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第 14 章 

PR 

地区レベルでの広報活動 

広報活動とは、会員及び地域社会に対してライオンズの奉仕事業や活動を推進し、ライオンズク

ラブ国際協会に関する情報を広め、協会のイメージ高揚に努めることである。地区でこの任務に

当たるのは、地区 PR 委員長である。地区ガバナーが希望する場合には、プロトコールの監督や会

報の発行、広報研修会の実施などが、同委員長の管轄下におかれる。 

又、ほとんどの奉仕事業は他の委員長の責任ではあるが、PR 委員長は、あらゆるプログラムが正

しく広報されるよう、各委員長と密接に協力している。 

出版物とロゴ 

ほとんどの出版物（公式言語版）とロゴが、協会ウェブサイト（「ロゴ」のキーワードで検索）

からダウンロード可能である。 

ビデオと公共広告 

ライオンズクラブ国際協会は、協会および財団に関する様々なビデオや公共広告を用意している。

これらのビデオ等は、協会ウェブサイトのビデオ紹介ページ から閲覧および注文することができ、

ダウンロードできるものもある。これらビデオの多くは一般向けの内容で、ローカル放送局やケ

ーブルテレビ局での放映にも適している。世界中のライオンズ事業を特集したビデオマガジン、

ライオンズ四季報（LQ）も含まれる。 

ライオンズのビデオは、YouTube のライオンズチャンネルや iTunes でも閲覧可能である。 

 

ソーシャルメディア 

Facebook、Twitter、YouTube、Pinterest、LinkedIn、Flickr などのソーシャルメディア・サイトは、

ライオンズの事業やプログラムの周知に大変有効である。地区レベルではクラブや地区の最新の

行事についての情報や動画・写真、また次回の行事の情報を、地区内のすべてのクラブに共有さ

せることができる。詳しい情報については国際協会ウェブサイトの「ソーシャルメディア」のセ

クションで、また国際協会のソーシャルメディアやリンクについては http://lionsclubs.org/web を確

認する。 

E地区ハウス、Eクラブハウス、Eレオクラブハウス 

ライオンズおよびレオが無料で本格的なウェブサイトを作成できる、ユニークなサービスである。

E 地区ハウス、E クラブハウス、そして E レオクラブハウスは、非常に使いやすく、ホーム、カレ

ンダー、フォトギャラリー、そして問い合わせ先などの五つのセクションが用意されている。 

また、独自のイベントやその他のニュースを紹介するための追加ページも五つ付け加えることが

できる。サイトには、オンラインのライオンズ学習センターや、ライオンズ公式ウェブサイト、

各種ソーシャルメディアへのリンクも付いている。 

http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/online-community/index.php
http://lionsclubs.org/web
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会員専用サイトには、掲示板とクラブ/地区の会員だけのための情報を掲載する箇所も設けられて

いる。 

地区のウェブサイトを作成するには、http://e-district.org/から申請書を提出する。地区内のクラブに

も、http://e-clubhouse.org/のツールを使ってクラブのウェブサイトを作成するよう勧める。E クラ

ブハウスを新設したクラブには、E クラブハウス・バナーパッチが贈られる。レオクラブの申請書

は http://e-leoclubhouse.org にある。 

ライオンズ・ニュースワイヤー 

「ライオンズ・ニュースワイヤー」という月刊ニュースレターが全公式言語で全てのライオンズ

に送信されている。このニュースレターを通して重要な行事やライオンズクラブ国際協会の方針

改定のほか、ライオンズの現行のプログラムや事業に関する最新情報が、世界中の会員に常時伝

えられている。 

ライオン誌 

ライオン誌は、ライオンズクラブ国際協会の公式出版物である。21 カ国語で、33 種類の公式版が

出版されている。 

 国際本部長が、全公式版の編集長である。 

 本部版とスペイン語版は、国際本部から発行されている。印刷版に加え電子版が、国際協

会ウェブサイトの「ライオン誌」のページに掲載されている。 

 その他の公式版は、それぞれの国で出版される。 

 ガバナー協議会が、自分達のライオン誌運営にあたる。 

 同じ国語のライオン誌を 5,000 人以上のライオンズが読んでいる場合には、自分達の公式

版ライオン誌出版の許可を、PR 及びコミュニケーション部を通して国際理事会に申請する

ことができる。 

 指定記事は、全ライオンズ会員に対する国際理事会からの連絡事項であり、全公式版に掲

載されることになっている。 

 現地発行のライオン誌の内容は、それぞれの編集者の判断に任せられているが、指定記事

が掲載され、ライオン誌の目的に沿ったものであることを条件とする。 

 

記事および写真の規定 

ライオン誌の記事は、下記規定に沿っていなければならない。 

 ライオンズの奉仕事業を描写しているか、ライオンズによって助けられた人や事象を取り

上げている。 

 ストーリーの「誰が」「何を」「どこで」「いつ」といった要素を説明している。通常ラ
イオン誌は独自に記事を書くので、基本情報を提供すれば、編集者がそれを元に記事を書

く。 

http://e-district.org/
http://e-clubhouse.org/
http://e-leoclubhouse.org/
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写真は、次のようなものでなければならない。 

 ライオンズにスポンサーされた奉仕事業または資金獲得運動の実際の活動を捉えている。 

 焦点が合っていて、明瞭である。 

 授賞式や支援金贈呈の様子を写したもの、人々がカメラの方を見てポーズを取っているも

のなどは避け、ライオンズが実際に活動している姿を捉えるよう心がける。 

 

可能であれば、高画質の JPEG ファイル（5MB以上）を提出する。記事や写真は、

lionmagazine@lionsclubs.org に送る。 

 

配布状況 

ライオン誌を受け取っていない場合には、その公式版の編集者に連絡する。 

 

特別購読 

クラブは、病院、学校、図書館、非ライオンズに対してライオン誌を送る手配をすることができ

る。その手順は次の通りである。 

 クラブ幹事が、受取勘定及びクラブ口座サービス課に注文し、受取人の住所氏名を知らせ

る。 

 贈り物として購読の注文があったことを伝える手紙が、受取人に送られる。その手紙の写

しと購読料の請求書が、クラブに送られる。 

 本部版 1 年分の購読料は、北米の場合は US$6、その他の地域は US$12 である。他の公式版

の購読料については、その編集者に問合せる。 

 クラブが購読を取り消さない限り、毎年自動的に購読が更新される。 

平和ポスター及び作文コンテスト 

国際平和ポスター·コンテストは、11 歳から 13 歳の生徒を対象に、毎年ライオンズクラブ国際協

会にスポンサーされて実施される。ライオンズクラブは、地元の学校および青少年組織団体でコ

ンテストをスポンサーする。クラブによりスポンサーされた各コンテストにつき、1 点の入賞作品

が選ばれる。クラブレベルの各コンテストの入賞作品は、次のレベルの審査（地区、複合地区、

国際のレベル）に進む。地区ガバナー及び平和ポスター委員長が、地区を代表するポスター1 点の

審査を手配する。地区ガバナーは複合地区レベルでのコンテストに出品するために、地区の最優

秀作品を複合地区協議会議長に提出する。複合地区が存在しない地域の地区ガバナーは、地区の

最優秀作品を直接国際本部の PR部（Public Relations Division, 300 W. 22
nd

 Street, Oak Brook, IL 60523 

U.S.A.）に提出する。 

クラブはまた、視力障害を持つ 11～13 歳の青少年のために作文コンテストをスポンサーすること

もできる。このコンテストも、クラブ、地区、複合地区レベルで審査を行う。 

mailto:lionmagazine@lionsclubs.org
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国際入賞者はライオン誌及び国際協会のウェブサイトで発表される。 

コンテストに関する詳細や各締切日は、国際協会ウェブサイト lionsclubs.org（「平和ポスターコ

ンテスト」のキーワードで検索）で確認するか、国際本部の PR 部（peaceposter@lionsclubs.org ）

に問い合わせる。 

ライオンズクラブ国際協会コンテスト規定 

A. 国際ニュースレター (会報) コンテスト 

アワード: 第 1位 = 表彰状 

佳作 4点 = 表彰状 

1. どのライオンズクラブ及び地区も出品できる。(複合地区は出品できない) 前記のアワー

ドが、部門別に贈られる。 

2. クラブは応募したい会報を 2部(同じもの)、出品する。 

3. 地区は応募したい会報を 2 部(同じもの)出品する。一つを超える目的又は事業のために幾

つかニュースレターを作成している地区は、一つだけ選んで出品する。(コンテスト応募作

品として規定に沿っており、国際本部の PR 及びコミュニケーション部に届いた最初の地区

会報だけが審査される。) 

4. ニュースレターは、国際大会で審査を受ける年の 5 月 1 日までに届くよう、国際本部の PR

及びコミュニケーション部に送る。公式のコンテスト応募用紙を添えて出品しなければな

らない。 

5. ニュースレターは、内容、レイアウト、デザイン、出版の質を基準に、審査される。 

B. 国際ウェブサイト·コンテスト 

アワード: 第 1位 = 表彰状 

佳作 2点 = 表彰状 

1. どのライオンズクラブ、地区、複合地区も出品できる。上記のアワードが、部門別に贈ら

れる。 

2. どのクラブ、地区、複合地区も、公式のコンテスト応募申込書にウェブサイトの URL を記

入して提出しなければならない。 

3. 出品作は、国際大会で審査を受ける年の 5 月 1日までに国際本部の PR 及びコミュニケーシ

ョン部に届いていなければならない。このコンテストの応募申込書は、郵送か、E メール

（pr@lionsclubs.org）、または FAX（1-630-571-1685）で提出することができる。公式の

コンテスト応募申込書を添えて出品しなければならない。 

4. ウェブサイトは、内容の質とデザインに基づいて審査される。 

公式のコンテスト応募申込書(PR-763)は、協会のウェブサイト www.lionsclubs.org（「PR-

763」のキーワードで検索）からダウンロードするか、国際本部の PR 部に連絡して取り寄せる。 

Lions Clubs International 

Public Relations and Communication Division 

http://www.lionsclubs.org/JA/index.php
mailto:peaceposter@lionsclubs.org
mailto:pr@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/JA/index.php
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300 W. 22
nd

 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842, USA 

ファックス:  630-571-1685 

E メール:  pr@lionsclubs.org 

 

公認プロトコール

下記は、ライオンズクラブ国際協会公認プロトコール方針である。主要スピーカーのみが、講演 

または挨拶の最初に、臨席の賓客全員の名を挙げて認知する必要がある。 

順位 

ライオンズの順位は、次の通りとする。 

1. 国際会長 

2. 前国際会長 

3. 国際副会長 (地位の順) 

4. 元国際会長  (b) 

5. 国際理事  (a)(理事会アポインティ)*/** 

6. 元国際理事  (c) 

7. LCIF地域コーディネーター及び GMT/GLT エリアリーダー 

8. 複合地区協議会議長  (a) 

9. 地区ガバナー  (a) 

10. 協会事務総長 

11. 協会幹事 

12. 協会会計 

13. LCIF事務総長 

14. 元協議会議長  (a) 

15. 前地区ガバナー  (a) 

16. 複合地区委員長及びコーディネーター（LCIF、GMT、及び GLT を含む） 

17. 第一副地区ガバナー 

18. 第二副地区ガバナー 

19. 元地区ガバナー  (a) 

20. 複合地区協議会幹事  (a) 

21. 複合地区協議会会計  (a) 

22. 地区幹事  (a) 

23. 地区会計  (a) 

24. リジョン·チェアパーソン  (a) 

25. ゾーン·チェアパーソン  (a) 

26. 地区委員長及びコーディネーター（LCIFコーディネーター、GMT、及び GLT のリーダー、委員

長を含む）(a) 

pr@lionsclubs.org


XIV - 6 

27. クラブ会長  (a) 

28. 前クラブ会長  (a) 

29. クラブ幹事  (a) 

30. クラブ会計  (a) 

31. 元クラブ会長  (a) 

32. 複合地区事務局長  (a) 

33. 複合地区事務員  (a) 

 

* 国際理事会委員会メンバー及び LCIF 執行委員会のメンバーとして国際会長から任命されたアポ

インティを、同じ役職に就いた他のライオンズの前に紹介する。それ以外の場合（例: 書状受領

者の氏名を列記するような場合）にも、プロトコールに準じる。紹介時に、その人がアポインテ

ィであることを言い添える。 

** 単一地区、準地区、複合地区の会則及び付則、あるいは地元の風習及び慣例に従って、4番、5

番、6番および 14番から 31番の優先順序及び (又は) 内容を変えることができる。  

上記アルファベットの説明 

(a) 二人以上いる場合には、姓のアルファベット順で決める。最初の字が同じなら、2番目、3番目、

と順にずらす。姓が全く同じ場合には、同じ要領で名を使う。姓も名も同じ場合には、ライオン

暦の長い人が先になる。 

(b) 二人以上いる場合には、最も近年にその役を務めた人が先になる。 

(c) 二人以上いる場合には、元国際会長と同じ (上記 (b) 項参照) であるが、同じ年度に理事を務め

た人が二人以上いる場合には、(a) の規定が適用される。 

一般事項 ライオンズの役職を二つ以上持つ人の場合は、そのうちの最高役職で順位が決まる。

上記の外に、それぞれの地域の習慣により特に紹介するべき役職があればその地元の習慣に従っ

て付け加える。但し、選出された役員は常に、任命された役員の先になる。メルビン·ジョーン

ズ・フェローも、まとめて紹介することが奨励される。スピーカーがメルビン·ジョーンズ·フェ

ローであれば、紹介の際にその旨を述べる。 

非ライオン賓客 

非ライオンの順位は、それぞれの地域のプロトコールや習慣に従って決めるが、その非ライオンが主

なスピーカーである場合には、会議議長の右側に席をおく。(図表参照) 

メーンテーブル座席表 

真中に演台が置かれていない場合、主宰役員又は会議議長は常に、1 として示される(第 1 図)真中の

席に座らなければならない。主要スピーカーは、2 の席につき、他のライオンズの席は、前記の順位

リストに従って決められる。出来る限り、議長又は主宰役員 (通常、クラブ会長、地区ガバナー、協

議会議長、又は国際会長が務める) の両側に同数の席をおくようにする。 

(聴衆) 

第 1図 

7 5 3 1 2 4 6 
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第 2 図が示す通り、演台が置かれる場合のメーンテーブルの座席も大体同じである。但し、会議議長

又は主宰役員は、常に (聴衆に向かって) 演台の左側に座り、主要スピーカーは右側に座る。 

(聴衆) 

第 2図 

7 5 3 演台 2 4 6 

 

配偶者が出席している場合には、テーブル左側に着席する会員の配偶者はその会員の左隣に、テーブ

ル右側に着席する会員の配偶者はその会員の右隣にそれぞれ座る。 

司会者及び会議書記 

時には議長又は主宰役員以外の人が、司会者を務める場合がある。その場合には、司会者は地元の習

慣に従った席に座るか、メーンテーブルの端の席につく。しかし順位のリストによって特定の席が決

まっている(例えば、地区行事における元国際会長)場合には、その席につく。めったにないが、会議

書記がいる場合もあり、その時には地元の習慣に従う。 

二つ以上のメーンテーブル 

メーンテーブルが二つ以上ある場合には、最前列にあるテーブルが上位のテーブルとみなされる。同

位のライオンズが別々のテーブルに着席することがないよう、留意する。 

メーンテーブル紹介 

メーンテーブルに座っている人の紹介は、会議議長又は主宰役員に続き、最低順位の人から最高順位

の人へと逆順に紹介する。配偶者がメーンテーブルに座っている場合には、会員の紹介を先にする。

(例えば、ジョン・ドゥ元国際理事及びジェーン夫人) 

国歌 

国際理事会の公式代表者として外国のライオン (現職又は元の理事会メンバーに関わらず) が出席し

ており、その会議で通常国歌が演奏される場合には、そのライオンの国の国歌も演奏して敬意を表す

るべきである。 


