのチ
ャーターは、新クラブの会長に送られる。 

9. 会費 
チャーターメンバーは、氏名がスポンサー・ライオンズクラブ、コーデ
ィネーター・ライオン及び国際協会に報告された月の翌月 1日から、会

費を支払う。新ライオンズクラブには、チャーターが締め切られた直ぐ
後に、会費の請求書が送られる。 
10. チャーター申請書の提出期限 

記入済みチャーター申請書が国際本部（米国イリノイ州オークブルッ
ク）に 6月 20日の業務終了時間までに提出された場合には、提出され
た年度内の結成分として処理される。 

11. 新クラブの存続保証 
1会計年度内に 10以上の新クラブを結成する地区には、新クラブの長
期的成長に必要な支援がなされることを示す証拠の提示が義務付けられ、

したがって 1)新クラブ支援計画の詳細提出、2)チャーター申請書の提
出時に半期分の国際会費の支払い、3)地区ガバナーおよび副地区ガバナ
ーの双方によるチャーター申請書の証明が必須である。地区が 1会計年

度内に 14の新クラブ結成申請を行った場合、それを超える新クラブ結
成申請のいかなるものも、会員増強委員会の承認を得なければならない。 
 

方針は、変更する可能性があります。最新の情報は、新クラブ課までお
問い合わせください。 
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会員種別 

ライオンズクラブの会員は次のように分類される。 

正会員 ライオンズクラブの会員であることから生ずるすべての権利と特権をもち、又すべて

の義務を負う会員。この権利は、クラブ、地区、及び国際協会の役職に就く権利、並びにあら

ゆる事項に対する投票権を含む。義務は、定期的な出席、速やかな会費納入、クラブ活動参加、

並びに地域社会に対してクラブの良い印象を与えるような言動を含む。家族会員プログラムの

基準に定められる通り、有資格の家族会員は正会員であり、正会員としてのすべての権利及び

特権を有するものとする。 

不在会員 クラブ所在地から転出したクラブ会員又は健康その他の正当な理由により規則正し

くクラブの会合に出席することが不可能な会員で、クラブにとどまることを希望し、これをク

ラブ理事会が適当と認めた者。不在会員の資格は 6 ヵ月ごとにクラブ理事会で再検討されるも

のとする。不在会員は役職に就くことも、地区又は国際の大会又は会合において投票すること

もできない。不在会員はクラブが課す会費を納入しなければならない。その会費には地区及び

国際の会費が含まれる。 

名誉会員 そのクラブの会員以外の者で、ライオンズクラブが奉仕をする地域社会のために著

しい貢献をし、クラブが名誉会員の称号を与えることを希望した者。クラブは、名誉会員の入

会金、地区会費、及び国際会費を支払う。名誉会員は会合に出席できるが、正会員が持つ特権

を持たない。 

優待会員 15 年以上クラブ会員であって、病気、老齢その他クラブ理事会の認める正当な理由

により正会員であることを放棄した者。優待会員はクラブが課す会費を納入しなければならな

い。その会費には地区会費及び国際会費が含まれる。優待会員は投票権を持つ外、会員として

の他のいかなる特権も持つが、クラブ、地区、又は国際協会の役員になることはできない。 

終身会員 20 年以上ライオン正会員であり、かつ所属クラブ、その地域社会、あるいは国際協

会に対する会員としての功績が著しい者、又は、重病人、あるいは 15 年以上正会員であり、か

つ少なくとも 70 歳に達している者は、次の手続によってクラブの終身会員となることができる。 

(1) 所属クラブが協会に推薦、 

(2) 今後の国際会費全額の代わりに US$650 もしくは現地通貨による US$650 相当額を

所属クラブが納入、及び 

(3) 国際理事会の承認。尚、上記は、終身会員に対してクラブが適当と見なす会費を課

すことを妨げるものではない。 

終身会員には、正会員としての義務を遂行する限りにおいて、正会員に与えられるすべての特

権が与えられる。終身会員が移転を希望し、かつ他のクラブから招請を受けて転籍した場合、

自動的に転籍先クラブの終身会員となる。尚、上記は、終身会員に対してクラブが適当と見な

す会費を課すことを妨げるものではない。現在、ライオンズクラブの正会員であるか、又は

2007 年 6 月 30 日までにライオンズクラブの正会員となる元ライオネスは、ライオネスとして

の奉仕歴をすべて終身会員となるための資格に適用することができる。2007 年 6 月 30 日を経

過してライオンズクラブの正会員となるライオネスは、終身会員となる資格に、ライオネス奉

仕歴を適用することができない。 

準会員 他のライオンズクラブに主な会員籍を持つが、このクラブが奉仕する地域社会に住居

を持つか、就職している会員である。準会員の地位は、クラブ理事会の招請によって与えられ

るもので、毎年考察を受ける。クラブは、会員報告書で準会員を報告することはできない。 
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準会員は、自ら出席している会議においてクラブ事項に対する投票権を持つが、準会員となっ

ているクラブを代表して、地区(単一、準、暫定、及び/又は複合)大会又は国際大会の代議員に

なることはできない。この会員は、準会員となっているクラブを通して、クラブ、地区、又は

国際の役員職に就くことができないし、地区、複合、又は国際の委員会への任命を受けること

もできない。準会員から地区(単一、準、暫定、及び/又は複合)会費及び国際会費を徴収するこ

とはできない。但し、このクラブは妥当と思う会費を準会員から徴収することができる。 

賛助会員 現在のところ、クラブの正会員として全面的に活動できないが、クラブとその奉仕

活動を支持しており、クラブを賛助したい地域社会の優れた人物である。この地位は、クラブ

理事会の招請によって与えられる。 

賛助会員は、自ら出席している会議においてクラブ事項に対する投票権を持つが、クラブを代

表して、地区(単一、準、移行、暫定、及び/又は複合)大会又は国際大会の代議員になることは

できない。 

この会員はクラブ、地区、又は国際の役員職に就くことができないし、地区、複合、又は国際

の委員会への任命を受けることもできない。賛助会員は、地区会費、国際会費、その他クラブ

が課す会費を払わなければならない。 


