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はじめにはじめにはじめにはじめに    
 
ライオンズクラブ国際協会の成功は、協会の各レベルにおける指導者の有効性に大きく左右

されます。クラブ会長から国際会長に至るまで、どの指導役職にも果たされなければならな

い特定の責任があります。とはいえ、他のライオンと効果的に協力できる能力こそ、協会の

目標と使命の達成を保証します。 

 

地区レベルにおいてリーダーシップとチームワークを一体化させる責任は、地区ガバナー・

チームにあります。地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナーは地区の運

営・管理に対する義務と説明責任を共有するのみならず、多くのプロジェクト、課題、決定

についても効果的に情報を伝達し、協力しなければなりません。こうしたことが首尾一貫し

て行われている地区では、力強いクラブが築かれ、地域社会への影響が増し、さらには奉仕

に対する深い理解と献身につながる永続的な指導者育成の姿勢が見られています。 

 

本地区ガバナー・チームマニュアルは、地区指導者のための包括的な手引として活用してい

ただくために、地区ガバナー・チームのメンバー全員に向けて書かれています。本マニュア

ルには国際本部の業務や地区指導者の具体的な責務に関する情報が含まれているほか、さま

ざまなプログラム、情報源、指針、そして地区ガバナー・チームがその任期中に必要とする

可能性のある連絡先も掲載されています。疑問や問題があるとき、また機会があるごとに、

年間を通じて本マニュアルをご参照ください。 

 

指導者を務める準備をし、地区の業務を計画・遂行し、さらには 1年を通じて地区のクラブ

と会員を支援していかれるにあたり、本マニュアルが貴重な情報源であることをおわかりい

ただけるはずです。 

「リーダーは、教える時ではなく学ぶ時、より優れた模範となる」  ロザベス・モス・カン

ター 
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第第第第 1111 章章章章    

    

地区ガバナー・チーム地区ガバナー・チーム地区ガバナー・チーム地区ガバナー・チーム 
 
変化のめまぐるしい今日、誰もが家庭、職場、ボランティア活動において、それぞれ

の役割をうまくこなさなければならない。地区ガバナーの役割は複雑であり、質量共

に多くを要求されるものではあるが、地区ガバナーは責任を第一副地区ガバナーおよ

び第二副地区ガバナーと分担することができる。 地区ガバナー・チームというこの概

念により協力関係が育まれ、地区運営の継続性がもたらされると共に、第一および第

二副地区ガバナーにはガバナー職を務める準備を一層入念に行う機会が与えられる。  
 
地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナーが地区ガバナー・チームを

構成し、力を合わせ地区において効果的にリーダーシップを発揮する。チームのリー

ダーとして地区ガバナーは、地区運営全般を監督するだけでなく、チームの戦略策定、

両副地区ガバナーの指導および意欲喚起、総合的なチームの実績監督にも責任を持つ。   
 
このように協力し合って任務をこなすチームアプローチは、地区の運営を向上させ得

るのみならず、副地区ガバナーがより自信に満ちた有能な地区ガバナーとなれるよう、

2年間の準備期間も与える。第二副地区ガバナーは任期中地区がどのように機能するか

を学ぶことができると同時に、地区のグローバル指導力育成チーム（GLT）との主要連

絡役を務めるほか、ライオンズクラブ国際協会の各種プログラムについて知識を高め、

地元のクラブのニーズを見極める。そして第一副地区ガバナーの任期中には、クラブ

と会員の増強にいっそう重大な責任を担い、さまざまな特別任務に関して地区のグロ

ーバル会員増強チーム（GMT）との主要連絡役を務め、要請があれば会議や行事で地区

ガバナーの代理を務める。 
 
地区の主要リーダーであるガバナーは極めて多忙である。第一副地区ガバナーおよび

第二副地区ガバナーに必要に応じて責務を効果的に委任することにより、地区の運営

と一般的な業務を向上させることが可能となり、同時に副地区ガバナーにとってはそ

れぞれがいずれガバナーとして指導的役割を担うための準備にもなる。 
  
地区ガバナー・チームは地区における協会の代表者であり、国際理事会の全般的監督

下に置かれる。どんな効果的なチームについても言えるように、地区指導チームの各

メンバーにはそれぞれが説明責任を持つ具体的な責任と任務が割り当てられている。

これらの各役職の概要は、後に続くページに記載されている。詳しい情報については、

ライオンズクラブ国際協会ウェブサイトに掲載されている理事会方針書の最新版を参

考にしていただきたい。 
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地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー    
 
地区ガバナーは地区の最高業務執行役員であり、地区ガバナー･チームのリーダーを務

める。 地区会則及び付則の付則における地区ガバナーの責任は、以下の通りとなる。 
 

• 地区レベルのグローバル会員増強チームを監督すると共に、会員増強及び新クラブ

結成を管理・推進する。 
 
• 地区レベルのグローバル指導力育成チームを監督すると共に、クラブ及び地区レベ

ルにおける指導力育成を管理・推進する。 
 
• ライオンズクラブ国際財団、及び協会のすべての奉仕活動を推進する。 
 
• 出席しているキャビネット会議、大会、その他の地区会議の議長を務める。地区ガ

バナーが議長を務められない場合には、その期間中、第一又は第二副地区ガバナー

が議長を務めるものとし、それが不可能な場合には、出席している会員から選ばれ

た地区役員が、議長を務める。 
 
• クラブ間の協調を図る。 
 
• 本地区会則に従って、キャビネット役員及び地区の委員を指導監督する。 
 
• 地区内のライオンズクラブの運営が円滑に行われるよう、各クラブが年に１度地区

ガバナーもしくは他の地区役員による訪問を受けると共に、クラブを訪問した役員

が各訪問毎に訪問報告書を国際本部に提出することを確実にする。 
 
• 地区大会あるいは複合地区大会における地区年次会議で、現会計年度の詳しい収支

報告書を提出する。 
 
• 任期終了の際には、地区の一般及び/又は財務関連の記録並びに資金を速やかに後

任者に引き渡す。 
 
• 協会の名称及び紋章の使用違反をすべてライオンズクラブ国際協会に報告する。  
 
• 「地区ガバナーマニュアル」その他を通して国際理事会が要求する任務を遂行する。 
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第一副地区ガバナー第一副地区ガバナー第一副地区ガバナー第一副地区ガバナー    

 
単一及び準地区は、国際会則及び付則、地区の会則及び付則、ならびに採用された選

挙手順に従い、第一副地区ガバナーの選出を行う。第二副地区ガバナーは、自動的に

第一副地区ガバナー職を継承するものではないが、ただ一人の公認第一副地区ガバナ

ー候補である。 
 
第一副地区ガバナーは、会員増強、新クラブ結成、地区行事の推進において地区ガバ

ナーを補佐する。具体的な責任は次の通りである。 

 
• 本協会の目的を推進する。 
 
• 地区ガバナーから割り当てられる行政任務を果たす。 
 
• 国際理事会から要求されるその他の任務を果たす。 
 
• キャビネット会議に出席し、地区ガバナーが不在の際には会議の議長を務めると共

に、必要に応じて協議会会議に出席する。 
 
• 地区内クラブの強みと弱みの評価、存在する弱体クラブや弱体化の可能性があるク

ラブの見極め、そしてそのようなクラブの強化に向けた計画の策定において、地区

ガバナーに助力する。 
 
• 地区ガバナーの要請に応じて、地区ガバナーの代理としてクラブを訪問する。 
 
• 地区ガバナー・チームにおいて地区グローバル会員増強チームとの連絡役を務め、

地区グローバル会員増強チームの活発なメンバーとして地区ガバナー、第二副地区

ガバナー、他のグローバル会員増強チームメンバーと協力し、地区全体の会員増強

計画を策定及び実施する。 
 

• 地区ガバナー、第二副地区ガバナー、およびグローバル指導力育成チームと協力し、

地区全体の指導力育成計画を策定及び実施する。 
 
• 地区大会委員会と連携し、年次地区大会の計画および開催において同委員会に助力

すると共に、地区内の他の行事の企画及び推進において地区ガバナーに協力する。 
 
• 地区ガバナーの要請に従って、他の地区委員会を監督する。 
 
• 地区予算作成を含む、翌年度の計画策定に参与する。 
 
• 地区ガバナーの任務について精通し、万一地区ガバナー職に空席が生じた場合には

本付則および国際理事会により採用された手続きに従って空席が補充されるまで、
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地区ガバナー代理として同役職の任務および責任を引き受ける準備が十分整ってい

るようにする。 
 

第一副地区ガバナーは選出される役員であるが、多くの場合、第一副地区ガバナーが

地区ガバナー職を引き継ぐことになるので、第一副地区ガバナーになる資格は、地区

ガバナーの資格と同様である。 
 
第一副地区ガバナーが地区ガバナーの要請を受け、地区ガバナーに代わってクラブの

公式訪問を行う場合を除き、協会は、第一副地区ガバナーの旅費その他の経費を支払

わない。支払は、協会の監査規定に従って行なわれる。複合地区又は地区の会則に、

他の支払を許す規定を設けることができる。 
 
地区ガバナー職に空席が生じた場合には、残る任期について国際理事会がその空席を

埋めるまで、第一副地区ガバナーが地区ガバナー代理としてその任務を果たし、地区

ガバナーと同じ権限を有する。第一または第二副地区ガバナー職に空席が生じた場合

には、地区(単一、準、又は複合)の会則に従って補充される。空席を埋めるための最

低条件は、標準版地区会則及び付則にその概要が示されている。 
 
地区の行政に直接関与することから、第一副地区ガバナーはガバナーの役割や責任を

よく理解することになる。従って、第一副地区ガバナーが地区ガバナーとして選出さ

れた場合には、行政に関する引継ぎがよりスムーズに行われると同時に、地区の目標

や目的の継続にもつながる。確信に満ちたガバナーは、国際および地区のプログラム

を成功させ、さらには協会の目標達成に一層大きな貢献をする力を持つのである。 
 
 

第二副地区ガバナー第二副地区ガバナー第二副地区ガバナー第二副地区ガバナー    
 
単一及び準地区は、国際会則及び付則、地区の会則及び付則、ならびに採用された選

挙手順に従い、第二副地区ガバナーの選出を行う。 
 
第二副地区ガバナーは、会員維持および協会のさまざまなプログラムについてライオ

ンズの意識を高めることにおいて地区ガバナーを補佐する。具体的な責任は次の通り

である。 
 
• 本協会の目的を推進する。 
 
• 地区ガバナーから割り当てられる行政任務を果たす。 
 
• 国際理事会から要求されるその他の任務を果たす。 
 
• キャビネット会議に出席し、地区ガバナー及び第一副地区ガバナーが不在の際には

会議の議長を務めると共に、必要に応じて協議会会議に出席する。 
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• 地区内クラブの状態を把握し、月例クラブ口座一覧表を確認し、地区に存在する弱

体クラブやその可能性のあるクラブの識別および強化において地区ガバナーと第一

副地区ガバナーに助力する。 
 
• 地区ガバナーの要請に応じて、地区ガバナーの代理としてクラブを訪問する。 
 
• 年次地区大会の計画および開催において地区ガバナーおよび第一副地区ガバナーに

助力する。 
 
• 地区ガバナー・チームにおいて地区グローバル指導力育成チームとの連絡役を務め、

地区グローバル指導力育成チームの活発なメンバーとして地区ガバナー、第一副地

区ガバナー、他のグローバル指導力育成チームメンバーと協力し、地区全体の指導

力育成計画を策定及び実施する。 
 
• 地区ガバナー、第一副地区ガバナー、およびグローバル会員増強チームと協力し、

地区全体の会員増強計画を策定及び実施する。 
 
• 地区LCIFコーディネーターと連携し、LCIFに関する情報や資料の定期的な配布を

通じてLCIFに対する理解と支援を高めることにより年間の目標を達成できるよう、

同委員会に助力する。 
 
• 地区情報テクノロジー委員会と連携し、情報確保、報告書提出、クラブ用品購入、

その他においてクラブおよび会員による協会のウェブサイトおよびインターネット

の活用を促進するにあたり、同委員会に助力する。 
 
• 地区ガバナーの要請に従って、他の地区委員会を監督する。 
 
• 地区予算を含む、翌年度の計画策定において地区ガバナー、第一副地区ガバナー、

ならびにキャビネットに助力する。 
 
• 地区ガバナーの任務について精通し、万一地区ガバナー及び第一副地区ガバナーの

役職に空席が生じた場合には本付則および国際理事会により採用された手続きに従

って空席が補充されるまで、地区ガバナー代理又は副地区ガバナー代理として当該

役職の任務および責任を引き受ける準備が十分整っているようにする。 
 

第二副地区ガバナーが地区ガバナーの要請を受け、地区ガバナーに代わってクラ

ブの公式訪問を行う場合を除き、協会は、第二副地区ガバナーの旅費その他の経

費を支払わない。支払は、協会の監査規定に従って行なわれる。複合地区又は地

区の会則に、他の支払を許す規定を設けることができる。 
 

地区ガバナーおよび第一副地区ガバナーの両役職に空席が生じた場合には、残る任期

について国際理事会が空席を埋めるまで、第二副地区ガバナーが地区ガバナー代理と
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してその任務を果たす。第一副地区ガバナー職に空席が生じた場合には、地区(単一、

準、又は複合)の会則に従って空席が補充されるまで、第二副地区ガバナーが第一副地

区ガバナー代理としてその任務を果たす。 
 

第二副地区ガバナーは地区ガバナー･チームの一員として地区の行政に直接関与するこ

とから、ガバナーおよび第一副地区ガバナーの役割や責任をよく理解することになり、

リーダーシップのスムーズな引き継ぎが可能となる。 
 

効果的な地区ガバナー・チーム効果的な地区ガバナー・チーム効果的な地区ガバナー・チーム効果的な地区ガバナー・チーム    

地区ガバナー・チームは地区を効果的に管理・運営し、地区を発展させ、将来に向

け活力を高めていくことに責任を持つ。成功を収めるチームとは、単なる人々の集

まりではない。地区ガバナー・チームの成功、そしてガバナー･チームが任期中指導

に当たるすべての特別なチームの成功を最大限のものとするために、下記に挙げら

れる、高い実績を収めるチームの特徴を検討していただきたい。 

 
• ビジョン、目標、進路の共有ビジョン、目標、進路の共有ビジョン、目標、進路の共有ビジョン、目標、進路の共有 

チームのメンバー全員がチームのビジョン実現に献身している。ビジョンが

何であるかを正確にチームが知っているのは、そのリーダーがコミュニケー

ションのなかでそのビジョンを強調することにより、チームに注意を向けさ

せ続けるからである。チームのリーダーは、チームとしての全体のビジョン

を支持しながら、チームの各メンバーがそれぞれのニーズを満たせるよう助

力する。チームリーダーは、チームのメンバー全員が明確に定義された目標

を持つことを確実にする。そして各メンバーはそれらの目標達成に必要な努

力を注ぐ意欲に満ちている。チームメンバーは、明確に定義された目標の達

成を各自の役目がどのように支援するかを理解しており、可能な場合にはチ

ームの全体的な成功に自分がどのように貢献するのかを明記した各々の目標

と行動計画を作成する機会も与えられる。 

• 個人およびチームとして担う役割遂行への決意個人およびチームとして担う役割遂行への決意個人およびチームとして担う役割遂行への決意個人およびチームとして担う役割遂行への決意 

チームメンバーにははっきりとした期待が寄せられている。同時に各自の役

割の一つひとつが他のすべてのメンバーの役割とどのように結びついている

かも理解しており、互いの努力に依存し合っていることを認識している。チ

ームのリーダーは、メンバー一人ひとりの任務遂行を確実なものとする一方、

チームメンバーが一つのチームとして機能できるようにするプロセスやアプ

ローチを編み出していくにあたり、彼らを支援する。 

• 多角的なコミュニケーション多角的なコミュニケーション多角的なコミュニケーション多角的なコミュニケーション 

チームメンバーは問題を解決し、互いにコミュニケーションを取り合い、現行

の課題や新たな問題についてチームリーダーに常に最新情報を伝える。真の協

力は、定期的に自由なコミュニケーションを交わすことによってのみ可能であ
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る。チームリーダーは一貫性のある多角的なコミュニケーション展開に注意を

向ける。 

• 権限権限権限権限共有共有共有共有 

有能なチームリーダーは、チームのメンバーが機能できるよう、チームの結果

に対する権限をチームのメンバーと共有する。チームのメンバーは決断に対す

る承認を得る方法と時期を理解しているとともに、必要に応じて自主的に決断

を下す責任を負う。 

• 多様性に対する理解多様性に対する理解多様性に対する理解多様性に対する理解 

有能なチームリーダーはチームメンバーに対し、それぞれが持つユニークな強

みや才能、そして弱みを理解するよう奨励する。最も優れたチームリーダーは、

一人ひとりの違いと個人的な経験に対する尊重を促す。チームリーダーは、チ

ームメンバーの選択において、チームに相補的なスキル、ユニークな経験、多

様な見地をもたらす人材を意識的に選ぶ。 

• 相互援助および信頼相互援助および信頼相互援助および信頼相互援助および信頼 

優れた功績を収めるチームは相互援助および信頼関係を実演表明する。チーム

メンバーは、思い切って物事に取り組み、考えや提案を自由に共有するよう奨

励されるので、建設的な意見が頻繁に交わされる。チームが一つとなって課題

に取り組み、障害を乗り越え、好機をとらえるのである。チームのメンバーは

互いに信頼しあっている。 

優れた成績を収めるチーム作りは簡単な仕事ではない。しかしながら、地区ガバナ

ー・チーム、つまり地区の指導者として上記の特徴が持てるよう意識して取り組む

ことにより、可能性を最大限引き出し、地区のビジョンを実現させることが可能と

なる。 
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第第第第 2222 章章章章    

国際本部国際本部国際本部国際本部    

国際本部は、すべてのライオンズにとって重要な情報源である。国際本部のスタッフ全員が、必要な

時にはいつでもチームに支援や助言をする用意でいる。 

本部との連絡は主に E メールで行われる。国際本部からの連絡事項にはすべて目を通し、その処理を

していただきたい。地区ガバナー・チームのメンバー、キャビネットのメンバー、地区内のクラブに

関係するものには特に注意を払い、伝えるべき情報は直ちに伝える。 

協会のウェブサイト (www.lionsclubs.org) には、協会の各種プログラムに関する情報のほか、役員

およびクラブ名簿やさまざまな出版物が掲載されている。時間をかけて、ウェブサイトに載っている

情報を確認していただきたい。地区内のクラブにも、協会のウェブサイトと電子コミュニケーション

を利用するよう奨励していただきたい。本マニュアルの情報テクノロジーの章には、ウェブサイトが

地区と地区内クラブにどのように役立つかに関する詳細が掲載されている。 

国際本部の職員は、協会を世界一効率よく、ニーズに敏感に対応する奉仕クラブ組織にするため、地

区ガバナー・チームのお手伝いをする用意でいる。 

国際本部訪問国際本部訪問国際本部訪問国際本部訪問    

国際本部は、月曜日から金曜日の午前 8 時～午後 4 時半まで開館している。本部を来訪する会員のた

めには、職員が日本語で館内をご案内する。なお、下記の祭日には、本部は閉館する。 

 

戦没者記念日(5月の最終月曜日) 

独立記念日(7月 4日) 

労働祭(9月の第 1月曜日) 

感謝祭(11 月の第 4木曜日) 

感謝祭翌日の金曜日 

クリスマスと新年を祝う祭日 – 閉館となる 4日間は事務総長が決定 
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国際本部の運営国際本部の運営国際本部の運営国際本部の運営役員役員役員役員    

事務総長事務総長事務総長事務総長    

ライオンズクラブ国際協会の事務総長は、国際本部の業務および運営を監督する。その主な責務は、

国際本部職員を通じて協会および財団のビジョンと目的を支持する方針および規定を履行することで

ある。 

事務総長は、 

• 国際本部の業務担当グループ及び職員の管理に当たる。 

• 国際会長、執行委員会、国際理事会と密接に仕事をし、協会の理念及び方針に沿って全世界

で活動が行われ、ライオニズムが発展することを確認する。 

    

幹事幹事幹事幹事    

幹事は、協会のコーポレートガバナンスを履行・管理するとともに、国際理事会会議および執行委員

会の議事録を作成・配布する。 

    

ググググローバル開発チーフローバル開発チーフローバル開発チーフローバル開発チーフ 

ライオンズクラブ国際協会のグローバル開発チーフは、協会内の会員部門、PR及びコミュニケーシ

ョン部門、奉仕事業部門、グローバル戦略部門、ならびにグローバルパートナーシップ・政府関係部

門から成るグローバル開発グループの統合を指揮する。グローバル開発チーフの主たる責任は、協会

の継続的な戦略、プログラム、取り組みの開発と実施において、協会スタッフと連携することである。 

    

会計会計会計会計    

国際理事会が承認した方針に従って協会資産の保護、管理、投資に携わることが会計の主な責任であ

る。また、予算の作成や執行役員および国際理事の経費払戻請求書の監査にも責任をもつ。 

    

LCIFLCIFLCIFLCIF 事務総長事務総長事務総長事務総長    

ライオンズクラブ国際財団（LCIF）の事務総長は、非課税の慈善団体として独立した法人組織である

同財団の業務に責任を負う。LCIF 事務総長は、LCIF 理事長及び LCIF 理事会と協力し、重要な人道奉

仕事業を通して地域社会と国際社会に奉仕する全世界のライオンズクラブの活動を支援するという財

団の使命を遂行する。 
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国際本部国際本部国際本部国際本部のののの業務担当グループ業務担当グループ業務担当グループ業務担当グループ    

    

地区、クラブ・サービス地区、クラブ・サービス地区、クラブ・サービス地区、クラブ・サービス    & & & & リーダーシップ開発グループリーダーシップ開発グループリーダーシップ開発グループリーダーシップ開発グループ    

地区及びクラブ行政地区及びクラブ行政地区及びクラブ行政地区及びクラブ行政部部部部    
E メール:  districtadministration@lionsclubs.org 
 
全世界の地区およびクラブの運営を支援する。協会の公式言語による翻訳サービスを提供する。地区

ガバナー・チームおよびクラブへの優秀賞を交付する。また、クラブの発展を支援するため、クラブ

にガイディング・ライオン・プログラムやクラブ再建アワードを提供する。太平洋アジア課は地区ガ

バナーにとって重要なコミュニケーションの窓口である。 

 

リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップ開発開発開発開発部部部部    
E メール:  leadership@lionsclubs.org 
 
国際、複合地区、地区、クラブの各レベルの指導力育成に関するプログラム、セミナー、会議の企画、

開発、実施、評価を担当する。また、地元で利用できるよう、オンラインでの研修の機会を提供する

（リーダーシップ情報センター：http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-
development/index.php ）。グローバル指導力育成チーム（GLT）に支援・協力し、世界各地に

おけるライオンズの研修・開発のニーズを特定し、対応する。 

 
    

    

グローバル開発グループグローバル開発グループグローバル開発グループグローバル開発グループ    
E メール: globaldevelopment@lionsclubs.org 

    

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング    
E メール：marketing@lionsclubs.org 
 
新クラブ結成及び会員増強のイニシアチブ、奉仕イニシアチブ、及びすべての表彰プログラムやその

他ライオンズの主要プログラムのマーケティングを含む、協会の主力プログラムを支えるマーケティ

ング戦略を指揮・開発・実施する。 

 

会員開発会員開発会員開発会員開発    
E メール：membershipdev@lionsclubs.org 
 
会員籍の基準を設けるために会員や会員関連委員会によって行われるべき取り組みを指揮・発案する。

協会の新会員を増やすためのプログラムを管理し、グローバル会員増強チーム（GMT）をサポートす

る。  
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広報広報広報広報    
E メール：pr@lionsclubs.org    
 
あらゆる広報活動を指揮し、PR及びメディア関係を管理する。視聴覚資料制作、注目度の高いイベ

ントやプログラムにおいて、指導とクリエイティブ面での助言を提供する。 

 
コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション    
E メール：communications@lionsclubs.org  
 
あらゆるオンライン・コミュニケーション及びライオン誌を含む、内外のコミュニケーション、広告、

ブランド管理、企業メッセージをすべて管理する。 

    

奉仕事業奉仕事業奉仕事業奉仕事業    
E メール:  programs@lionsclubs.org 
 
児童、青少年、健康、環境、及び国際関係の分野における有意義な奉仕事業やアクティビティ、なら

びに 100 周年記念奉仕チャレンジやリーディング・アクション・プログラムを始めとする特別な取り

組みを実施するライオンズとレオを支援する。また、メンバーによる各地域での奉仕活動がグローバ

ルレベルの開発優先事項にいかに貢献しているかを評価できるよう、アクティビティ報告を通じてデ

ータを収集する。 

    

グローバルグローバルグローバルグローバル戦略戦略戦略戦略    
E メール：globalstrategy@lionsclubs.org 
 
戦略計画立案、特別な会員増強の取り組みに関する助言、100 周年記念にかかわる企画、その他の特

別プロジェクトに責任を持つ。 

 
グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ    
E メール:  governmentrelations@lionsclubs.org 
 

ライオンズの知名度とリソースを拡大し、協会のプログラムとイニシアチブを推し進めるため、他の

団体（公/私）とのパートナーシップ関係を調査・活用することに責任を負う。    
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会会会会計、財務及び計、財務及び計、財務及び計、財務及びビジネスビジネスビジネスビジネス運営運営運営運営グループグループグループグループ    
    

財務財務財務財務部部部部    
E メール:  resources@lionsclubs.org 
 
協会の資源（人事及び資金の両方）を管理する。銀行取引、資金の移動、一般会計業務、原価計算、

投資を含む、協会の財務方針の履行を指揮する。会員に様々な財務関連サービスを提供する。 

    

情報テクノロジー情報テクノロジー情報テクノロジー情報テクノロジー部部部部    
E メール:  informationtechnology@lionsclubs.org 
 
プログラミングのデザイン、ソフトウェアやウェブ・アプリケーション、ネットワーク・インフラ整

備などを含めたテクノロジー関連のサービスを提供し、本部内外のユーザーが報告書の作成やデータ

入力等を行うに当たり、技術支援を行う。また、クラブと会員の国際協会データを保存及び管理する。

（ウェブサイト: www.lionsclubs.org または MyLCI） 

    

クラブ用品クラブ用品クラブ用品クラブ用品部部部部    
E メール:  clubsupplies@lionsclubs.org 
 
世界中のライオンズクラブ用品の在庫管理、マーケティング、販売に責任を持つ。さらに、世界規模

のライセンス・プログラムを管理するほか、ライオンズクラブ用品の仕入れ、在庫管理、宣伝、配送、

請求に携わる各課に対する援助を調整する。 
 

    

    



II - 6 

その他のその他のその他のその他の国際本部国際本部国際本部国際本部業務担当グループ業務担当グループ業務担当グループ業務担当グループ    
    

大会大会大会大会部部部部    
E メール:  convention@lionsclubs.org 
 
国際大会、DGE セミナー、国際理事会会議に関連するあらゆる手配および主要行事を企画、管理、

調整する。 
 

法律法律法律法律部部部部    
E メール:  legal@lionsclubs.org 
 
世界各地における協会の商標登録、世界規模の保険プログラム、リスク管理、訴訟問題にかかわる業

務に責任を持つ。地区選挙、国際理事指名推薦、対立処理、会則関連抗議申し立てなど、国際協会の

会則及び付則や理事会方針についてライオンズに指導・助言を行う。 
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ライオンズクラブ国際財団ライオンズクラブ国際財団ライオンズクラブ国際財団ライオンズクラブ国際財団    (LCIF)(LCIF)(LCIF)(LCIF)    
 
ウェブサイト: http://www.lcif.org 
E メール:  lcif@lionsclubs.org 
 
広報、資金獲得、資産運用、援助金交付、LCIF 理事会との連絡など、財団の運営を担当する。寄せ

られた献金の記録処理や表彰手続きのほか、緊急援助交付金、視力ファースト・プログラム、ライオ

ンズクエスト・プログラム、その他の人道奉仕援助交付金プログラムの管理を行う。 
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第第第第 3333 章章章章            

地区行政地区行政地区行政地区行政    

 

地区ガバナーは多忙を極める。郵送物は毎日のように届き、毎月旅費及び事務経費請求書を提出し、

クラブ例会へも出席しなければならない。こうした職務をこなすためには、毎月膨大な時間が必要と

なる。自らの職務の一部を第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナー、キャビネットのメンバーに委

ねることにより、地区運営の能率を上げることができると同時に、他のメンバーに自信を持たせ、彼

らが優れたリーダーとなる準備にもなる。 

地区の会則及び付則は、複合地区ならびに国際協会の会則及び付則に矛盾したものであってはならな

い。地区の会則は、国際理事会の方針にも沿っていなければならない。 

地区の名簿は、同じ地区内にあるすべてのクラブにとって有用である。地区の名簿には、名前、住所、

電話及びファックス番号、Eメールのアドレス、日時などを正確に記載することが肝要である。 

    

地区ガバナーのキャビネット地区ガバナーのキャビネット地区ガバナーのキャビネット地区ガバナーのキャビネット    

地区ガバナーのキャビネットは、地区において協会発展に関係する地区運営の計画と方針を定め、実

行するにあたって、地区ガバナーを補佐する。 

キャビネット構成員は次の通りである。 

• 地区ガバナー 

• 前地区ガバナー 

• 第一及び第二副地区ガバナー 

• キャビネット幹事兼会計 (又は幹事及び会計) 

• リジョン·チェアパーソン (任意の役職) 

• ゾーン·チェアパーソン 

• 地区委員会委員長やコーディネーターなど、地区会則及び付則が指定又は認めるその他のラ

イオンズ 

地区ガバナーを除き、キャビネット構成員には、地区会則及び付則で投票の権利が与えられていない

限り、投票権はない。 

 

地区ガバナーおよび副地区ガバナー以外のキャビネット構成員は、単一、準、あるいは複合地区の会

則及び付則に従って選出もしくは任命される。これらの役職を務めるライオンの献身は、地区の目標

を達成していくにあたり不可欠である。 

 

地区ガバナー、第一及び第二副地区ガバナー、キャビネット幹事、キャビネット会計（又は幹事兼会

計）、リジョン･チェアパーソン、ゾーン･チェアパーソンには、ラペル·ピンが無料で交付される。
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協会公認の各地区委員長には地区委員長タブが交付される。元地区ガバナー·ピンは、クラブ用品部

から購入する。 

地区ガバナー·キャビネットの任務は、次の通りである。 

• 地区の運営方針履行と目標達成に助力する。 

• クラブ及びゾーンに関する報告と提言を受ける。    

• キャビネット会計（またはキャビネット幹事兼会計）による各会員の会費徴収を監督する。 

• 地区資金を預金する銀行を決める。 

• 地区の運営に関連して発生した正当な経費の支払いを許可する。 

• キャビネット幹事および会計から保証金を要求する場合には、その額を決める。 

• キャビネット会計に、年に 2回又はもっと頻繁に、財務報告書を提出させる。 

• 会計年度末にキャビネット会計の帳簿と勘定の監査を実施する。 

• ガバナーと相談の上、キャビネット会議の開催日時及び場所を定める。    

    

第一及び第二副地区ガバナー第一及び第二副地区ガバナー第一及び第二副地区ガバナー第一及び第二副地区ガバナー    

第一副地区ガバナーと第二副地区ガバナーは地区ガバナー・チームのみならず、地区ガバナーのキャ

ビネットにおいても重要なメンバーである。これらの重要な役職が担うそれぞれの主要責務に関する

概要は、本マニュアルの第 1章に記載されている。 

    

キキキキャビネット幹事及び会計ャビネット幹事及び会計ャビネット幹事及び会計ャビネット幹事及び会計    

キャビネット幹事及び会計は、地区ガバナーの監督下に置かれる。 

キャビネット幹事の任務は、次の通りである。 

• 協会の目的を推進する。 

• 全ての地区キャビネット会議と地区大会の正確な議事録を取り、保管する。 

• キャビネット会議の議事録を各会議の後 5日以内に、各キャビネット構成員及びライオンズ

クラブ国際協会本部の太平洋アジア課に送付する。大会の議事録の写しをガバナー、各クラ

ブ幹事、及びライオンズクラブ国際協会本部の太平洋アジア課に提出する。 

• 地区内クラブの月例会員報告状況をモニターし、地区ガバナーから要請があれば、他の地区

役員への配布用に月例会員報告履歴の写しを作る。 
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キャビネット会計の任務は、次の通りである。 

• キャビネットが指定する銀行に、資金を入金する。 

• キャビネットの許可があった場合にのみ、資金を支出する。 

• 本役職の職務に伴って生じうる損失を考慮し、キャビネットが定めた保証金を確保する。 

• 半期財務報告書及びキャビネットが要請するそれ以外の報告書をキャビネットに提出する。 

• キャビネットから要請があればいつでも、監査のために地区の会計帳簿等を提出する。 

• 会計年度終了後直ちに、残金の全て、キャビネット幹事及び会計の職務に関する財務記録及

びそれ以外の全記録を、後継者に引き渡す。 

• キャビネット会計の役職に付随するその他の任務と、地区ガバナー及びキャビネットが要請

する職務を行う。    

    

リジョンリジョンリジョンリジョン····チェアパーソンチェアパーソンチェアパーソンチェアパーソン    

リジョン･チェアパーソンの設置は任意である。地区ガバナーがこの役職を活用しないと決めた場合、

この役職はその地区ガバナーの任期中、空席となる。 

リジョン·チェアパーソンには、すぐれた指導力のある人を選ぶ必要がある。この役職は名誉職では

なく、むしろ極めて重要な役員である。必ずしも全員が地区ガバナーになるとは限らないが、地区ガ

バナーとなる資格を備えた人を選ぶべきである。リジョンには普通、9～16 のクラブがある。 

 

リジョン·チェアパーソンは、 

• リジョン内のグッドスタンディングのクラブのグッドスタンディングの正会員でなければな

らない。 

• リジョン·チェアパーソンとして就任する時点で、ライオンズクラブ会長の任期を満了してい

るか又は半期以上務め、更にこれに加えてライオンズクラブの理事会メンバーを 2年以上務

めていなければならない。 

 

リジョン·チェアパーソンの任務は次の通りである。 

• 協会の目的を推進する。 
 

• リジョン内のゾーン・チェアパーソンの活動並びに地区ガバナーがリジョン・チェアパーソ

ンに割り当てる地区委員長の活動を監督する。 
 

• 地区GMTコーディネーターと連携し、新クラブ結成及び弱体クラブ強化において積極的役割を

果たす。 
 

• 任期中に少なくとも1回ずつ、リジョン内各クラブの例会に出席し、地区ガバナー並びに地区

GMTコーディネーター及び地区GLTコーディネーターにその報告をする。  
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• 任期中に少なくとも1回ずつ、リジョン内各クラブの理事会定例会議に出席し、地区ガバナー

並びに地区GMTコーディネーター及び地区GLTコーディネーターにその報告をする。  
 

• リジョン内のすべてのクラブがそれぞれ正式に採用したクラブ会則及び付則に従って運営さ

れるよう、努力する。 
 

• リジョン内のクラブにクラブ向上プロセス（CEP）を推進し、リジョンでのプログラム実施に

向けて地区GMTコーディネーター、地区GLTコーディネーター、及び地区ガバナー・チームと

協力する。  
 

• 地区GLTコーディネーターと連携し、リジョン、地区、複合地区で提供される指導力育成の機

会についてリジョン内のライオンズに知らせ、指導力育成の取り組み支援において積極的役

割を果たす。 
 

• 少なくとも、リジョン内のクラブに割り当てられた数の代議員全員を国際大会及び地区（準

及び複合）大会に派遣して、大会参加を促進する。 
 

• 地区ガバナーに委任された場合には、クラブを公式訪問してチャーター•ナイトや例会に出席

する。 
 

• その他、地区ガバナーがその時々に要求する任務を果たす。  

何らかの理由でリジョン·チェアパーソンが欠員となった場合には、地区ガバナーがその残る期間の
後任者を任命する。 

    

ゾーンゾーンゾーンゾーン····チェアパーソンチェアパーソンチェアパーソンチェアパーソン    

ゾーン·チェアパーソンは、ゾーン内のクラブと地区の指導者チームを結びつける人物である。ゾー
ン･チェアパーソンは、クラブにやる気を起こさせ、助言を与えるほか、コミュニケーションを取る。
ゾーン・チェアパーソンには、指導力に富み、尊敬されているライオンを選ぶ。何らかの理由でゾー
ン·チェアパーソンが欠員となった場合には、地区ガバナーがその残る期間の後任者を任命する。通
常ゾーンには、4～8のクラブがある。 

ゾーン·チェアパーソンは、 

• ゾーン内のグッドスタンディングのクラブの、グッドスタンディングの正会員でなければな

らない。 

• ゾーン·チェアパーソンとして就任する時点で、ライオンズクラブ会長の任期を満了している

か又は半期以上務め、更に加えてライオンズクラブの理事会メンバーを 2 年以上務めていな

ければならない。 

ゾーン・チェアパーソンの任務は次の通りである。 

• 協会の目的を推進する。 
 

• ゾーン内で組織される地区ガバナー諮問委員会の委員長を務め、同委員会々議で議長を務め

る。  
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• 地区GMTコーディネーター、GLTコーディネーター、及び地区ガバナー・チームを特別ゲスト

として地区ガバナー諮問委員会会議に招き、会員増強及び指導力育成のニーズについて、さ

らに各チーム及び地区ガバナー・チームがゾーン内の会員増強及び指導力育成をいかに支援

できるかについて討議するよう努める。   
 

• 地区ガバナー諮問委員会会議の報告書を作成し、会議後5日以内にライオンズクラブ国際協会、

地区ガバナー、地区GMTコーディネーター、地区GLTコーディネーター、並びにリジョン・チ

ェアパーソンに送付する。  
 

• ゾーン内のクラブにクラブ向上プロセス（CEP）を推進し、ゾーンでのプログラム実施に向け

て地区GMTコーディネーター、地区GLTコーディネーター、及び地区ガバナー・チームと協力

する。  
 

• 地区GMTコーディネーターと連携し、新クラブ結成に積極的な役割を果たすと共に、ゾーン内

全クラブの運営及び活動状況について精通する。 
 

• 地区GLTコーディネーターと連携し、ゾーン、地区、複合地区で提供される指導力育成の機会

についてゾーン内のライオンズに知らせ、指導力育成の取り組み支援において積極的役割を

果たす。 
 

• 地区、複合地区協議会議長、国際協会との間に生じた問題に関して、ゾーン内の各クラブを

代表する。 
 

• ゾーン内における地区、複合地区、国際協会の事業の進展状況を監督する。 
 

• ゾーン内のすべてのクラブがそれぞれ正式に採用したクラブ会則及び付則に従って運営され

るよう、努力する。 
 

• 少なくとも、ゾーン内のクラブに割り当てられた数の代議員全員を国際大会及び地区（準及

び複合）大会に派遣して、大会参加を促進する。 
 

• 任期中に少なくとも1回ずつ、ゾーン内各クラブの例会に出席し、特に弱体クラブに関して、

リジョン・チェアパーソンに報告をする。(地区ガバナー、地区GMTコーディネーター、地区

GLTコーディネーターに写しを送る) 
 

• 国際理事会の指示により要求されるその他の任務を遂行する。 

    

地区ガバナーの諮問委員会地区ガバナーの諮問委員会地区ガバナーの諮問委員会地区ガバナーの諮問委員会    

この委員会は、地区ガバナー及びキャビネットに対する諮問機関の役を果たし、下記の者から構成さ

れる。 

• ゾーン·チェアパーソン。この委員会の委員長を務める。 

• ゾーン内各クラブの会長及び幹事 

諮問委員会の任務は次の通りである。 
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• ゾーン内のどのクラブも会則及び付則の指針に従って円滑に運営されるよう計らうため、ゾ

ーン·チェアパーソンを補佐する。 

• ゾーン内クラブの会員が地区大会や複合地区大会、及び国際大会に出席することを奨励する。 

• ゾーン内でのチャーターナイトに会員がたくさん参加するよう、ゾーン·チェアパーソンに協

力して、出席を奨励する。 

• クラブ運営や会員数、資金面等で問題を抱えているクラブ、及びステータスクオのクラブの

援助方法について話し合う。 

• 数クラブの合同例会、地区ガバナーの月の特別行事、クラブ役員就任式、新会員入会式、キ

ー·メンバー表彰式、スポーツ競技、晩餐会、祝賀会など、ゾーン内クラブの各行事促進に、

ゾーン·チェアパーソンを補佐する。 

諮問委員会々議は、ゾーン・チェアパーソンがクラブ間の調和を促進し奨励する絶好の機会である。

クラブにとって、これはクラブ運営のアイディアを交換する良い機会ともなる。新たな会員増強の戦

略や指導力育成の機会について話してもらえるよう、地区の GMT または GLT コーディネーターを招く

とよい。 

少なくとも年に 3回、地区ガバナー諮問委員会々議を開かなければならない。 

• 第 1回目は、国際大会終了後 90日以内に開く。 

• 第 2回目の会議は 11月に開く。 

• 第 3回目の会議は 2月か 3月に開く。 

• 第 4 回目の会議（任意）は、地区又は複合地区の大会の約 30 日前に開く。この機会に、現地

区役員又は元地区役員に敬意を表することもできる。    

    

キャビネット会議キャビネット会議キャビネット会議キャビネット会議    

キャビネット会議は、少なくとも四半期毎に開く。開催の時期については地区会則及び付則にガイド

ラインが定められている。万が一、地区会則及び付則にガイドライン定められていない場合、地区は

標準版地区会則及び付則の規定に従う。キャビネット会議の議事録の写しは、太平洋アジア課に提出

する。 
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キャビネット会議のキャビネット会議のキャビネット会議のキャビネット会議の審議事項審議事項審議事項審議事項    

各キャビネット会議において、標準的な審議事項に加え、地区キャビネットが審議を必要とする議事

が審議事項として取り上げられる。 

標準的な審議事項は以下のとおりである。 

1. 開会宣言 

2. 出欠調査、及び欠席者からの通信朗読 

3. 前回会議の議事録の承認 

4. 財務報告 

5. 前回会議からの継続事項審議 

6. 地区に対する請求書の承認、並びに地区予算からその請求額を支払うよう、キャビネット幹事

又は会計への依頼 

7. 各種通信物と、それに対する決断 

8. 委員会、リジョン、およびゾーンからの報告 

9. 次回のキャビネット会議の日時と場所確認 

10. 閉会 

元地区ガバナー元地区ガバナー元地区ガバナー元地区ガバナー    

元地区ガバナーは、地区において極めて重要な役割を果たし得る。元地区ガバナーの経験は、有効に

活用されれば、地区の成功に寄与するものとなる。地区が直面する課題、問題、意思決定の多くは、

元地区ガバナーも直面し、解決したことのあるものかもしれない。 

元地区ガバナーに務めてもらえる役には、次のようなものがある。 

• 新クラブのガイディング·ライオン 

• ワークショップやセミナーの講演者 

• ワークショップやセミナーの企画者 

• 新クラブ結成 

• 就任式でのあいさつ 

• 地区委員会委員長 

• 長期計画委員会メンバー 

リジョンリジョンリジョンリジョン／ゾーン・／ゾーン・／ゾーン・／ゾーン・チェアパーソンチェアパーソンチェアパーソンチェアパーソン･オリエンテーション･オリエンテーション･オリエンテーション･オリエンテーション    

リジョン･チェアパーソンおよびゾーン･チェアパーソンのためのオリエンテーションを開催すること

で、両チェアパーソンが有能な地区役員として確実に任務を遂行できるようにする。リジョン･チェ

アパーソンとゾーン･チェアパーソンは、協力してクラブの成長と成功を図る。両チェアパーソンの

オリエンテーションでは、以下の項目に焦点を当てる。 

1. 両チェアパーソンの任務について 

2. リジョン·チェアパーソンとゾーン·チェアパーソンが定期的に話し合いを持つことの重要性 

3. リジョン･チェアパーソン及びゾーン･チェアパーソンによるクラブ訪問の重要性 

a. クラブの運営および財務処理、クラブ内外とのコミュニケーションのあり方、出席率、会

員増加率とオリエンテーションの取り組み、さらに奉仕活動について評価するよう、両チ
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ェアパーソンに依頼する。評価の結果、クラブが援助を必要としているかどうかがたいて

い分かる。 

b. クラブの問題解決に向けて両チェアパーソンが活用できるツールを共有する。 

4. 演説のスキル 

5. 新会員の入会 

6. 地区ガバナー諮問委員会 

7. 各キャビネット役員及び各委員会委員長の責任 

8. 弱体クラブおよび滞納金またはそれ以外の理由でステータスクオになったクラブの再編成、

ならびに新クラブの援助 

9. リジョン内、ゾーン内、そして地区内での協会の運営におけるリジョン·チェアパーソンおよ

びゾーン･チェアパーソンの重要性 

クラブ公式訪問クラブ公式訪問クラブ公式訪問クラブ公式訪問    

地区ガバナーは、健全なクラブ運営を促すため地区内の各ライオンズクラブが地区役員と常に連絡を

取っているよう、あるいは年一回地区役員による訪問を必ず受けるよう確認する。訪問を行う地区役

員は、クラブを個別に訪問する代わりに、ゾーン･レベルでのクラブ合同訪問を計画することも可能

である。このような合同訪問が行われた場合、この行事に出席したクラブに対しては、地区ガバナー

がその任期中に行うべき年次の公式訪問としてみなされる。また、リジョンおよびゾーン･チェアパ

ーソンも、それぞれのリジョンまたはゾーン内のクラブを少なくとも年一回訪問する。 

クラブ訪問は、以下を目的とするものとする。 

• クラブが（1）国際協会の会則及び付則並びに方針に従って機能しており、（2）有意義な地

域奉仕事業を行っており、（3）優れた財務処理を実行しており、（4）効果的な内部コミュ

ニケーションと継続的な地域 PR プログラムを維持しており、（5）会員の勧誘、オリエンテ

ーション、および維持プログラムを実施しており、（6）地区、複合地区および国際レベルの

行事に参加していることを確認する。 

• 国際会長、国際理事会及び該当地区のメッセージを伝える。 

• 問題があればそれについて討議し、解決策を講じる。 

クラブ訪問の準備クラブ訪問の準備クラブ訪問の準備クラブ訪問の準備    

1. 一刻も早く援助を必要としているクラブを優先する。 

a. 会員数が減少しているクラブ、または指導層に問題があるクラブ。 

b. 滞納金またはそれ以外の理由によるステータスクオ･クラブ。 

c. 会員数が 20人又はそれより少ないクラブ。 

d. 前地区ガバナーにより援助が必要だと判断されたクラブ。 

2. 訪問日程を決める。 

3. 訪問についてクラブに前もって知らせる。地区会報で訪問日程を公表する。 

4. 準備を整える。 

a. クラブの会員報告状況を確認する。 
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b. クラブが地区会費、複合地区会費ならびに国際会費を支払っているか調べる。未納分の金額

を調べておく。未納金を減らすための解決法をいくつか提案できるよう準備しておく。 

c. クラブの現状について、ゾーン·チェアパーソン及びリジョン·チェアパーソンと話す。 

d. クラブの地域奉仕事業についてよく調べておく。 

e. クラブにどのように話をし、指導を与え、意欲を盛り上げるかを決める。 

f. どの印刷物を持参するべきか決める。 

g. クラブ例会又は理事会々議でクラブに尋ねる質問を用意する。(クラブ公式訪問/会議出席報

告書には、尋ねるとよい質問が載っている) 

5. 訪問中、クラブの会員増強会議に出席するほか、理事会と会合する。クラブの功績を称え、会員

と役員の懸念に対処し、会員増強、会員オリエンテーション、そして会員維持を奨励する。 

    

地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナーののののクラブクラブクラブクラブ公式訪問公式訪問公式訪問公式訪問及び会議出席及び会議出席及び会議出席及び会議出席報告書報告書報告書報告書    

出席した各会議/クラブ公式訪問について国際本部に報告することが重要である。その報告書は下記

の手順で提出する。 

• 経費支払を請求する会議ごと、及び訪問クラブ一つにつき 1部ずつ、記入する。 

• 毎月の旅費請求書(C-30)と一緒に送付する。 

地区地区地区地区再編成再編成再編成再編成    

地区再編成案はすべて、国際理事会の承認を得なければならない。下記の場合に地区が再編成される。 

• 単一地区から複合地区をつくる。 

• 現在の複合地区に準地区を新しく加える。 

• 一つまたはそれ以上の準地区を分割または併合させる。 

• 現在の準地区境界線を変更する。 

• 隣接する二つの準地区が合併する。 

国際付則第 8条第 3項に準じて国際理事会に提出される各地区再編成案には、次の方針が適用さ

れる。 

 

地区再編成案はすべて、下記要件を満たしているとともに、再編成案が審議される 10月の理事会

会議の 60日前までに地区及びクラブ行政部で受理されなければならない。期日を経過して提出さ

れた追加の書類は一切受け付けられない。 

 

1. 地区の再編成：地区の再編成を求める地区（単一、準、または複合）は、下記を提出しな

ければならない。 
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a. 再編成が予定される各準地区を構成することになるクラブのリストと各クラブの会員

総数。各予定準地区は、地区再編成案が審議される理事会会議の 60日前までに最低

35のグッドスタンディングのクラブ及び 1,250 人のグッドスタンディングの会員を有

しており、かつこの状態を地区再編成時を通じて維持しなければならない。 

 

b. 各地区のために提案されている境界線または境界線の変更を明確に示す地図。地区再

編成を行うにあたっては、地区の運営・管理が効率よく行えるとともに、移動および

運営にかかる経費が最小限に抑えられるようなものとするべきである。  

 

c. 予定される各新地区、準地区、または複合地区につき地区再編成手数料として US$500

の支払い。 

 

d. 再編成を要請する地区及び複合地区は、投票権を持つ各グループから地区再編成案の

内容に対して必要な承認が得られたことを証明する下記を提出しなければならない。 

 

(1) 完全な形の議事録 1部。単一地区または準地区の議事録については、地区再編成

が承認された大会または特別大会開催時に在職中の地区ガバナー、第一副地区ガ

バナー、及びキャビネット幹事の署名、また、複合地区の議事録については、地

区再編成が承認された大会または特別大会開催時に在職中の協議会議長及び協議

会幹事の署名をもって証明されていること。  

 

議事録には、登録を行い資格を証明された代議員の過半数が、投票用紙を用いて

無記名で行われた投票により決議案を承認したことが示されているとともに、開

票結果が記載されている必要がある。また、結果が大会中に代議員に発表された

ことも示されていなければならない。国際理事会の審議の対象となるために必要

なのは、3分の 2の賛成票ではなく、過半数の賛成票であることに留意する。 

 

(2) 公表された地区再編成案の写し。再編成案には、編成予定の各地区及び/または複

合地区の領域を正式な地理的境界線で明示することによる、編成予定の地区及び/

または複合地区の完全かつ明確な説明と、各予定地域に配属されるクラブのリス

ト及びその所在地を明確に示す地図が含まれていなければならない。 

 

(3) 1 項 d.(2)に記述されるとおりに完全な地区再編成案が、投票に付される大会の 60

日前までに、単一地区、準地区、及び複合地区内の各クラブに配布されたことを

証明するもの。 
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(4) この再編成の結果どのように複合地区/準地区が改善されるかについての説明。会

員増強、指導力育成、及びクラブ支援活動の援助に関する目標と行動計画の概要

を述べた詳細な計画を含めること。  

 

2. 地区の合併/地区数の減少：35クラブ及び 1,250 人の会員を下回る、一つまたはそれ以上

の準地区を整理統合することにより準地区ごとの会員数を増やそうとする複合地区も、上

記 1項に記述されている書類を提出しなければならない。ただし、手数料の支払いは必要

とされない。複合地区の大会の承認が必要である。会員増強を図るために準地区が最近行

ったプログラムについて、及びそれにも関らず地区再編成を必要とする理由についての説

明が必要である。こういった地域については、再編成案が 35クラブ及び 1,250 人以上の

会員という最低条件を満たさない準地区を設ける結果になるものであっても、準地区の運

営とクラブへの支援の強化・改善につながる場合には、検討されることもある。    

 

3. 複合地区の再編成：準地区の境界線は変えない地区再編成案の承認を求める複合地区は、

上記 1項に説明される書類等を提出しなければならないが、1項 d.に記述される、複合地

区レベルにかかわるものだけを提出する必要がある。複合地区の案提出に先立ち、再編成

案及び再編成による地区名変更が 3分の 2の地区の、3分の 2の地区キャビネット構成員

によって承認されたことを示す議事録が必要である。 

 

4. 提案されている地区及び複合地区名は、ライオンズクラブ国際協会が定めている名称に関

する基準に従っていなければならない。地区再編成案により既存の準地区が分割される場

合、新たに編成される準地区のうち一つの地区名は、事情が許す限り、分割前の準地区名

と同一のものとするべきである。 

 

5. 承認された地区再編成案はすべて、後の国際大会が指定されている場合を除き、次の国際

大会の閉会時に有効となる。  

 

6. 地区再編成案及び地区（単一、準、または複合）の承認を得るために行われた手続きや手

順に関するいかなる異議申し立ても、しかるべき紛争処理手順を用いて解決されなければ

ならない。  

 

7. 地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナーの選挙は、国際理事会によって

地区再編成案が承認された後に、地区再編成が有効となる前の国際大会に先立って行われ

なければならない。選挙は、適切な方法で招集された、新たに編成される地区の代議員の

会合で行われなければならない。選挙は、代議員が通常出席する既存の地区または複合地

区の大会で行われることが奨励される。  
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8. 上記の要件を満たしていない再編成案は却下され、申請者に戻される。最初の再編成案が

却下されてから 12カ月以内に新たな案が提出された場合には、US$500 の手数料は免除さ

れる。 

 
地区再編成案はすべて、国際本部の地区及びクラブ行政部太平洋アジア課に提出する。 

Pacific Asian Department 
The International Association of Lions Clubs 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA 

国際国際国際国際理事会理事会理事会理事会検討検討検討検討    

国際理事会が地区再編成案を検討する。 

承認された地区再編成はすべて、別に特記がない限り、その直後に行われる次回の年次国際大会終了

時に有効となる。 

    

地区会報地区会報地区会報地区会報    

会報は、地区内クラブへの情報伝達に大いに役立つ。地区ガバナー自身が書いてもよいし、地区 PR

委員長、又はその他のライオンに委任してもよい。 

会報作成に当たり、下記を参考にするとよい。 

1. 簡単で割安に発行する方法を研究する。 

2. 読み易い会報を作る。会報の表紙には、どの地区の何月号であるかを記載する。 

3. クラブ事業の成功や会員の功績への賛辞、地区や複合地区、また国際規模の行事の宣伝、さらに

クラブへの一般的な助言などを会報に記載する。 

4. 会報発送日を決め、その期日を守る。 

 

地区大会地区大会地区大会地区大会    

地区大会の目的は次の通りである。 

• 地区のためになる行事を催す。 

• 一般会員や地区幹部の関心に合ったセミナーを開催する。 

• 地区会員の親睦を図る。 

• 地区の一般業務を取り扱う。 

• 国際協会及び地区の会則及び付則に基づき、地区内の問題に取り組む。 

• 決議事項を採択する。 
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• 地区ガバナー、第一及び第二副地区ガバナー、並びに他の役員を選出する。 

• 地区大会開催地を票決する。 

地区大会は、複合地区大会と併合して開催されることもある。 

    

地区大会での投票地区大会での投票地区大会での投票地区大会での投票    

地区大会での投票につき、国際会則及び付則には次のように規定されている。 

• グッドスタンディングの状態にあるクラブでなければ、投票することはできない。 

• 各クラブは、地区大会開催前月の 1 日現在、国際本部の記録に基づき少なくとも 1 年と 1 日

クラブに在籍している会員 10 人ごと及びその過半数(5 人)について、代議員一人及び補欠一

人を派遣する権限を有する。 

• いかなる場合にも、各クラブは最低一人ずつの代議員と補欠を派遣できる。 

• 資格証明済みで、自ら出席している代議員が、選挙及び投票事項につき、1 票を投ずる権利を

持つ。 

    

地区大会開催日地区大会開催日地区大会開催日地区大会開催日    

地区大会は、国際大会開催日の少なくとも 30 日前に開催するべきである。その結果、新しく選ばれ

た次期地区ガバナーは、地区ガバナーエレクト·セミナーに出席する準備ができる。セミナーは、国

際大会の前に開催される。地区大会は、クラブが地区の行事に参加する絶好の機会でもある。 

    

国際本部への報告国際本部への報告国際本部への報告国際本部への報告    

地区大会の開催日と開催地が決定したら、My LCI を通して国際本部に報告するか、報告用紙を太平

洋アジア課に郵送または Eメールで提出する（pacificasian@lionsclubs.org）。 

    

地区大会地区大会地区大会地区大会議事録議事録議事録議事録    

国際会則及び付則には、各単一または準地区大会閉会後 60 日以内に、それぞれのキャビネット幹事

は、大会議事録を国際本部及び地区ガバナーに 1 部ずつ送付する旨、又、文書で要請があった場合に

はクラブにも議事録が送付される旨が記されている。 

複合地区大会と併合して地区大会を開いた場合でも、大会議事録を国際本部に提出のこと。    
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複合地区大会複合地区大会複合地区大会複合地区大会    

標準複合地区会則及び付則には、次のように定められている。 

• 複合地区の年次大会は、毎年国際大会以前に、前年度の大会で決定された場所において、ガ

バナー協議会が定めた月日に開催される。 

• ガバナー協議会の議長は、年次大会招致を希望する所から文書による招致を受け付ける。そ

の文書には、ガバナー協議会の要求する情報が記入され、その大会地を選ぶ投票が行われる

大会の開会日 30 日前までに、ガバナー協議会議長に届けられなければならない。入札に関す

る調査の方法、それを大会に提案する方法、並びに、入札を承認できないか又は入札がなか

った場合に大会でとるべき措置については、ガバナー協議会が決定する。 

• ガバナー協議会の構成員は、複合地区年次大会の役員となる。 

• 大会整備委員及び必要な場合その助手は、ガバナー協議会によって任命される。 

• ライオンズクラブ国際協会、準地区及び複合地区においてグッドスタンディングの状態にあ

る各正クラブは、大会開催前月 1 日付国際本部の記録に基づき少なくとも 1 年と 1 日クラブ

に在籍している会員 10 名ごと及びその過半数について、代議員 1 名及び補欠 1 名をその複合

地区大会に出席させることができる。本項で言う過半数とは、5 名以上のことである。資格を

証明され自ら出席している代議員は、大会で選ばれる各役員につき 1 票を、また大会に提出

された各議題について 1 票を、いずれも本人の意思に基づいて投ずる権利を持つ。別の規定

がない限り、いかなる議題についても、投票した代議員の過半数の賛成投票が大会の決議と

なる。クラブは、大会議事規則によって定められた代議員資格証明締切り時までに滞納金を

支払って、正規の状態に戻ることができる。 

• 準又は複合地区大会のいかなる行事においても、出席した代議員の過半数を定足数とする。 

• ガバナー協議会は、正当な理由があれば、複合地区大会で決められた大会開催地をいつでも

変更する絶対的権限をもち、ガバナー協議会、複合地区、あるいは準地区は、その変更に関

し、クラブ又は準地区に対していかなる責任も問われない。 

    

公認公認公認公認スピーカースピーカースピーカースピーカーのののの要請要請要請要請    

毎年、多くの地区や複合地区が、役員、理事、元会長や元理事などに行事での講演を要請する。こう

した要請は、旅程課によって手配される。 

地区レベルの行事地区レベルの行事地区レベルの行事地区レベルの行事    

• 誰が公認スピーカーを要請することができるか 

‐各単一、準、または複合地区が、会則地域内からの公認スピーカーを、会計年度に

つき一人まで要請できる。こうした公認スピーカーの手配は、地区全体の会合のた

めのもので、地区内の全クラブが参加できる行事でなければならない。 

-  公認スピーカーを手配する際には、スピーカーを要請する前に、出席者の予想人数

が最低 125 人に達するのを確認することが強く奨励される。 
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• どのようにして公式スピーカーを要請するか 

‐地区または複合地区がスピーカーを直接招請することもできるし、国際協会が公認

スピーカーの確保および招請も助力することも可能である。 

‐要請があれば、旅程課は行事開催予定日に出席可能な有資格スピーカーのリストを

提供する。 

‐スピーカーが選任されたら、旅程課が行事開催日の 60 日前までにスピーカーの招請

受諾を確認する。通知は招請者とスピーカー、そして行事が行われる複合地区内に

居住する執行役員または元国際会長に送られる。 

‐国際協会のウェブサイトにあるオンライン名簿からも、招請済みの公認スピーカー

の一覧を見ることができる。オンライン名簿はホームページの画面下方からアクセ

ス可能であるが、パスワードで保護されている。複合地区、地区、リジョン、ゾー

ンの役員は、国際協会ウェブサイトで通常の方法で登録をすることにより、アクセ

スすることができる。 

- 「公認スピーカー要請/通知書」の必要事項を全て記入し、会合が開催される少なく

とも 60 日前までに旅程課に提出しなければならない。要請書は取り寄せるか、国際

協会ウェブサイト上のオンライン･フォームを使って送信することができる。
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/resources/speaker-request-form.php 

• 資格のあるスピーカーとは誰か 

‐有資格スピーカーとは国際会長、前国際会長、国際副会長、国際理事、そして一定

の条件を満たす元会長と元理事である。訪問は、各自のマイル予算内に収まってい

なければならない。 

‐今後の行事でスピーカーを務められる人物のリストは、国際協会から取り寄せるこ

とができる。 

‐執行役員を除き、スピーカーは招請が出された会則地域内から選出され、かつ居住

している人物でなければならない。しかし、該当の単一および複合地区の外から招

請することはできる。 

‐アメリカ合衆国及びその領域、バミューダ、バハマ諸島、またはカナダからのスピ

ーカーは、その両方の会則地域での公認スピーカー任務が認められる。 

‐スピーカーは、以下の優先順位をもって承認される。 

a) 執行役員又は国際理事、あるいは、そのいずれも出席できなければ、 

b) 元国際会長又は元国際理事、あるいは、そのいずれも出席できなければ、 

c) 会合が開かれる単一地区又は複合地区に住む元地区ガバナー 

• 執行役員をスピーカーとして地区行事に招くには 

‐国際会長、前国際会長、第一及び第二副会長は、世界中どこからであっても招請を

喜んで受け入れる。 

‐要請は全て、国際本部の旅程課に提出されなければならない。 

‐不特定の役員を要請することもできるし、特定の役員や役職を指名して要請しても

よい。 

‐執行役員に対する招請は、国際協会によって行われる。 
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‐国際協会から、役員の出席の可否について通知がある。 

• 地区（単一、準または複合）の金銭的責任は何か 

‐各スピーカーの予算内であることを条件に、国際協会が公認スピーカーおよび成人

同伴者の旅費を支払う。 

‐ホストする地区（単一、準または複合）は、宿泊費、食費、交通費など、スピーカ

ーおよび成人同伴者の現地での経費をすべて負担する責任を持つ。 

• 元国際会長に公認スピーカーになってもらうことはできるか 

‐元国際会長は、会則地域内の理事全員が多忙のため出席できない場合に限り、公認

スピーカーとして招請できる。 

‐元国際会長は、現役の理事の出席の可否に関わらず、隣接する複合地区においてス

ピーカーとなることができる。 

‐訪問は当該元国際会長のマイル予算内でなければならない。 

• 元国際理事に公認スピーカーになってもらうことはできるか 

‐元国際理事は、会則地域内の理事全員が多忙のため出席できない場合に限り、公認

スピーカーとして招請できる。 

‐元国際理事は、現役の理事の出席の可否に関わらず、隣接する複合地区においてス

ピーカーとなることができる。 

‐訪問は当該元国際理事のマイル予算内でなければならない。 

• 公認スピーカーを迎えるに当り、知っておくべきことは何か 

‐公認スピーカーは行事の VIP であり、それにふさわしい待遇をするべきである。 

‐スピーカーには遠慮せず直接連絡をとるようにする。催しのプログラムや服装規定

などは、決まり次第知らせる。変更があれば即座に伝える。また、公式訪問に先立

ち地区会報を数回送って、スピーカーが訪問先のことを事前に知ることができるよ

うにするとよい。 

‐地域に関連する講演のトピックを提案する。また、スピーカーに国際協会の動向に

ついて話してもらうこともできる。もし 10 分間のスピーチを予定しているならば、

その旨を必ず伝えること。 

‐空港にスピーカーと成人同伴者を迎えに行く担当者の名前と携帯電話番号を伝えて

おく。途中で何かあった場合、また乗り継ぎがうまくいかなかった場合は空港到着

時に電話するよう伝える。 

‐フライトが長時間に及ぶ場合、ホテルに行く前に町を案内するのは控える。スピー

カーと成人同伴者が直接ホテルに行き、すべてのプログラムや接待が始まる前にリ

ラックスできるよう配慮する。 

‐行事の期間中、スピーカーと成人同伴者の世話をする担当者を付ける。スピーカー

に出席を依頼している一つや二つの行事だけでなく、催し全体に渡ってのスピーカ

ーのための計画を立てる。 

‐催しが終了した際スピーカーと成人同伴者を空港まで送り届ける担当者を忘れずに

手配する。 



III - 17 

‐自分の友人が初めて家を訪ねて泊まりに来た時のように、ゲストを細心の配慮をも

って迎えること。 

クラブレベルの行事クラブレベルの行事クラブレベルの行事クラブレベルの行事    

• クラブ規模の行事にスピーカーを招くことはできるか 

‐クラブは、周年記念行事、チャーターナイト、またそれに準ずるライオンズ行事に

スピーカーを招請することができる。有資格スピーカーが単一または複合地区内に

居住している場合、国際協会から事前の承認を受ける必要はない。 

‐スピーカーが単一または複合地区内の有資格スピーカーの中から確保できない場合、

隣接する単一または複合地区のスピーカーを招請することができる。 

‐国際協会旅程課では、要請に応じ、招請できるスピーカーのリストを提供する。 

‐国際協会がスピーカーおよび成人同伴者の旅費を支払う。 

何か質問があれば、下記に連絡する。 

  旅程課 
  電話：630-468-6735 
  FAX：630-706-9084 
  E メール：travel@lionsclubs.org 
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第第第第 4444 章章章章    

地区委員会地区委員会地区委員会地区委員会    

地区委員会は、地区の目標達成において地区役員を補佐する。 

ライオンズクラブ国際協会は 17 種の地区委員会を公認している。最適任者を地区委員会の委員

長に任命する。これ以外に地区の特別事業を担当する委員長職を設けることもできる。協会公

認の委員会は以下の通りである。 

地区大会 

地区文化及び地域社会活動 

地区糖尿病教育及び活動 

地区環境保全 

地区聴力保護、教育及び活動 

地区名誉 

地区情報テクノロジー 

地区国際関係 

地区レオクラブ* 

地区ライオンズ ALERT 

地区ライオンズクエスト* 

地区ライオンズ児童奉仕 

地区平和ポスター·コンテスト 

地区 PR及びライオンズ情報 

地区リーディング・アクション・プログラム 

地区視力保護、教育及び活動 

地区青少年（ライオンズ青少年奉仕の機会） 

地区ユースキャンプ及び交換 

星印が一つ（星印が一つ（星印が一つ（星印が一つ（****）付いている上記委員会の委員長）付いている上記委員会の委員長）付いている上記委員会の委員長）付いている上記委員会の委員長の任期は 3年間の場合がある。但し、残る任

期を務めることについて、毎年確認を受けなければならない。これらの役職に空席がない限り、

委員長を任命しない。 

1年任期の委員長の任命は、MyLCI を使って報告することができる。但し、YCE-510D 用紙によ

って任命される地区ユースキャンプ及び交換委員長は例外である。 

地区委員長をできる限り早急にライオンズクラブ国際協会に報告し、これらの地区リーダーが

重要な連絡のやりとりに含まれるようにすることが重要である。 

LCIFLCIFLCIFLCIF 地区コーディネーターは、地区における地区コーディネーターは、地区における地区コーディネーターは、地区における地区コーディネーターは、地区における LCIFLCIFLCIFLCIF の大使として、の大使として、の大使として、の大使として、LCIFLCIFLCIFLCIF 支援の機会に関する貴支援の機会に関する貴支援の機会に関する貴支援の機会に関する貴

重な情報や、地域の奉仕事業に利用できる交付金プログラムの情報などを提供することができ重な情報や、地域の奉仕事業に利用できる交付金プログラムの情報などを提供することができ重な情報や、地域の奉仕事業に利用できる交付金プログラムの情報などを提供することができ重な情報や、地域の奉仕事業に利用できる交付金プログラムの情報などを提供することができ

る。キャビネット会議にる。キャビネット会議にる。キャビネット会議にる。キャビネット会議にはははは常に招かれるべきである。常に招かれるべきである。常に招かれるべきである。常に招かれるべきである。    

    

各委員会の各委員会の各委員会の各委員会の委員長任命委員長任命委員長任命委員長任命    

地区委員長の任命は慎重に行う。委員長は下記を有することが重要である。 

• 地区内の会員からの尊敬 
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• 地区内のクラブに関する知識 

• 割り当てられる役職に対する関心と知識 

• 物事を成し遂げる積極性と実行力 

• 他の人々と協調して仕事を行う能力 

• 人の意見に耳を貸し、自分の意志表示を上手にする能力 

大半の地区委員長に関する情報は、協会のウェブサイトから入手可能である。 

 

大会委員長大会委員長大会委員長大会委員長    

国際大会、複合地区大会、地区大会は、地区中で調整および宣伝を要する行事である。 

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

• 各レベルの大会に参加するよう、クラブ会員を奨励する。 

• クラブ大会委員長を任命するよう、各クラブを促す。 

• 地区会報、クラブ訪問、地区及びゾーンの会議、郵便物、ライオン誌、国際協会ウェブ

サイトなどを通して、大会に関する情報を各クラブに伝える。 

• 各種ライオンズ大会の参加費用、プログラム、その他の詳細をクラブに伝える。 

• 地区大会や地区会議の企画及び運営にあたる。 

• 国際大会での代表団行事の管理及び調整にあたる。 

 

文化及び地域社会活動委員長文化及び地域社会活動委員長文化及び地域社会活動委員長文化及び地域社会活動委員長    

地区文化及び地域社会活動委員長は地区内のクラブに対し、ライオンズ景観美化作業やライオ

ンズ文化および地域社会関連の奉仕事業の企画を奨励する。 

2008 年に取り入れられたライオンズ景観美化作業プログラムは、貧困者のための食料配給施設、

ホームレス収容施設、家庭内暴力の被害者保護施設、コミュニティセンター、遊び場、障害を

持つ児童向けレクリエーション･キャンプの修繕といった、地域にある施設の物理的な改善事業

に取り組むよう、クラブに奨励するものである。 

2000 年に取り入れられたライオンズ文化及び地域社会活動は、コンサート、演劇、美術展、手

工芸など、地域の慣習を促進する文化事業に着手するよう、クラブに奨励するものである。 

    

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

• 協会のウェブサイトにある、文化及び地域社会活動委員長のための情報セクションの内

容に精通する。 

• 地区に適した事業を特定する。 

• クラブを訪問し、「われわれは奉仕する」のモットーを実証する地域社会事業の重要性

を説明する。文化及び地域社会活動委員長を任命するよう、クラブを促す。 
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• 地区の活動についてガバナー及び国際本部に逐次連絡する。後継者に要旨を報告する。 

    

糖尿病教育及び活動糖尿病教育及び活動糖尿病教育及び活動糖尿病教育及び活動委員長委員長委員長委員長    

糖尿病教育及び活動プログラムは、地域での啓発活動と直接のサービス提供を通じて糖尿病への関

心を高めようと、1984 年 3 月に導入された。 

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

• 協会のウェブサイトにある、糖尿病委員長のための情報セクションの内容に精通する。 

• 国際協会の糖尿病委員長向け Facebook グループを通じて、世界各地のライオンズ糖尿

病委員長とつながる。 

• 公式の糖尿病協会から発行されている最新の資料を活用し、糖尿病と糖尿病性網膜症に

ついて知識を深める。 

• 地区に適した事業を特定する。 

• 関連する団体や専門家とパートナーシップを結び、リソース（人材・財源等）を拡大す

る。 

• 以下の各行事へのクラブまたは地区レベルでの参加を奨励・支援する。 

o 「Strides：ライオンズ糖尿病教育」イベント（参加クラブ用バナーパッチあ

り） 

o LCIF 四大交付金 糖尿病交付金プログラム  

o ライオンズ糖尿病教育月間（11月） 

o 世界糖尿病デー（11月 14 日） 

• クラブ糖尿病教育及び活動委員長を任命するよう、クラブに奨励する。 

• 年次アワードである「糖尿病教育のニューホライゾン賞」を受賞するチャンスについて、

クラブの認識を高める。 

• フォーラム、ゾーン会議、地区大会、複合地区大会などの場で糖尿病教育に関するプレ

ゼンテーションを企画・実施する。 

• 地区の活動について地区ガバナーに逐次連絡する。クラブに、糖尿病関連の奉仕事業を

MyLCI のアクティビティ報告を通じて報告するよう呼びかける。 

• 後継者に要旨を報告する。 

 

環境保全委員長環境保全委員長環境保全委員長環境保全委員長    

環境保全委員長は地区内のクラブに対し、環境保全のために清掃、植樹、リサイクル、環境教

育などのライオンズ緑化チーム事業の実施を奨励する。ライオンズ環境保全写真コンテストに

参加するよう、クラブに促すのも委員長の責任である。 

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

• 協会のウェブサイトにある、環境保全委員長のための情報セクションの内容に精通する。 
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• 国際協会の環境保全委員長向け Facebook グループを通じて、世界各地のライオンズ環

境保全委員長とつながる。 

• 公式の環境保護機関/団体が発行している最新の資料を活用し、地域における環境保護

の優先事項について勉強する。 

• 地区に適したライオンズ緑化チーム事業を特定する。 

• 関連する団体や専門家とパートナーシップを結び、リソース（人材・財源等）を拡大す

る。 

• 以下の各行事へのクラブまたは地区レベルでの参加を奨励・支援する。 

o ライオンズ環境保全コンテスト。地区レベルで選出した写真が、1 月 15 日まで

に協議会議長に提出されなければならない。 

o 「環境を保護しよう」100 周年記念奉仕チャレンジ（4月） 

• クラブを訪問し、天然資源を保護することの重要性を強調するとともに活動企画に役立

つ資料等について情報を提供し、意見や案を求める。 

• 環境保全委員長を任命するようクラブに促す。 

• 地区の活動についてガバナー及び国際本部に逐次連絡する。 

• 後継者に要旨を報告する。 

 

聴力保護、教育及び活動聴力保護、教育及び活動聴力保護、教育及び活動聴力保護、教育及び活動委員長委員長委員長委員長    

「聴力保護、教育及び活動」は、1971 年にライオンズ主要プログラムとして採用された。 

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

• 協会のウェブサイトにある、聴力委員長のための情報セクションの内容に精通する。 

• 国際協会の聴力委員長向け Facebook グループを通じて、世界各地のライオンズ聴力委

員長とつながる。 

• 公式の聴覚障害関連協会から発行されている最新の資料を活用し、聴覚障害/ろうあに

ついて知識を深める。 

• 地区に適した事業を特定する。 

• 関連する団体や専門家とパートナーシップを結び、リソース（人材・財源等）を拡大す

る。 

• 以下の各行事へのクラブまたは地区レベルでの参加を奨励・支援する。 

o ライオンズ補聴器リサイクル・プログラム（HARP） 

o LCIF 低価格補聴器事業（AHAP） 

• クラブ聴力保護、教育及び活動委員長を任命するようクラブに奨励する。 

• フォーラム、ゾーン会議、地区大会、複合地区大会などの場で聴力保護に関するプレゼ

ンテーションを企画・実施する。 
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• 地区の活動について地区ガバナーに逐次連絡する。クラブに、聴力関連の奉仕事業を

MyLCI のアクティビティ報告を通じて報告するよう呼びかける。 

• 後継者に要旨を報告する。 

 

名誉委員会委員長名誉委員会委員長名誉委員会委員長名誉委員会委員長    

地区ガバナーは準地区内クラブのグッドスタンディングの会員である元国際役員から成る地区

ガバナー名誉委員会を設けることができる。この委員会は、地区ガバナーが招集する時に会議

を開く。地区ガバナー名誉委員会は、地区ガバナーの指示に従って、地区内の調和を推進する。

本委員会の委員長は、地区ガバナーの要請があれば、キャビネット会議に出席する。 

委員委員委員委員長長長長の任務の任務の任務の任務    

• 地区内の和を推進する。 

• 地区ガバナーから要請された任務を果たす。 

• 地区ガバナーが要請した時に会議を開く。 

• ガバナーから割り当てられた問題の究明にあたり、その解決策を勧告する。 

    

情報テクノロジー委員長情報テクノロジー委員長情報テクノロジー委員長情報テクノロジー委員長    

新技術の急速な発展は、世界隅々にわたって日常生活のあらゆる面に影響を及ぼしており、各

地区は、デジタル世界の主流から外れずに、情報テクノロジー委員長を任命するよう奨励され

る。 

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

• ウェブサイトに地区のホームページを設ける。 

• E メールを通して会員と他のクラブが連絡を取り合えるシステムを設ける。 

• MyLCI ウェブサイトから月例会員報告やアクティビティ報告のほか、現行年度および次

年度の役員登録を行うにあたってクラブを援助する。注注注注:::: MyLCI ウェブサイトは、現在

独自のデータベースを用いて報告を行っている複合地区や地域には当てはまらない。 

• 協会の公式出版物、ニュースレター、名簿、その他多くのライオンズ情報を、インター

ネットを通して取り寄せる方法を、クラブに指導する。 

• コンピューターによる地区記録維持のシステムを開発する。 

• その他の先進的活動に努める。 

• クラブのウェブサイト並びに出版物を監督し、公式のロゴだけが使用されていることを

確認する。 

• 会員の情報にアクセスできるのは会員だけであることを、ウェブサイトを利用するクラ

ブに再確認する。プライバシーに関する方針により、一般人が会員の住所氏名にアクセ

スできるようであってはならない。その例外は、クラブ役員に関する情報だけである。 

• 「Eクラブハウス」ウェブサイトの活用についてクラブに奨励し、支援をする。 
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• システム向上に向けた必要条件に関する情報収集、システム試験参加、テクノロジー関

連の活動参加において協会の情報テクノロジー部と協力する。 

 

国際国際国際国際関係関係関係関係委員長委員長委員長委員長    

国際関係委員長の役割は、ライオンズクラブ国際協会の三つ目の目的である「世界の人びとの

間に、相互理解の精神をつちかい発展させる」ことを支援するような活動に参加するよう、ク

ラブに奨励することである。 

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

• 協会のウェブサイトにある、国際関係委員長のための情報セクションの内容に精通する。 

• 地区に適した事業を特定する。 

• 以下への参加を奨励・支援する。 

o クラブ国際姉妹提携 

o 国連ライオンズ･デー 

o ユースキャンプ及び交換 

• ライオン指導者と話し合い、年間の計画を策定･調整する。 

• クラブを訪問し、国際関係プログラムの重要性を説明する。 

• 地区の活動についてガバナー及び国際本部に逐次連絡する。 

• 後継者に要旨を報告する。 

 

レオクラブ委員長レオクラブ委員長レオクラブ委員長レオクラブ委員長    

レオクラブ·プログラムは、個々の地域社会で公共奉仕活動を行いながら、指導力を身に付ける

機会を青少年に与えるものである。レオクラブ委員長は、レオクラブの広報、開発、継続的支

援を通して地区の成功を促す。地区および複合地区レベルで指名されるレオクラブの委員長は

1 年間または 3 年間の任期を通じ、レオおよびレオ顧問に、新しい活力をもたらし、奉仕に対

する新鮮なアイディアを引き出し、レオクラブ・プログラムを拡大するよう奨励する。 
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委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

• レオクラブの結成と発展に積極的に関与しているライオン全員を激励し、指導し、動機

づける。 

• レオクラブをスポンサーすることに関する基本的な原理と手順を心得る。 

• 協会のウェブサイトに掲載されているレオクラブ委員長に関するページの内容を確認す

る。 

• 地区内でレオクラブ·プログラムを推進し広報する。 

• レオクラブをスポンサーするよう、ライオンズクラブを奨励する。 

• 国際本部から入手できるレオクラブ参考資料について知っておく。 

• 地区内のレオクラブが MyLCI を使って毎年の役員、会員、奉仕アクティビティを報告す

るように指導する。 

• 新レオクラブの顧問に連絡して激励する。 

• 既存クラブの顧問とは密接な連絡を維持する。 

• 年度初めに、レオ顧問のためとレオクラブ役員のために、二つの指導力育成セミナーを

催す。 

• レオ地区協議会(設立されている場合)の投票権のないメンバーになる。 

• ライオンズ地区キャビネットとレオ地区協議会との公式連絡係としての役割を担う。 

• 地区内のレオクラブ·プログラムの進捗状況につき、地区ガバナーとの連絡を保つ他、

年次のレオ地区会議において決議されたことをすべてライオンズ地区キャビネットに報

告する。 

• レオクラブを卒業するレオに対し、既存のライオンズクラブへの入会、または新ライオ

ンズクラブの結成を奨励する。地区内のレオおよびレオクラブ顧問と緊密に協力し、元

レオがライオンになる際の多くの特典や様々なオプションについて、レオ修了者に知ら

せる。 

• 複合地区レオクラブ委員長がいる場合は、定期的に会って話し合う。 

 

ライオンズライオンズライオンズライオンズ ALERTALERTALERTALERT 委員長委員長委員長委員長    

ライオンズ ALERT プログラムは、自然災害、人的災害、及び保健にかかわる緊急事態発生時に

備え、地域の関係当局と協力して行動計画を策定するよう、ライオンズクラブ、地区、複合地

区に奨励するものである。 

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    
 

• 地元にある国際赤十字赤新月社連盟（IFRC）支所との合同プロジェクトを検討する。 

• クラブを訪問し、ライオンズ ALERT 対応計画を策定し、ライオンズ ALERT バナーパッチ

を受賞するよう、クラブに奨励する。援助を申し出る。 

• 地区の活動について地区ガバナーおよび国際本部に逐次情報を伝える。 
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• 後継者に要旨を報告する。 

 

ライオンズクエスト委員長ライオンズクエスト委員長ライオンズクエスト委員長ライオンズクエスト委員長    

ライオンズクエストは、ライオンズクラブ国際財団及びライオンズクラブ国際協会が後援する

包括的かつ前向きな青少年育成プログラムである。家庭、学校、地域と一体となり、ライフス

キル、人格教育、市民としての意義、ボランティア体験学習、寛容であること、薬物乱用防止

に関する各カリキュラムを通じて、有能で健全な青少年の育成を行うものである。 
    

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

    
• ライオンズクエストのウェブサイト www.lions-quest.org やライオンズクエスト・プロ

グラム紹介用 CD及び DVD で説明されているライオンズクエスト・プログラムに精通す

る。 
 

• ライオンズクラブ例会、地区キャビネット会議、その他のライオンズの会合並びに大会

においてライオンズクエスト・プログラムについてのスピーチを行う。LCIF からの入手

が可能な資源を把握し、それを必要とするライオンズクラブに情報を提供する。 
 

• 地区内の教育機関や教育に携わるその他の団体組織とのネットワークを構築する。 
 

• 地区/複合地区内で現在実施されているライオンズクエスト活動範囲について学ぶ。ラ

イオンズクエスト・プログラムを近年スポンサーしたクラブと同プログラムを利用した

学校を含む 
 

• 地区内の各クラブに対し、それぞれの地域社会における学校関係者にライオンズクエス

ト・プログラムの利用について働きかけるよう奨励する。 
 

• 地区内の各クラブに対し、地元の学校がライオンズクエストの研修や資料を購入する際

のスポンサーとなるよう奨励する。 
 

• ライオンズクエストに関わるクラブによる現地での資金源の識別を支援する。 
 

• 地区内のライオンズクエスト事業に関する広報活動を行う。 
 

• 地区ガバナー並びに LCIF ライオンズクエスト課に対し、地区におけるライオンズクエ

スト事業の進捗状況を逐次報告する。 
 

• 地区内でのライオンズクエスト研修ワークショップのコーディネートの他、必要に応じ

てライオンズクエストに対する 4大交付金申請書の草稿作成を支援する。 

    

ライオンズ児童奉仕ライオンズ児童奉仕ライオンズ児童奉仕ライオンズ児童奉仕委員長委員長委員長委員長    

2003 年に採択されたライオンズ児童奉仕プログラムの使命は、地元だけでなく世界各地で保健

及び教育サービスを行い、逆境にある幼小児や青少年の生活を向上させることである。地区ラ

イオンズ児童奉仕委員長は、子供たちへの援助を提供するクラブに助力する。 

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

• 協会のウェブサイトにある、児童奉仕委員長のための情報セクションの内容に精通する。 
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• 国際協会のライオンズ児童奉仕委員長向け Facebook グループを通じて、世界各地の児

童奉仕委員長とつながる。 

• 教育関係者、行政機関、医療団体、その他恵まれない子供へのサービス提供に携わる個

人とネットワークを作り、地区内に存在するニーズについて調べる。 

• 地区に適した事業を特定する。 

• 以下への参加を奨励・支援する。 

o ライオンズ児童ファースト 

• 地区の活動について地区ガバナーに逐次連絡する。 

• クラブに、児童関連の奉仕事業を MyLCI のアクティビティ報告を通じて報告するよう呼

びかける。 

• 後継者に要旨を報告する。 

 

平和ポスター平和ポスター平和ポスター平和ポスター····コンテスト委員長コンテスト委員長コンテスト委員長コンテスト委員長    

地区平和ポスター·コンテスト委員長は、年次コンテストに関する地区の活動を統制することに

責任を持つ。コンテストは、子供たちが平和について考え、自分の考えを絵に表してみる機会

を提供する。 

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

• 平和ポスター·コンテストに参加することに関する規則を良く心得る。 

• 地区内でクラブの参加を促すため、コンテストについて話をする準備をする。 

• コンテストについて質問のあるクラブのために、情報源の役を務める。 

• 地区大会でコンテスト参加を推進する。 

• 地区ガバナーに協力して地区審査を行う。 

• 協議会議長に連絡して、地区の入賞作品が期限までに複合地区に届いたことを確かめる。 

• 入賞者の広報が地元できちんと行われるよう、参加したクラブ委員長と協力する。 

• 地区 PR委員長と協力して、地区の入賞者について広報する。 

• コンテストの種々面に関して、国際本部との連絡係を務める。 

    

PRPRPRPR 及びライオンズ情報委員長及びライオンズ情報委員長及びライオンズ情報委員長及びライオンズ情報委員長    

本委員長は、クラブ PR 委員長を指導及びサポートすると共に、地域社会で地区の活動を広報し、

ライオンズ会員にも地区活動の情報を流す責任を持つ。 

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

• 広報分野の主な顧問として、クラブ PR委員長の基本的訓練をする。 
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• マスコミに報道用資料を送るなど、地区内の広報活動を担当し、地区会報の編集に当た

ったり、その手伝いをする。 

• クラブの PR活動を奨励する。 

• 国際本部が用意する PR 資料について知らせ、ライオンズ内外における広報活動にそれ

らを活用するよう促す。 

• 地区大会及び国際大会にクラブの代表者が出席することを奨励する。 

• 協会プログラムに関連する情報を広めることにつき、クラブ PR委員長に助力する。 

• 地区ガバナー公式訪問に先立ち、ガバナーの略歴や写真をクラブに送る。 

• 国際役員、理事、その他賓客の地区訪問に関する広報活動を行う。 

• 出版物、視聴覚資材など、地区に所属する資料を保管し、管理する。 

• ライオンズ道路標識を立てることは、クラブ PR委員長の任務であることを伝える。 

• クラブでのウェブサイトやソーシャルメディアの利用を勧める。 

 

リーディング・アクション・プログラム委員長リーディング・アクション・プログラム委員長リーディング・アクション・プログラム委員長リーディング・アクション・プログラム委員長    

リーディング・アクション・プログラムは、識字率の向上を目指す 10年間の取り組みとして

2012 年に開始した。読み書きの重要性を強調し、識字をめぐってそれぞれの地域に存在する固

有のニーズに応えるような奉仕活動を実施するよう、世界中のすべてのライオンズクラブに呼

びかけるものである。  

 
委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

 
• 国際協会のリーディング・アクション・プログラム委員長向け Facebook グループを通

じて、世界各地のライオンズリーディング・アクション・プログラム委員長とつながる。 

• 公式の識字教育団体が発行している最新の資料を活用し、地域における潜在的ニーズに

ついて勉強する。 

• 地区に適した事業を特定する。 

• 目標及び総体的な地区行動計画を立てる。 

• 関連する団体や専門家とパートナーシップを結び、リソース（人材・財源等）を拡大す

る。 

• 以下の各行事へのクラブまたは地区レベルでの参加を奨励・支援する。 

o 国際識字デー 

• リーディング・アクション・プログラム委員長を任命するようクラブに奨励する。 

• フォーラム、ゾーン会議、地区大会、複合地区大会などの場で識字率向上に関するプレ

ゼンテーションを企画・実施する。 
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• 地区の活動状況について地区ガバナーに報告する。MyLCI のアクティビティ報告でリー

ディング・アクション・プログラム事業を報告するようクラブに勧める。 

• 後継者に要旨を報告する。 

 

視力保護、教育及び活動視力保護、教育及び活動視力保護、教育及び活動視力保護、教育及び活動委員長委員長委員長委員長    

視力保護、教育及び活動プログラムの使命は失明者や視力障害者を援助すると共に、予防可能

な失明の撲滅に努めるプログラム及び支援を提供することである。 

    

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

• 協会のウェブサイトにある、視力委員長のための情報セクションの内容に精通する。 

• 国際協会の視力委員長向け Facebook グループを通じて、世界各地の視力委員長とつな

がる。 

• 公式の失明防止団体から発行されている最新の資料を活用し、予防可能な失明について

知識を深める。 

• 地区に適した事業を特定する。 

• 関連する団体や専門家とパートナーシップを結び、リソース（人材・財源等）を拡大す

る。 

• 以下の各行事へのクラブまたは地区レベルでの参加を奨励・支援する。 

o ライオンズ・アイヘルス・プログラム（LEHP） 

o ライオンズ眼鏡リサイクル・センター（LERC） 

o ライオンズ・アイバンク（LEB） 

o LCIF 視力ファースト 

o 「視力を分かち合おう」100 周年記念奉仕チャレンジ（10月） 

o 世界視力デー（10月 14 日） 

o ライオンズ・アイバンク週間 

o 国際白杖の日 

o ヘレン・ケラー・デー 

• クラブ視力保護、教育及び活動委員長を任命するようクラブに奨励する。 

• 年次「優秀努力賞」受賞の機会について、クラブに啓発する。 

• フォーラム、ゾーン会議、地区大会、複合地区大会などの場で失明予防に関するプレゼ

ンテーションを企画・実施する。 

• 地区の活動状況について地区ガバナーに報告する。MyLCI のアクティビティ報告で視力

関連事業を報告するようクラブに勧める。 

• 後継者に要旨を報告する。 
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青少年委員長青少年委員長青少年委員長青少年委員長（ライオンズ青少年奉仕の機会）（ライオンズ青少年奉仕の機会）（ライオンズ青少年奉仕の機会）（ライオンズ青少年奉仕の機会）    

この委員長は、地区内の青少年関係活動を統制するライオンズ青少年奉仕の機会委員会を監督

する。同委員会のメンバーには、レオクラブ委員長、ユースキャンプ及び交換委員長、平和ポ

スター・コンテスト委員長が含まれる。委員会には、地区レベルの他の青少年活動委員長も含

めることが出来る。副地区ガバナー、並びに該当の場合にはレオ地区会長も、地区ライオンズ

青少年奉仕の機会委員会のメンバーにすることが勧められている。 

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

• レオクラブ、ユースキャンプ及び交換、平和ポスター・コンテストなど、地区内の種々

の青少年プログラムに精通する。詳細は、ライオンズクラブ国際協会のウェブサイト

www.lionsclubs.org に掲載（検索ボックスに「青少年育成」と入力して検索）されてい

る。 

• アイディアを交換し、活動を統制する機会を、青少年活動委員長に提供する。 

• 青少年活動を支持するよう、地区内ライオンズクラブを促す。 

• クラブおよび地区レベルのライオンズ青少年奉仕の機会委員会を指導する。 

• ベスト・レオ賞、レオクラブ優秀賞、地区／複合地区レオクラブ委員長賞、100%レオ地

区／複合地区会長賞、トップテンユースキャンプ及び交換プログラム委員長賞、ライオ

ンズ奉仕における若い指導者アワード等、ライオンズクラブ国際協会から得られる青少

年関係の賞を推進する。 

    

ユースキャンプ及びユースキャンプ及びユースキャンプ及びユースキャンプ及び交換交換交換交換（（（（YCEYCEYCEYCE））））委員長委員長委員長委員長    

ライオンズ国際ユースキャンプ及び交換プログラムは、国際関係を推進し、青少年活動をスポ

ンサーすることに関心をもつライオンズが行っている。 

委員長の任務委員長の任務委員長の任務委員長の任務    

• 過去の地区ユースキャンプおよび交換のアクティビティを確認する。キャンプおよび交

換活動の目標達成に向けて計画を策定・実施する。 

• ライオンズクラブ国際協会の理事会方針をよく理解し、地区内のすべての YCE 活動がそ

の方針に従って実施されていることを確認する。 

• 協会のウェブサイトに掲載されている委員長およびキャンプリーダーのための内容に精

通する。 

• ユースキャンプおよび青少年交換への地区内クラブの参加を奨励する。 

• ライオンズ国際ユースキャンプを地区で主催することを考慮する。 

• 他の国のライオンズ地区との交換プログラムを立ち上げる。 

• ホスト·ファミリー及び参加申込者を審査する。 

• キャンプの宿泊施設および活動の手配においてキャンプリーダーに協力する。 

• スポンサーを受ける参加者及びホストファミリーへの文化の違いやプログラムに関する

オリエンテーションを企画する。 
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• 外国に行く青少年が必要な旅行書類をすべて用意しており、必要な保険に加入している

ことを確認する。 

• 地区のキャンプおよび交換活動について、地区ガバナー及び国際本部への報告を欠かさ

ず行う。 
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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及びレオクラブは毎月、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。 
 
ライオンズ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。 
 
    

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    

アクティビティ報告は、ライオンズとレオ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、100 周年記念奉仕チャレンジおよび（または）特定分野の奉仕へ

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。 
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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毎年 7月 15日までに報告

しなければならない。 

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（programs@lionsclubs.org）で、あ

るいは国際本部の太平洋アジア課（pacificasian@lionsclubs.org、FAX：630-203-3777）に問い合

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 120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

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 
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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。 

 

滞納金が理由で停止処分を受けたクラブの滞納金が理由で停止処分を受けたクラブの滞納金が理由で停止処分を受けたクラブの滞納金が理由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。 
 
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。 

    

    

    

    

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  
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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。  

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。 
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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 。 

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。    
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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。  

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、
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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。 

 Lions Clubs International 
Pacific Asian Department 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA 
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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。 

    

優先クラブ指定優先クラブ指定優先クラブ指定優先クラブ指定    

クラブを優先指定とすることにより、地区ガバナー・チームのメンバー（地区ガバナー、

第一副地区ガバナーまたは第二副地区ガバナー）は、そのクラブへの訪問を、地区ガバ

ナーに与えられている予算を使って、通常の公式訪問に加えさらに2回行うことができ

る。この指定は、クラブのステータスを変えるものでも、クラブの権利または義務を変

えるものでもなく、その目的は、追加の配慮を必要とするクラブへの支援を提供するこ

とである。 

優先クラブには、結成されてから24カ月以内のクラブ、ステータスクオ・クラブまたは

滞納金を理由とする活動停止クラブ、及び解散されてから12カ月以内で復帰の可能性の

あるクラブが自動的に含まれる。 

地区ガバナーは、このほかにさらに5つのクラブの優先指定を要請できる。上記のよう

に新たに結成されたクラブ、最近解散されたクラブ、ステータスクオ・クラブまたは滞

納金を理由とする活動停止クラブ以外のクラブに対する優先指定の要請には、地区ガバ

ナーが、さらなる支援の求められる理由を指摘し、必要な活動をまとめた計画を提出し、

そのクラブにガイディング・ライオンを任命しなければならない。計画は、クラブ、地

区ガバナー、及び第一副地区ガバナーの承認を受けた上で、太平洋アジア課に提出する。

優先指定を受けたクラブは、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。それを怠ると、滞納金を理由とする活動停止処分あるいは解散

処分を受ける恐れがある。6カ月以内に一定の進展が認められないクラブは、優先指定

を解除される場合がある。優先指定が認められた際に設定した目標が達成されると、そ

のクラブは成果を収めたものと見なさる。地区及びクラブ・サービス委員会の承認を得

ることにより、5つを超えてさらに優先クラブを指定できる。 
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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。  

 
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
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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

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。 
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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 

• 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 
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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。クラブ役員は 2年分の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できる。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

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。 
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クラブ健康診断レポートクラブ健康診断レポートクラブ健康診断レポートクラブ健康診断レポート    

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。 

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
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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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第第第第 6666 章章章章    

クラブ用品クラブ用品クラブ用品クラブ用品    

クラブ用品販売課では、可能な限り最良のサービスを、世界中のライオンズ会員に提供することに努

めている。 

• 注文手順が詳しく説明された注文用紙は、公式クラブ用品カタログに収録されている。日本語版

の注文書はライオンズクラブ国際協会日本事務所で用意され、本章に収録されている。注文に当

たっては、各クラブ、地区、複合地区が日本事務所に E メールまたは FAX にて注文書を送付する。 

E メール：lcijapan@amber.plala.or.jp  Fax：03-3494-2933 
 

注文書がもれなく記入されていれば、スムーズに注文を処理する事が可能となる。 

公式クラブ用品のオンライン・カタログにアクセスするには、以下の順に進む。 

ライオンズ会員センター／情報資源／書式とフォーム／クラブ用品 

カタログに表示されている小売価格は米国およびカナダのみで適用されるものであり、主要な用

品の日本小売価格は、毎年 3月に地区キャビネットに対し日本事務所より配布される在庫リスト

に示されている。 

この価格に国内送料が加えられる。 
 

• 5 月または 6 月に贈呈するアワードが確実に手元に届いているようにするためには、遅くても 3

月末までに注文をする。 

• クラブ、地区、または複合地区の口座への代金請求という方法で注文をする場合には、下記のい

ずれか該当する役員がそれを許可しなければならない。 

クラブ：クラブ会長、クラブ幹事、またはクラブ会計 

地区：地区ガバナー、キャビネット幹事、キャビネット会計、またはキャビネット幹事兼会

計 

複合地区：協議会議長、協議会幹事、協議会会計、または協議会幹事兼会計 

注文の品の上記いずれかの役員以外への送付を希望する場合には、上記役員のいずれかによる承

認の署名が注文用紙に付されていなければならない。 

• 日本事務所に在庫が無く、受注発注（バイオーダー）で国際協会から取り寄せる用品は在庫のあ

る品物とは別個に送付され、送付には 3週間から 8週間かかることがある。 

• 協会の商標が表示された物品の使用に関する情報は、本マニュアルの「法律」（第 11 章）あるい

は理事会方針書の「法律」（第 15章）を参照する。協会の紋章の保護及び協会商標の使用許諾が

重要であることが、強調されなければならない。 

• すべてのライオンズクラブ用品および商品の閲覧・購入と、現在の公認ライセンス業者のリスト

の閲覧は、オンライン・ライオンズストアで行うことができる。 

レオクラブレオクラブレオクラブレオクラブ用品用品用品用品    

レオクラブ用品は、日本事務所から直接注文することができる。レオ新会員入会キットとそれに付随

するアイテムも直接日本事務所に注文することができる。レオ地区およびレオ複合地区役員ラペルピ

ンや、レオクラブ・プログラムの一般的なプロモーション用資料の配布は、レオクラブ・プログラム

出版物注文書（Leo-4）を通じてレオクラブ・プログラム課が対応する。 
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ライオンズクラブが新レオクラブをスポンサーすると、レオクラブ・プログラム課より、スポンサー

クラブ宛てにレオ・ラペルピンが送られる。レオ新会員キットの配布は行われない。レオ新会員キッ

トを希望するクラブは、クラブ用品日本事務所から購入する。 

ライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブ新会員入会キット新会員入会キット新会員入会キット新会員入会キット    

キットは、無料でライオンズクラブ国際協会日本事務所から取り寄せることができる。このキットは、

新会員がライオンズクラブに入会する際に新会員本人に手渡す目的で用意されているもので、宣伝広

告あるいは一般の招請用資料として使用されるべきものではない。クラブがこのキットを取り寄せる

にあたっては、クラブに入会する新会員の実際の人数分にあたるキット数を依頼するのが適切である。 

クラブ訪問の際にクラブ訪問の際にクラブ訪問の際にクラブ訪問の際に    

クラブ公式訪問の際には、クラブの会員に対し、日本事務所または公認ライセンス業者からの用品の

購入および使用のメリットについて指摘する。ラペルピン、クラブ旗、ゴング、槌、ライオンズのロ

ゴが付いた旗、道路標識、ベスト、その他の衣料品が揃っているか確認する。公認クラブ用品カタロ

グは、日本事務所から取り寄せられる。協会ウェブサイトのライオンズストアから「Digital 

Catalog」とあるタブをクリックすれば、オンラインでデジタル版カタログの閲覧も可能である（英

語のみ）。クラブ公式訪問の前に、オンライン・ライオンズストアを忘れずにチェックする。 

 



VI - 3 

 
 
 
 
 
 

クラブ・サプライ注文書クラブ・サプライ注文書クラブ・サプライ注文書クラブ・サプライ注文書 
 

ク ラ ブ 名                      （都道府県名        ） 

 

電     話＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿                     

 

幹 事 署 名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿                                   

 

 

送  付  先 (〒     )＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿                   

              （クラブ事務局以外に送付する場合のみ記入） 

 

繁忙期繁忙期繁忙期繁忙期((((５月～７月５月～７月５月～７月５月～７月))))はおはおはおはお手元に届く迄１０日以上かかりますのでお早めにご注文ください。手元に届く迄１０日以上かかりますのでお早めにご注文ください。手元に届く迄１０日以上かかりますのでお早めにご注文ください。手元に届く迄１０日以上かかりますのでお早めにご注文ください。    

    

    

数数数数        量量量量    

    

カタログ番号カタログ番号カタログ番号カタログ番号    

    

品品品品    名・仕名・仕名・仕名・仕    様様様様    

（なるべくくわしく具体的に書いてください） 

    

備備備備    考考考考    

                

    

地区名 地区番号 クラブ番号 

   

 ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会    日本事務所日本事務所日本事務所日本事務所    御中御中御中御中 
〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-22-17 TOC ビル 6 階 16 号 

TEL:03（3494）2931  FAX:03(3494)2933  E-mail : lcijapan@amber.plala.or.jp 

NO. 

日付 
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第第第第 7777 章章章章    

情報テクノロジー情報テクノロジー情報テクノロジー情報テクノロジー    

概要概要概要概要 

情報テクノロジー部は主に、協会全体のデータ保管/作成等を担当する部であり、その目

的は、国際協会がより効率よく地区、クラブ、会員、そしてスタッフを支援できるようテ

クノロジーサービスを提供すること、協会の記録を管理すること、一般的な運営に不可欠

なビジネスインテリジェンスおよび報告書を提供することにある。この部は、地区及びク

ラブだけでなく、国際本部の他の部署のためにも仕事をする。部には、アプリケーショ

ン・サービス、エンタープライズ・データサービス、会員サービスセンター、ネットワー

ク・サービス、PMO の五つの課がある。全世界から提出されるすべての月例会員報告書

とアクティビティ報告書を処理するほか、あらゆるクラブの記録を管理することもこの部

の責任である。クラブ役員記録を維持するのもこの部である。会員報告や役員報告を

eMMR ServannA で行うと、国際本部にもデータが登録される。また、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できるほか、名簿

（アルファベットによる表示）、様々なレポート、会員カードの印刷や会員情報へのアク

セスもできる。また、MyLCI ではクラブ会計計算書を閲覧しオンライン（ただし支払い

画面は英語）で支払いを行ったり、その他の業務処理をすることができる。 
 

インターネットの使用インターネットの使用インターネットの使用インターネットの使用 

協会のウェブサイト www.lionsclubs.org は、インターネットを通じて協会の多くの情報に

アクセスできる窓口である。トップページ上部の「LCILCILCILCI ストアストアストアストア」のリンクからは、ピンや

シャツ、ベストなどのクラブ用品を購入することができる。 

同様に、次に開催される国際大会への登録も協会ウェブサイトから行うことができる。協

会ウェブサイトの「ニュースとイベントニュースとイベントニュースとイベントニュースとイベント」とあるタブをクリックし、「国際大会国際大会国際大会国際大会」のペー

ジより「参加者情報参加者情報参加者情報参加者情報」を選択する。 

ライオンズの会員は協会のウェブサイトを利用して、「クラブ検索クラブ検索クラブ検索クラブ検索」のリンクを通じて他

のライオンズクラブやレオクラブを検索できるほか、ライオン誌本部版（英語による北米

版）を読んだり、国際本部の部署や職員に E メールを送信したり、出版物をダウンロード

したりすることができる（日本語では入手できない出版物がある）。 

国際理事会メンバー、元国際会長、元国際理事、協議会議長、地区ガバナー、そして国際

本部スタッフのリストをオンラインで閲覧できる「名簿名簿名簿名簿」も、協会ウェブサイトからアク

セスすることができる。「名簿」へのアクセス権はパスワードで保護されており、国際理

事会メンバー、元国際会長、元国際理事、協議会役員、および地区役員のみに限られてい

る。国際理事会メンバー、元国際会長、元国際理事、協議会議長および地区ガバナーは、

地区および複合地区大会のスピーカーに関する情報、国際理事会委員会メンバーのリスト、

国際理事会会議議事録のコピーを「名簿」から閲覧することができる。 
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月例会員報告およびクラブ役員報告は前述のとおり、eMMR ServannA で行う。また、ク

ラブ会長および幹事は eMMR ServannAから MyLCI へアクセスし、会員データを閲覧した

り、会員名簿などを印刷できる。また、アクティビティ報告や、会計計算書の確認のほか、

会員カード、種々レポート、その他会員関係情報の印刷を行うこともできる。 

クラブ会計も eMMR ServannAから MyLCI へアクセスし、会計計算書や半期分会費請求書

を確認することができる。会計は MyLCI ウェブサイトを通じてクラブ口座の未納残高を

支払う（ただし支払画面は英語）ことも可能である。 

地区レベルでは地区ガバナー、副地区ガバナー、キャビネット幹事および会計、地区 GLT
および GMT コーディネーターが MyLCI へ直接アクセスし、地区内のクラブのデータを見

ることができる。地区役員はまた、データをダウンロードしてクラブや地区の住所録や名

簿、報告書などを作成することができる。 

クラブおよび地区の情報へは、リジョン･チェアパーソンおよびゾーン･チェアパーソンも

ウェブサイトからのアクセスが可能であるが、役員として認識されるためには、新任の地

区ガバナーが MyLCI ウェブサイトを通じて地区にあるリジョンおよびゾーンをまず登録

した上で、それぞれのリジョン/ゾーン/クラブを担当するリジョン/ゾーン･チェアパーソ

ン名を登録しなければならない。 

会員情報のプライバシーを保護するため、会員報告サイト（MyLCI）を利用するにはパス

ワードが必要である。地区役員は、自分の会員番号を使ってユーザー名およびパスワード

を取得・管理する。このプロセスは、「Registration（登録）」と呼ばれる。（クラブは、クラブは、クラブは、クラブは、

パスワードを使ってパスワードを使ってパスワードを使ってパスワードを使って eMMR ServannA にロにロにロにログインし、グインし、グインし、グインし、MyLCI にアクセスする。にアクセスする。にアクセスする。にアクセスする。） 

独自のデータベースを使っている複合地区または地区の複合地区、地区、及びクラブ役員

は、MyLCI のすべての機能において閲覧権があり、また一部の機能には閲覧及び変更権

がある。 

ウェブサイトの登録プロセスでは、ユーザーのパスワードは年度が変わっても同じものを

使えるが、その任期を継続しない場合には無効となる。登録を済ませると、たとえその役

員がクラブ、地区、または複合地区レベルで複数の役職に就いている場合でも、必要とな

るすべての MyLCI 機能にひとつのユーザー名とパスワードでアクセスすることができる。

各役員がアクセスできる MyLCI 機能は、協会において現在務めている役職によって決ま

る。 

パスワードを忘れた場合でも、MyLCI を使って再発行が可能である。MyLCI のログオン

画面から、「ユーザー名またはパスワードを忘れた方はこちらユーザー名またはパスワードを忘れた方はこちらユーザー名またはパスワードを忘れた方はこちらユーザー名またはパスワードを忘れた方はこちら」をクリックする。会員番

号を入力し、選択されている秘密の質問に答えると、登録された役員が元のユーザー名お

よび／またはパスワードを変更することができる。 

 



VII-3 

リジョン及びゾーン役員報告リジョン及びゾーン役員報告リジョン及びゾーン役員報告リジョン及びゾーン役員報告 

毎年新たに選出される地区ガバナーには、地区のクラブをゾーンに、またゾーンをリジョ

ン（リジョン編成は任意）に編成する機会がある。クラブがゾーンに、ゾーンがリジョン

に割り当てられたら、次の手順はゾーン及びリジョン・チェアパーソンを任命することで

ある。地区ガバナー（エレクト）がゾーン及びリジョン・チェアパーソンを任命して報告

すると、新たなチェアパーソンの手元に紙面及び（又は）E メールによる通信物やその任

務に対する表彰などが届くようになるほか、適宜 MyLCI その他の情報源にアクセスでき

るようになる。 

地区ガバナーは MyLCI を利用してクラブをゾーンに、ゾーンをリジョンに割り当て、ゾ

ーン及びリジョン・チェアパーソンを登録する。地区ガバナーエレクトはガバナーとして

の任期開始に先立つ 5 月 16 日から、MyLCI のこの機能を利用できるようになる。 

地区ガバナー（エレクト）がリジョン及びゾーン・チェアパーソンを割り当て報告すると、

チェアパーソンはリジョン全体又はゾーン全体の観点から MyLCI の機能を利用できるよ

うになる。 

 

レオクラブレオクラブレオクラブレオクラブ 

レオクラブ役員、レオクラブ顧問、そしてスポンサーのライオンズクラブ役員には、

MyLCI へのアクセス権がある。レオクラブは、MyLCI を通じて役員や会員、奉仕活動の

報告を行うことができるだけでなく、レオ証明書、会員カード、新会員ガイド等のダウン

ロード可能な資料に無料でアクセスすることもできる。 

地区役員も、レオ会員総数、結成日、報告されているレオクラブ顧問などを含むレ

オクラブの情報を MyLCI から見ることができる。今年解散したレオクラブ、今年

顧問を報告していないレオクラブ、活動していないスポンサー・ライオンズクラブ

のレオクラブなどを検索する画面も設けられている。地区内のレオクラブの閲覧方

法を含む詳細は、よくある質問から見ることができる。 
 
インターネットが使えないレオクラブは、年次レオクラブ役員及び会員報告書

（Leo-72）を使って次期役員を報告することもできる。紙の報告書は以下に送付す

る。 

 
   Lions Clubs International 
   Leo Club Program Department 
   300 W. 22nd Street 
   Oak Brook Illinois 60523 USA 
   FAX：       1-630-517-1692 
   E メール：    leo@lionsclubs.org  
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レオクラブが年次のクラブ役員に関する情報を「Leo-72」書式を用いて提出すると、

MyLCI に関する E メールが自動的にレオクラブ会長とレオクラブ顧問宛てに送られる。

これを受け取った時点でレオクラブ会長およびレオクラブ顧問には、MyLCI に登録し、

その他のクラブ役員に関する情報を入力する責任がある。レオクラブが MyLCI の使用を

開始したら、年次役員報告はオンラインで行うことができるようになり、「Leo-72」 書式

を堤出する必要がなくなる。 

レオクラブの役員報告や会員報告に関する詳細については、レオクラブ・プログラム課

（E メール： leo@lionsclubs.org）に問い合わせる。 
 

会員情報会員情報会員情報会員情報 

理事会方針及び理事会が決定した最近の変更に基づき、クラブ/会員/役員に関する情報要

請については、今後下記のようになる。 

ラベルやファイルを収録したディスケット等は提供されなくなる。E メールによる電子フ

ァイル配信という形でのみ応じられる。 

こうした情報の入手方法には二通りある。 

• 複合地区協議会議長、地区ガバナー、副地区ガバナー、もしくはキャビネット幹事

は、MyLCI ウェブサイトのデータダウンロード機能を使って会員/役員情報をダウ

ンロードすることができる。ウェブサイトにアクセスし、データダウンロード機能

を用いて独自のスプレッドシートを作成する場合には、複合地区/地区に一切料金

がかからない。 

• データダウンロード機能の使用について手助けが必要な場合には、会員サービスセ

ンター（E メール：mylci@lionsclubs.org、または電話：630.468.6900）まで連絡する。 

• その他の方法として、国際本部による電子ファイルの作成・提供を希望する場合に

は、「情報の依頼」のページからクラブ/会員/役員の連絡先情報の要請に関するガ

イドライン及び手順を参照する。 

クラブ役員は、氏名、住所、会員情報などが載っているクラブ会員名簿に MyLCI
ウェブサイトからアクセスすることができる。会員サービスセンターに連絡 (電話

+1-630-203-3830、E メール memberservicecenter@lionsclubs.org) して入手することも

可能である。 

会員登録状況リポート（地区内の全クラブ名と各クラブに在籍する会員総数を示

す）、未報告クラブ役員リスト（地区内の役員不在クラブを示す）、会員タイプ別

/性別データ要約（地区内のクラブ名と種別および性別ごとの会員数を示す）は、

パスワードがなくても以下を行うことによって入手することができる。 

• メイン・ウェブサイト( www.lionsclubs.org)を開き、希望する言語を選択する。 
• ページ上部にある「MyLCI」ページへのリンクをクリックする。 
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• MyLCI サイトへのログオン用ページが表示されるので、画面右の

「Resources」リンクから｢Membership Reports（会員関係一覧表）｣をクリックす

る。 
• ｢次の内、一覧表を選択してください｣の下から、｢会員登録状況リポート｣「未

報告クラブ役員リスト」「Summary of Membership（会員タイプ別/性別データ要

約）」「月例会員報告累計表」のいずれかをクリックする。 
• 希望する年度をクリックする。 
• 年度別のファイルの中から、「年(西暦)-月」が表示された月別フォルダーを選

択する。 
• 希望の地区までスクロールし、地区名をダブルクリックする。使用しているパ

ソコンに Adobe Acrobat がインストールされていない場合には、MyLCI サイト

へのログオン・ページに戻り、Adobe のアイコンをクリックしてダウンロード

する。 
重要事項重要事項重要事項重要事項：これら：これら：これら：これら四四四四つの報告書は毎月つの報告書は毎月つの報告書は毎月つの報告書は毎月第第第第 5555 就業日就業日就業日就業日    に更新されるに更新されるに更新されるに更新される。。。。    

 

終身会員終身会員終身会員終身会員 

正会員として 20 年以上の奉仕歴があるライオン、または 15 年以上の奉仕歴があり少なく

とも 70 歳に達しているライオン、あるいは病気で重体であるライオンは、終身会員にな

ることができる。更に、2006 年 7 月 1 日をもって、現在ライオンズクラブの正会員である

か、または 2007 年 6 月 30 日までにライオンズクラブの正会員となった元ライオネスは、

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 日よりも後にライオンズクラブの正会員となったライオネスは、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。 

終身会員となるための費用は 650 ドルである。これは申請時に納める一度きりの納入金で

あり、クラブ、地区、複合地区の会費の支払分ではない。終身会員にクラブ会費を請求す

るかどうか、また、終身会員の地区又は複合地区の会費をクラブが支払うかどうかは、ク

ラブの理事会が判断して決める。 

終身会員申請書は、オンラインで入手できる。 

終身会員は、国際会長からの手紙、ピン、証書、並びに銀色の終身会員カードを受け取る。

これらは普通、贈呈できるようクラブ幹事に送られる。 

 

物故会員物故会員物故会員物故会員 

会員サービスセンターは、その任務の一部として、亡くなった会員全員のリストを維持す

る。国際大会における追悼式で、1 年間に亡くなったライオンズ会員が称えられるので、

このリストはその際に使用される。また、地区あるいは複合地区の大会前に、代議員数確

定のために協会が認めているクラブ会員数リストとともに物故会員のリストが送られる。
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物故会員は MyLCI を通じて報告しなければならない。クラブ別物故会員のリスト/報告書

も、MyLCI ウェブサイトから入手できる。 
 

住所の変更住所の変更住所の変更住所の変更 

住所にどんな変更があった場合にも、それを報告することは極めて重要である。正確な住

所は、協会がライオンズの会員と連絡を取り、重要な情報を送るために不可欠である。事

務局の住所が変更した場合など、国際本部に登録されている住所を変更するには、eMMR 
ServannAで役員の会員情報の MyLCI Extension Forms に記載されている住所を変更する。

国際本部からの郵便物はすべてここに記載されている住所に送付される。 

質問がある場合には、太平洋アジア課 (E メール: PacificAsian@lionsclubs.org、課専用ファ

ックス: 630-203-3777) に連絡する。 

 

地区別会員変動報告書地区別会員変動報告書地区別会員変動報告書地区別会員変動報告書 

地区ガバナーは新入会員、退会者、終身会員、物故会員のリストを MyLCI サイトから入

手することができる。 
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第第第第 8888 章章章章    

国際大会国際大会国際大会国際大会    

国際大会国際大会国際大会国際大会    

この国際的な行事は、毎年 6月下旬または 7月上旬に開かれる。 

国際大会に参加することにより、ライオンズの会員はライオンズクラブ国際協会が世界に及ぼ

す影響について理解を深めるだけでなく、奉仕への献身の意をいっそう強める。下記が参加理

由として挙げられる。 

• 親睦親睦親睦親睦:  他のライオンと出会い、意見を交わす。他国のクラブと協力関係を結んで国際

的な事業を行ったり、アイディアを共有したり、互いの文化に触れる。 

• 投票投票投票投票:  投票により国際レベルの指導者の選挙および会則および付則改正案に対してク

ラブはそれぞれの考えを反映させることができる。 

• ワークショップおよびセミナーワークショップおよびセミナーワークショップおよびセミナーワークショップおよびセミナー:  特別なワークショップに出席し、会員増強やクラブ

の活性化を図るための新戦略、地区および複合地区が効率よく機能する方法、新しい奉

仕活動、効果的な PR手段、実証済みのリーダーシップ実践法、その他多くについて学

ぶ。 

• 展示ホール展示ホール展示ホール展示ホール:  国際協会の各部のスタッフがホール内に待機しており、ライオンズは各

ブースを訪れてライオンズクラブ国際協会の会員であることの特典を最大限に活用でき

るよう本部から支援を得る方法について知ることができる。また、無料インターネッ

ト・カフェ・ソーシャルメディア・ラウンジを利用したり、奉仕事業の展示を見たりす

ることができる。展示エリアでは、新しい募金活動に関するアイディアを得たり、公式

ライセンス業者からグッズを購入したりすることもできる。 

• LCIFLCIFLCIFLCIF:  LCIF の各種プログラム、および LCIF が地区の人道奉仕の目標推進にどのように

助力できるかについて学ぶ。 

• 楽しみ楽しみ楽しみ楽しみ:  大会日程に合わせ、心に残る家族旅行を計画する。ライオンズが大会を最大

限楽しむことができるよう、特別な現地ツアープログラムや大会前後のツアーが用意さ

れている。 

国際大会の主催に関心のある複合地区ガバナー協議会は、ライオンズクラブ国際協会の大会部 

(convention@lionsclubs.org) に連絡する。 

    

ホテル予約ホテル予約ホテル予約ホテル予約およびおよびおよびおよび大会登録について大会登録について大会登録について大会登録について    

• 大会登録をしなければ、大会のいかなる会議または行事に出席することも、シャトルバ

スを利用することもできない。 

• 各代表団にその本部となる代表団ホテルが割り当てられる。 

• 国際協会は、各ホテルと交渉し、ライオンズ会員限定の特別割引料金を確保する。 

• どの代表団にも応じられる十分な数の部屋がある。ホテル１室の予約につき、大人一人

分の大会登録が必要である。 
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• 代表団ホテルと部屋数の割当てについては、1年前に入手可能。 

• 協会のウェブサイトを通じてオンライン登録をすることができる。 

• 公式のホテル予約及び大会予備登録申込書は、ライオン誌、協会のウェブサイト

（www.lionsclubs.org）、または国際協会大会部のいずれからも入手可能である。Eメ

ール：registration@lionsclubs.org  

• 予約確認証は各登録者に直接 Eメールもしくは郵便で送られる。 

• 代表団ホテルの部屋は、大会が開催される年の 1月の第 2金曜日（2017 年 1月 13 日）

まで確保される。この日以降に残っている部屋は、他の代表団に割り当てられる。 

• ホテルの予約確認証及び予備登録証の譲渡は認められない。 

• 文書による大会登録取り消し通知が 2017 年 5月 1日までに国際本部の大会部に届いた

場合には、登録料が払い戻される。 

地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー    

• 現地区ガバナーは、ホテル前払金及び登録料金を添えて、規定のホテル予約及び大会登

録申込書を提出しなければならない。部屋は、締切日の 1月 13 日まで、地区/複合地区

本部ホテルに確保される。 

地区ガバナーエレクト地区ガバナーエレクト地区ガバナーエレクト地区ガバナーエレクト    

• 登録および旅行に必要となるすべての資料は、地区ガバナーエレクト・セミナーが開催

される約 6カ月前に国際協会ウェブサイトに掲載される。    

• これらの資料が掲載された旨が、地区ガバナーエレクトに Eメールで通知される。    

• これらの資料には、登録、ホテル、旅行などに関する情報を載せたエレクト用登録資料

が含まれており、この登録資料には国別の飛行機予約手順の説明書も含まれている。手

順はエレクトの在住国によって異なる。    

• 国際協会は、該当する場合には地区ガバナーエレクトの成人同伴者 1人に対し、地区ガ

バナーエレクト・セミナーおよび国際大会への旅費を 500 ドルまで支払う。地区ガバナ

ーエレクトの所属地区が 24カ月連続で移行地区である場合、あるいはその地区が暫定

地区である場合には、協会はその成人同伴者の旅費の支払い/払戻しを行わない。もし

その移行/暫定地区が地区ガバナー任期中に 35クラブ 1,250 人の最低条件を満たした場

合、あるいは 1人以上の会員純増を達成した場合、現行の方針に基づいて払戻しを受け

られる。成人同伴者の旅費を、他の人に譲渡することはできない。    

• 国際協会が地区ガバナーエレクトおよび成人同伴者 1人のために地区ガバナーエレク

ト・セミナーおよび国際大会の登録を行う。 

• 地区ガバナーエレクトが地区ガバナーエレクト・セミナー全日程に出席しなかった場合、

国際大会に関わる経費支払いを国際会長が拒否することができる。 

• 国際協会が地区ガバナーエレクトのために自動的にホテルを予約する。    
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その他の大会情報その他の大会情報その他の大会情報その他の大会情報    

代表団代表団代表団代表団行事用行事用行事用行事用    

代表団行事（朝食会、ホスピタリティ又はレセプション、その他）に使うホテルの会場は、

2017 年 3月 3日までに大会部を通して予約しなければならない。会場の空き具合に基づき、代

表団ホテルの会場が先着順に割当てられる。部屋のレンタル料はかからないが、飲食物、AV機

器、その他イベントにかかる諸経費については代表団の負担となる点に留意すること。 

資格証明資格証明資格証明資格証明    

代議員／補欠代議員資格証明用紙は、国際協会ウェブサイトから入手可能である。 

• 権限が与えられているクラブ役員は、会員 25名ごとに代議員 1名および補欠 1名を大

会派遣のために証明することができる。この計算により残った会員数が 13名以上の場

合には、代議員 1名および補欠 1名をさらに追加で証明することができる。 

• クラブが派遣可能な代議員数を示す表が国際協会のウェブサイトに掲載されている。 

• 資格証明用紙は、必要事項がすべて記入され、権限が与えられているクラブ役員の署名

がなされた上で、毎年 5月 1日までに国際本部に返送されなければならない。 

• いかなるクラブ代議員および補いかなるクラブ代議員および補いかなるクラブ代議員および補いかなるクラブ代議員および補欠代議員も代議員／補欠代議員資格証明欠代議員も代議員／補欠代議員資格証明欠代議員も代議員／補欠代議員資格証明欠代議員も代議員／補欠代議員資格証明書書書書の写しをの写しをの写しをの写しを 1111 枚枚枚枚

保持し、保持し、保持し、保持し、それをそれをそれをそれを資格証明窓口資格証明窓口資格証明窓口資格証明窓口でででで提出しなければならない提出しなければならない提出しなければならない提出しなければならない。 

• クラブ代議員および補欠代議員は大会登録を済ませなければならない。 

• 国際本部では、資格証明用紙を遅くとも毎年 5月 1日までに会員サービスセンターに堤

出するよう要請している。期日までに提出されなかった場合には、代議員/補欠代議員

が大会に資格証明用紙を持参しなければならない。署名権限を有するクラブ会員による

資格証明用紙の記入と署名が大会到着前に完了していなかった場合には、クラブ役員が

資格証明窓口に同行し、政府発行の身分証明書を提示して資格証明委員会メンバーの立

ち会いのもとに資格証明用紙に署名しなければならなくなる。署名権限を有するクラブ

役員のいずれも大会に出席していない場合には、地区役員（地区ガバナー、地区ガバナ地区ガバナー、地区ガバナ地区ガバナー、地区ガバナ地区ガバナー、地区ガバナ

ーエレクト、あるいは第二副地区ガバナーーエレクト、あるいは第二副地区ガバナーーエレクト、あるいは第二副地区ガバナーーエレクト、あるいは第二副地区ガバナー）に資格証明窓口まで同行してもらわなけれ

ばならない。 

• 代議員資格証明用紙は国際協会ウェブサイトに掲載されているほか、ライオン誌の 2月

号と 4月号にも印刷されている。 

 

投票投票投票投票    

大会登録を済ませ、資格証明を受けた各代議員は、国際役員及び国際理事の選挙、及び国際会

則及び付則に対する改正案につき投票できる。 

注意注意注意注意：大会週の火曜日（5日目）に投票をするためには、代議員は月曜日（4日目）の 17:00 ま

でに証明委員会による資格証明を受ける必要がある。 
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パレードパレードパレードパレード    

公式のパレード規定、参加申込み用紙及びパレード行進順序に関する情報は、大会開催年の 1

月に各地区に Eメールで送付される。この情報は、ライオンズクラブ国際協会のウェブサイト

(www.lionsclubs.org)および国際大会で入手できる。 

パレードに参加できるのは、ライオンズの複合地区、準地区、あるいは単一地区に限られる。

パレード参加者は全員、大会登録を済ませ、公式大会名札をつけていなければならない。 
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第第第第9999章章章章    

    

財務財務財務財務        
 

財務部の目的は、銀行取引、一般会計、受取勘定等を含む、協会の財務方針を管理するこ

とである。地区ガバナーの予算を管理するだけでなく、財政上健全なクラブを維持する上

で、財務部は地区ガバナーの支援に努める。  

 

会計課会計課会計課会計課     
この課は、国際理事会によって定められた地区ガバナー経費支払方針に沿って、ガバナー

の旅費請求に対し財務上の処理を行う責任を負う。方針を必ず熟読していただきたい。  

 

地区ガバナー経費支払請求地区ガバナー経費支払請求地区ガバナー経費支払請求地区ガバナー経費支払請求     
必要なクラブ公式訪問及び会議出席報告書（国際協会に経費を請求する各会議につき提出）

と領収書を、請求書に添付して提出することにより、経費の速やかな払い戻しが保証され

る。国際協会のように大きな組織では、特別な事情に対する例外を設けることが難しい点

も、理解していただきたい。会計課は世界の全地区に、共通の方針を公平に、かつ一貫し

て適用しなければならない。  

 

更に経費を全額支払うことは、もともと国際理事会の意図ではない。国際理事会の財務及

び本部運営委員会が定期的にこの方針を考察し、随時支払額の増加を理事会に提言する。  

    
ライオンズクラブ国際協会は地区ガバナーの経費のみを支払う。 

    

地区ガバナーの予算地区ガバナーの予算地区ガバナーの予算地区ガバナーの予算     
地区ガバナーの予算額は7月1日以降にEメールで通知される。予算額の計算方法は、「地区

ガバナー経費支払方針」に詳しく説明されている。何らかの理由により、与えられた予算

が十分なものでないと思われる場合には、経費削減のためにゾーン・レベルでのクラブ合

同訪問（複数のクラブが出席する会議は公式訪問と見なされる）の実施、もしくは第一ま

たは第二副地区ガバナーによる訪問実施を検討する。予算増額は、地区内における地区ガ

バナーの地理的位置、大幅なクラブ増加、あるいは地区再編成に基づいてのみ認められる。

予算増額の可能性についての検討要請は、3333月月月月31313131日まで日まで日まで日までに提出されなければならない。  

 

この期限に対する例外は一切認められない。請求書は期日までに遅滞なくご提出いただき

たい。国際協会の記録を常に最新のものにしておくことは全員のためになる。また、請求

書は丁寧かつ正確に記入し、必要な書類を全て忘れずに添付するよう特に注意する。 
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請求書提出期限請求書提出期限請求書提出期限請求書提出期限     
請求書は、毎月20日までに前月分を提出しなければならない。従って、7月分の経費請求書

の提出締切日は、8月20日となる。請求書がこの期日の60日後に提出された場合には、経費

の支払いは行われない。 

 

この期限に対する例外は一切認められない。請求書は下記宛に、期日までに遅滞なくご提

出いただきたい。国際協会の記録を常に最新のものにしておくことは全員のためになる。

また、請求書は丁寧かつ正確に記入し、必要な書類を全て忘れずに添付するよう特に注意

する。  

 

ライオンズクラブ国際協会  

太平洋アジア課  

300 W. 22nd Street  

Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA  

Eメール:pacificasian@lionsclubs.org  

FAX：630-203-3777  

 

食費食費食費食費     
訪問中のガバナーの食事代は、クラブが支払うことが慣例となっている場合が多い。クラ

ブが支払わない場合には、食事代として実際にかかった経費が、1食につき最高US$25まで

請求できる。ただし、明細付き領収書の原本が提出されなければならない。クラブに食事

代を払戻す場合には、クラブ会計から領収書を得てそれを提出する必要がある。（ファッ

クスまたはEメールで送られてきた領収書は原本と見なされる）  

    

宿泊費宿泊費宿泊費宿泊費     
ガバナーがホテル等に宿泊した場合には、実際にかかった部屋代の支払いを済ませたこと

を示す明細付き領収書原本を提出する必要がある。1泊につきUS$75までの実費が支払われ

る。ファックスまたはEメールで送られてきた領収書は原本と見なされる。クレジットカー

ドまたは旅行代理店からの伝票等は受け付けられない。  

    

地区ガバナー経費払戻し方針地区ガバナー経費払戻し方針地区ガバナー経費払戻し方針地区ガバナー経費払戻し方針    
    

地区ガバナーは、下記に対して払戻しを請求することができる。いかなる移動も、最も

経済的な手段をもって行われなければならない。  

  

1.1.1.1. 払戻しの対象となる行事払戻しの対象となる行事払戻しの対象となる行事払戻しの対象となる行事        
    

a.a.a.a. クラブ訪問クラブ訪問クラブ訪問クラブ訪問    
    

地区の管理運営を成功させるには、地区ガバナーはその任期中各クラブ会長に直接

連絡を取ることを求められる。また、地区ガバナー、第一副地区ガバナー、あるい

は第二副地区ガバナーには、クラブの順調な運営を促すために年に1度各クラブ（及

び適切であれば、最近解散したクラブ）を訪問することが奨励されている。   
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地区ガバナー、もしくは承認を得た第一副地区ガバナーまたは第二副地区ガバナー

は、地区内各クラブの年1回の公式訪問と、優先の指定を受けたクラブについては追

加に2回の訪問に関連した経費の払戻しを受けることができる。優先指定を受けたク

ラブを除き、年度の公式訪問が既に済んでいるクラブの訪問に対して払戻しを受け

るためには、地区及びクラブ行政部の承認がなければならない。公式訪問にかける

時間は1日を超えてはならない。  

 

クラブ訪問は、以下を目的とする。 

 

1. 訪問先のクラブにおける会員増強、指導力育成、ならびに奉仕活動を奨励する。 

 

2. クラブ会員と共に、将来の会員及びリーダーシップの開発計画を検討する。 

 

3. 課題について討議し、改善の機会を探る。 

 

4. クラブが国際協会の規則及び方針に従って機能し、有意義な人道的奉仕活動を行

うよう奨励する。  

 

5. 国際会長、国際理事会及び地区のメッセージを伝える。 

 

6. 滞納金を理由とする活動停止処分を受けたクラブ、ステータスクオ処分となった

クラブ、過去12カ月以内に解散したクラブの復帰を奨励し、支援をする。 

 

クラブ結成のための訪問 - 年次公式訪問に加えて、結成過程にあり、まだ正式

に結成されていないクラブへの訪問も、結成が見込まれる各クラブにつき2回ま

での訪問に限り、払戻しの対象となる。  

    

b.b.b.b. 地区運営を支援するための会議地区運営を支援するための会議地区運営を支援するための会議地区運営を支援するための会議    

 

地区ガバナーは、以下の行事についても払戻しを受けることができる。  

 

地区の会議 - クラブ役員オリエンテーション（6月30日の前後60日以内に開催）、

キャビネット会議、地区大会及び/または地区会員増強及び/またはリーダーシッ

プ育成会議を含む、6回までの会議。これらの会議はそれぞれ2日及び2泊を超え

てはならない。  

 

複合地区の会議 - 協議会会議、複合地区会議、複合地区大会、あるいは複合地

区のGMT、GLTおよびクラブ向上プロセスに関する会議を含む、3回までの会議。

これらの会議はそれぞれ3日及び3泊を超えてはならない。 

 

地区及び複合地区行事の計画、準備、参加の呼びかけ等に関係する経費は、請求

できない。  
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所属地区外の地区会議に出席する場合、または所属複合地区外の複合地区会議に

出席する場合には、地区及びクラブ行政部の承認を得なければならない。   

 

c.c.c.c. 国際会長または副会長の訪問国際会長または副会長の訪問国際会長または副会長の訪問国際会長または副会長の訪問        

 

地区ガバナーは、国際会長または副会長出席による追加のクラブ訪問または地区

会議に関して発生する地区ガバナーの経費を請求することができる。対象となる

経費は、上述の通り、かかるクラブ訪問または地区会議に対して認められる経費

に限られる。     

 

2.2.2.2. 予算の算出予算の算出予算の算出予算の算出        

 

地区ガバナーには、年次クラブ訪問、新クラブ結成、地区及び複合地区の管理運営

を目的とした会議にかかわる費用を補助するために、毎年予算が割り当てられる。

地区ガバナーは、「地区ガバナー予算増額要請ワークシート」を提出することによ

り、払戻しの対象となる経費を賄うための予算増額を要請することができる。予算

増額の要請はすべて、考慮の対象となるためには3月31日までに提出されなければな

らない。 

 

払い戻されるのは、配賦額に限定される。予算を最大限活用できるよう、地区ガバ

ナーはクラブ役員との連絡にEメールなどのテクノロジーを利用すること、複数のク

ラブが参加する行事においてクラブ役員と会合すること、可能であれば1日のうちに

複数のクラブの公式訪問を行うこと、地区と複合地区の会議を同時に行うこと等が

奨励される。また、クラブ訪問を、そのクラブに近い場所に所在する副地区ガバナ

ーに委任することもできる。  

 

3.3.3.3. 請求書の提出請求書の提出請求書の提出請求書の提出    

 

a.a.a.a. 所定の書式所定の書式所定の書式所定の書式    

経費請求には、各会議・訪問毎に地区ガバナー会議/クラブ公式訪問報告書を添

えなければならず、また、所定の書式を用いて明細を正確に記入し、各欄を合計

した上で提出しなければならない。いかなる請求にも、必要に応じて領収書原本

や使用済みの航空券等、しかるべき書類の提出が必要である。他の指示がない限

り、ファックスまたはEメールで送られてきた領収書も受け付けられる場合があ

る。 

    

b.b.b.b. 地区ガバナー代理人の請求地区ガバナー代理人の請求地区ガバナー代理人の請求地区ガバナー代理人の請求    

地区ガバナー以外の地区役員の経費請求書には、地区ガバナー及びその代理を務

めた地区役員の両者の署名が必要である。請求は、上記aに沿っていなければな

らない。支払いは地区ガバナーに対する規定と同じものに基づく。支払いは地区

ガバナーに送られるので、地区ガバナーが代理人に郵送する。        
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c.c.c.c. 提出期限提出期限提出期限提出期限    

請求書は毎月の20日までに前月分（例：7月分の提出期限は8月20日）を提出しな

ければならない。請求書が期限を60日以上経過して提出された場合には、請求書

は検討の対象とはならず、経費の支払いは行われない。 

 

請求の対象月請求の対象月請求の対象月請求の対象月    請求期限請求期限請求期限請求期限    最終的な提出期限最終的な提出期限最終的な提出期限最終的な提出期限    

7月分  8月20日  10月20日  

8月分  9月20日  11月20日  

9月分  10月20日  12月20日  

10月分  11月20日  1月20日  

11月分  12月20日  2月20日  

12月分  1月20日  3月20日  

1月分  2月20日  4月20日  

2月分  3月20日  5月20日  

3月分  4月20日  6月20日  

4月分  5月20日  7月20日  

5月分  6月20日  8月20日  

6月分  7月20日  9月20日 

    

4.4.4.4. 払戻しの対象となる経費払戻しの対象となる経費払戻しの対象となる経費払戻しの対象となる経費    
 

a.a.a.a. 自動車利用自動車利用自動車利用自動車利用        

 

自家用車を利用した場合の許容額は、すべてを含んで1マイルにつきUS$0.50（１

キロにつきUS$0.31）である。レンタカーを使った場合には、すべてを含んで1マ

イルにつきUS$0.50（1キロにつきUS$0.31）が支払われる。 

 

b.b.b.b. 鉄道利用鉄道利用鉄道利用鉄道利用    

 

鉄道を利用した場合には、ファーストクラス（またはその相当席）料金および寝

台車料金が支払われる。その場合、使用済みの切符を添付しなければならない。 

 

c.c.c.c. 航空機利用航空機利用航空機利用航空機利用    

 

(1) 航空券は、最短直行ルートによるエコノミークラスの往復航空券でなければ

ならない。  

 

航空運賃の払戻しは、サービス料や予約、クレジットカード使用等に伴う手数料

などを含む、実費に基づく。地区ガバナーは、航空運賃がUS$1,000を超える場合

には発券の前に国際本部旅程課の承認を得なければならない。  

 

US$1,000以内の航空券については、許可されている座席クラス及び旅行期間にお

ける、最短直行ルートによる最も低額の標準運賃又は割引運賃で予約されなけれ

ばならない。預け入れ荷物の料金は、重量およびサイズの制限に関する航空会社



IX-6 
LA 20 - Ch 09 FINANCE.JA 

の基準の範囲内の荷物1個に対して払い戻される。料金を支払ったことを証明す

る領収書が必要となる。  

 

経費請求書には、下記が添えられていなければならない。 

 

i. 使用済みの航空券（最後に残るページ）、または詳細が記載されたEチケ

ット/フライトスケジュール 

ii. 領収証など支払いを証明するもの – 支払済みとして戻ってきた小切手、

旅行代理店からの領収証、クレジットカード領収書またはその計算書

（支払請求の対象以外の部分がすべて、線などで消されていること）領

収書には旅行者の氏名、利用する座席クラスが表示されたフライトスケ

ジュール、航空運賃に関する詳細、航空券の値段、支払方法が記載され

ていなければならない。  

iii. 搭乗券または旅行代理店発行の旅程表は、払い戻しを受けるために有効

な書類としては認められない。 

 

(2) 民間航空機を利用して旅行することが不可能であり、かつ大幅な費用節約が

実現できる場合に、チャーター機による旅行が財務及び本部運営委員会によ

り事前に許可される場合がある。 

 

d.d.d.d. その他の旅行関連経費その他の旅行関連経費その他の旅行関連経費その他の旅行関連経費    

 

タクシー代、シャトルバス代、高速道路使用料金、フェリー代、駐車料金、その

他旅行に関連する経費は、支払いを証明するものが請求書に添付された場合に支

払われる。 

 

e.e.e.e. 宿泊費宿泊費宿泊費宿泊費    

 

1泊US$75を上限に、実費のみが払い戻される。宿泊費の明細を、その経費が発生

した日付順に記入するとともに、宿泊費の明細が記された領収書の原本を経費支

払請求書に添えて提出する必要がある。この明細付き領収書は、全額支払い済み

/未払額ゼロを示していなければならない。ファックス及びEメールで送られてき

た領収書が受け付けられる場合があり、原本とみなされる場合もある。 

 

f.f.f.f. 食費食費食費食費    

 

1回の食事につきUS$25を上限に、実費のみが払い戻される。これらの経費につい

ては、経費支払請求書に明細を記入しなければならないだけでなく、明細付き領

収書の原本を経費支払請求書に添えて提出しなければならない。ファックス及び

Eメールで送られてきた領収書が受け付けられる場合があり、原本とみなされる

場合もある。アルコールは一切、払い戻しの対象とはならない。 
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振り込み方法振り込み方法振り込み方法振り込み方法    

    

ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会    

国際協会への送金方法の変更に伴う、クラブ専用口座番号についてのお知らせ 

 

国際協会への送金方法は2010年1月から変更となり、これまでの5連式振込用紙を使った

「文書扱い」送金は廃止となりました。そして、キャッシュカードまたは現金でのATM

からの送金、インターネットバンキング、または窓口備付け用紙により「電信扱い」で、

下記送金先の、各クラブへ個別に割り当てられた専用口座番号あてに送金いただくこと

になりました。 

 

送金先 

銀行名：みずほ銀行  

支店名：第5集中支店 普通預金口座 

受取人名：ライオンズクラブ国際協会 

 

クラブへは、それぞれ３つの個別専用口座番号をお知らせしております。この番号は、

クラブ会計あてに国際協会より2009年11月末に郵送でお送りしました。万一この郵便物

が届いていない場合には、国際協会までご連絡ください。また、クラブの番号一覧は地

区キャビネット事務局にもお知らせしてありますのでそちらで確認いただくことも可能

です。 

注：お知らせした専用口座番号の最初の注：お知らせした専用口座番号の最初の注：お知らせした専用口座番号の最初の注：お知らせした専用口座番号の最初の3333ケタ「ケタ「ケタ「ケタ「797797797797」は支店番号です。後に続く」は支店番号です。後に続く」は支店番号です。後に続く」は支店番号です。後に続く7777ケタケタケタケタ

の番号がクラブの専用口座番号での番号がクラブの専用口座番号での番号がクラブの専用口座番号での番号がクラブの専用口座番号です。す。す。す。    

送金の際には、送金目的に応じた以下の区分に従って専用口座をご使用ください。 

  

• 専用口座番号１：クラブ口座全般―国際会費、終身会員費、クラブ用品費、レオ

クラブ会員費ほか、口座番号２と３にあてはまらないものはすべて 

• 専用口座番号２：LCIF 寄付金（MJFもすべて含む） 

• 専用口座番号３：チャーター費および国際大会登録に関する送金 

 

ご質問・問い合わせ先 

国際協会日本事務所 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル6階16号 

    電話03-3494-2931 Fax 03-3494-2933 Eメール lcijapan@amber.plala.or.jp 

国際協会太平洋アジア課 Fax 1-630-203-3777 Eメール pacificasian@lionsclubs.org 
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第第第第 10101010 章章章章    

 

リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップ    

概要概要概要概要    

リーダーシップ開発部の任務は、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、グローバル指導力育成チーム（GLT）による地域別研

修、（3）その他すべての研修活動をサポートするためにウェブで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グローバル指導力育成チームグローバル指導力育成チーム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。 

地区地区地区地区 GLTGLTGLTGLT：：：：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。リジョン・

チェアパーソンとゾーン・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
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の見識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、地区ガバナー・チームは、地区ガバナー・チームは、地区ガバナー・チームは、GLTGLTGLTGLT とととと GMTGMTGMTGMT のどちらにおいても、地区レベルの活動の核とのどちらにおいても、地区レベルの活動の核とのどちらにおいても、地区レベルの活動の核とのどちらにおいても、地区レベルの活動の核と

なるなるなるなる））））。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。 

• ゾーン及びクラブのリーダーを支援し励ます 
• 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  
• 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 
• 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 
• 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 
• 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 
• 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 
• 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 
• クラブ向上プロセス・ワークショップを企画実施する 
• 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 
• 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

ダーシップ開発部に報告する 
• 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 
• 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 
• 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 
• 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。 
 

    

指導力育成のための各種プログラム指導力育成のための各種プログラム指導力育成のための各種プログラム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クラブ役員オリエンテーションクラブ役員オリエンテーション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

ーシップ開発部は、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。 
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国際協会ウェブサイトのリーダーシップ情報センターには、次期クラブ役員（会長、幹事、会

計）が受講できる三つの自習用教材が掲載されている。教材は、これらの役職の運営面につい

て重点的に取り組むためのもので、自習として、もしくは講師によって進められるクラブ役員

オリエンテーションと併せて利用することができる。 

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. リーダーシップ開発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. オリエンテーションの評価書を作って配布し、評価結果を分析してまとめる。 
 
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    
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・チェアパーソンが単独で行う研修は、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    

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。 

ライオンズライオンズライオンズライオンズ····リーダーシップ研究会リーダーシップ研究会リーダーシップ研究会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。 
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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

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開発部である。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    

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。 

参加資格参加資格参加資格参加資格：芽生える：芽生える：芽生える：芽生えるライオンズ･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    

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の費用研究会の費用研究会の費用    

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$125.00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。 

選考過程選考過程選考過程選考過程    

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、リーダーシップ開発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開発部にある。 
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申し込み手順申し込み手順申し込み手順申し込み手順    

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開発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少なくとも 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 Development 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 

上級上級上級上級ライオンズ･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    

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 
 

参加資参加資参加資参加資格格格格:  :  :  :  上級上級上級上級ライオンズ･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    

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。 
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研究会の費用研究会の費用研究会の費用研究会の費用    

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$125.00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。 

選考過程選考過程選考過程選考過程    

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

ーダーシップ開発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開発部にある。 

申し込み手順申し込み手順申し込み手順申し込み手順    

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

プ開発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少なくとも 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 Development 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 
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講師育成研究会講師育成研究会講師育成研究会講師育成研究会    

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。 

参加参加参加参加資格資格資格資格：：：：講師育成研究会講師育成研究会講師育成研究会講師育成研究会    

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の費用研究会の費用研究会の費用    

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$150.00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。 

選考過程選考過程選考過程選考過程    

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

ーダーシップ開発部より選考結果と登録手続きについて通知がなされる。 

 

リーダーシップ開発部は、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。 
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申し込み手順申し込み手順申し込み手順申し込み手順    

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

プ開発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少なくとも 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 Development 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 

    

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        
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参加資格：講師育成エクセレンスシリーズ参加資格：講師育成エクセレンスシリーズ参加資格：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。  
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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。  
 

研究会の費用研究会の費用研究会の費用研究会の費用 

 
この研修プログラムには参加費用はかからない。  

 

選考過程選考過程選考過程選考過程 

 
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。 
 
リーダーシップ開発部は、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。 
 

申し込み手順申し込み手順申し込み手順申し込み手順 
 
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開発部に提出さ

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 Development 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 
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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    

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

ーダーシップ開発部は、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（ただし

研究会出席が初めてであること）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％を超えない超えない超えない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回を超えて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％を超えない超えない超えない超えないものとする。過去に地方ライオンズ・リーダーシップ研究会に参加

したことのある参加者は、最終的な払い戻し対象者としての計算には含まれない。 
 
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 GLT コーディネーターと単一地区 GLT コーディネーターに、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開

発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。 

GLTGLTGLTGLT 地区資金援助プログラム地区資金援助プログラム地区資金援助プログラム地区資金援助プログラム    

リーダーシップ開発部では、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。 

複合地区での複合地区での複合地区での複合地区での研修会研修会研修会研修会    

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、リーダーシップ開発部の

予算に組まれている。このプログラムを通して複合地区 GLT コーディネーターは、1会計年度
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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 GLT コーディネーターが申請をし、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、リーダーシップ開発部から各複合

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開発部

より各複合地区に提供される。 

地区ガバナーエレクト地区ガバナーエレクト地区ガバナーエレクト地区ガバナーエレクト····セミナーセミナーセミナーセミナー    

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

プ開発部が、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その他のリーダーシップその他のリーダーシップその他のリーダーシップ····セミナーセミナーセミナーセミナー    

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。 
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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    

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） 

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。 
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第第第第 11111111 章章章章            

法律法律法律法律    

概要概要概要概要    

法律部は世界各地における協会の商標登録、世界規模の保険プログラム、リスク管理、

訴訟問題にかかわる業務に責任を持つ。さらに、地区選挙、国際理事指名推薦、対立処

理、会則関連抗議申し立てなど、国際協会の会則及び付則や理事会方針についてライオ

ンズに指導・助言を行う。商標、保険、会則、またはその他の法律関係事項について質

問などがある場合には、法律部に連絡する。（Eメール: legal@lionsclubs.org、電

話: 630-203-3847） 

    

ライオンズクラブ国際協会の商標に関する方針ライオンズクラブ国際協会の商標に関する方針ライオンズクラブ国際協会の商標に関する方針ライオンズクラブ国際協会の商標に関する方針    

 

国際協会には、ライオンズクラブ国際協会の登録商標を保護する法的義務がある。この

義務を遂行するため、国際理事会はライオンズクラブ国際協会の商標に関する方針を定

めている。この方針は、当協会の商標を定義するとともに、会員、クラブ、地区（単一、

準及び複合）にその使用についての指針を提供するものである。下記は、地区やクラブ

のアクティビティにおけるライオンズの名称及び紋章の使用についての商標方針の概観

である。国際協会の商標方針に関する詳細は、国際協会ウェブサイト又は法律関連情報

資料のページから「商標に関する方針」という資料をご覧いただきたい。 
 

• 商標として定義されるもの：商標として定義されるもの：商標として定義されるもの：商標として定義されるもの：ライオンズ、ライオネス、レオ、ライオンズクラ

ブ又はライオンズクラブ国際協会を含むがこれらに限定されるものではない、当

協会のあらゆる既存及び将来の名称、紋章、ロゴ、印章、登録商標ならびにその

他商標に関連するもの。  
 

• 当協会の紋章。当協会の紋章。当協会の紋章。当協会の紋章。当協会及びチャーターされた各クラブの紋章は、下記に示され

たデザインのものとする。各クラブ共、当協会の公式紋章のみを使用するものと

し、これを改造してはならない。 
 

 

 
 

• 使用における一般基準：使用における一般基準：使用における一般基準：使用における一般基準：国際協会の商標の使用におけるその全般的な質と内容

を維持するため、当該商標は、ライオンズとライオンズをめぐる地域社会に不快

感をもたらし得るポルノグラフィー、裸体、アルコール及びその他の内容に関連

して使用されてはならないものとする。  
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• 方針の方針の方針の方針の履行履行履行履行及び不正使用の報告義務：及び不正使用の報告義務：及び不正使用の報告義務：及び不正使用の報告義務：すべてのライオンズに、国際理事会によ

って採用された商標方針を遵守する責任があり、その責任には、ライオンズの商

標のいかなる不正使用についても国際協会の法律部に知らせることも含まれる。   
 

• 協会の商標使用権の自動許諾協会の商標使用権の自動許諾協会の商標使用権の自動許諾協会の商標使用権の自動許諾：：：：ライオンズの会員、クラブ、地区は、クラブ又

は地区主催の各種プログラム、事業、地域社会への奉仕その他のイベントの推進

を含め、協会の目的及びクラブの通例の運営の推進のためにライオンズの商標を

使用する権限が自動的に与えられる。かかる権限許諾には次のことが含まれる場

合がある。クラブ又は地区のウェブサイト、名刺、主催プログラムのほか、限ら

れた状況下での衣類（ベストを除く）へのライオンズの紋章使用。自動許諾の対

象となる具体的なものの一覧は、国際協会ウェブサイト又は法律関連情報資料の

ページから「商標に関する方針」という資料をご覧いただきたい。 
 

• 事前許可事前許可事前許可事前許可取得の義務取得の義務取得の義務取得の義務。。。。ライオンズ関連商品の販売、会費外収入プログラム、ラ

イオンズクラブ国際協会の参加を要する特定の後援、例えばライオンズの財団や

慈善団体等のライオンズ関連組織の編成といった特定の活動においてライオンズ

の商標を使用する際には承認を求めなければならない。  
 

• 公認の被使用権許諾者。公認の被使用権許諾者。公認の被使用権許諾者。公認の被使用権許諾者。クラブ用品部は、ライオンズの会員、クラブ及び地区

に国際協会の商標が表示された物品を提供するために、世界各地の製造業者もし

くはその他の業者との契約交渉を開始することができる。かかる使用権許諾契約

における条件はクラブ用品部により決定され、販売される全物品に対する使用料

及び（又は）ロイヤルティの支払いについての取り決めを含むものとする。 
 

方針の解釈、ライオンズ団体の編成、あるいは、方針の施行に関する質問は、下記に問

い合わせる。 
 

法律部 
legal@lionsclubs.org 
630-203-3847 

 

ライセンスに関する質問、あるいは製品や物品等への具体的な使用に関する照会は、ラ

イオンズクラブ国際協会日本事務所（電話：03-3494-2931FAX：03-3494-2933、Eメー

ル：lcijapan@amber.plala.or.jp）に問い合わせる。 
 
Membership Benefit Program 

（本項は米国内クラブのみに適用のため省略する） 
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保険保険保険保険    

地区ガバナーは国際役員であるがゆえに、会員や一般人に対する他の法的責任もあるた

めに、協会の一般責任保険についてよく理解し、専門的な質問などがある場合には国際

本部の法律部または保険ブローカーの DSP Insurance Services に照会することが重要

である。ライオンズクラブ及び地区はもとより、いかなるライオネスクラブ及びレオク

ラブも、協会が ACE American Insurance Company という保険会社を通して加入してい

る一般責任保険の被保険者となっている。 

現在加入している保険は、クラブ、会員、あるいはボランティアが、ライオンズ事業に

参加している間に生じた傷害に対して賠償する法的責任を負わされた場合に適用される。

保険は自動的にかけられ、保険料は会員が協会に支払う国際会費から支払われている。

保険の補償範囲は 1件につき 100 万ドルで、クラブ及び地区の総責任限度額は 200 万ド

ルである。資金獲得活動、ショー、品物の販売など、典型的なライオンズ活動が対象と

なる。この保険は、責任のいかんを問わず、一人につき最高 1,000 ドルまでの医療費を

支払う。 

ライオンズ組織が所有する自家用車、トラック、バス、飛行機、船などの操作、使用、

維持に関係して生ずる法的責任についてはいかなるものも、この保険の対象にならない。

また、ライオンズ活動に関連して使った乗り物の所有者や、その乗り物に生じた損害も、

対象にならない。アルコール飲料の販売および流通によって生ずる法的責任も除外され

る。 

安全性をすべてのライオンズ行事において優先させることにより、ライオンズクラブ及

び地区は、保険経費の上昇を抑えることができる。安全に関する情報が協会ウェブサイ

トに掲載されている。クラブは安全管理担当者を任命するのも良いだろう。特に危険な

のは、アルコール飲料が出るような行事、カーニバル、サーカス、ロデオ、スノーモー

ビル、ゴーカート、その他のレースなどである。ロック·コンサート、花火大会、また

プールや公園建設などの建築事業や解体事業も回避したい行事である。 

各クラブ及び地区は、これら事業に伴う危険について慎重に考慮する必要がある。もし

このような行事を主催する場合には、特別安全対策を設けて監視し、損害賠償の請求が

あった場合には、直ちに連絡するべきである。担当保険会社の損害賠償請求取扱全支店

のリストは、法律部が用意している保険情報ブックに掲載されている。また、重要な保

険情報と共に協会ウェブサイト www.lionsclubs.org 会員センターの法律部「資料・出

版物」ページにも提示されている。 

 
USA Tax Reporting Obligations 
（本項は米国内クラブにのみ適用のため、省略する） 
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元クラブ役員、元地区役員、元国際役員の組織元クラブ役員、元地区役員、元国際役員の組織元クラブ役員、元地区役員、元国際役員の組織元クラブ役員、元地区役員、元国際役員の組織    

国際理事会は、元クラブ役員、元地区役員、元国際役員の組織を正式なものとしては認

めないが、そのような組織が作られ、活動することは、下記の活動がない限り、許可す

る。 

• 国際会則及び付則並びに国際理事会方針に違反する。 

• 会費や負担金を徴収する。 

• 自由意志以外の方法で参加を強制する。 

• クラブや地区の組織の上に立ってそれを支配したり、その機能に支障を来すよう

な行政機構を設ける。 

    

資金獲得事業を通して得た資金資金獲得事業を通して得た資金資金獲得事業を通して得た資金資金獲得事業を通して得た資金    

1. ライオンズクラブの資金獲得事業を通して得た資金に関する一般方針ライオンズクラブの資金獲得事業を通して得た資金に関する一般方針ライオンズクラブの資金獲得事業を通して得た資金に関する一般方針ライオンズクラブの資金獲得事業を通して得た資金に関する一般方針。公衆から募

って得た資金は、公衆と、ライオンズクラブが奉仕する地域の利益のために使われ

なければならない。国際会則及び付則ならびに法人定款（協会の根本規則）は、認

証を受けたいかなるクラブも、個々のクラブや会員の営利を追求しない形で運営さ

れるべきであると定めている。したがって、公衆から得た資金の純益は、一部たり

とも、ライオンズ会員、その他あらゆる個人または団体の私益となるべきではない。

この方針は、クラブがライオンズクラブ国際協会の目的に適うよう指針を与えるた

めのものである。資金の適切な使途を決定する際に鍵となるのは、一般社会への透

明性を考慮し、ライオンズが活動する地域での信頼を構築することである。ライオ

ンズの資金の使い方は、ライオンズが活動する各管轄区域の諸法および税制度に従

っていなければならない。 

   

a. 公衆／事業資金の定義公衆／事業資金の定義公衆／事業資金の定義公衆／事業資金の定義。公衆から獲得した資金とは、公衆を対象とした事業

からの収入の純益、公衆からの献金、遺産贈与、および公共資金の投資から

累積した資金である。  

  

b. 運営資金の定義運営資金の定義運営資金の定義運営資金の定義。運営資金とは、会費、ファイン、広告収入、レンタル料な

どを通じてライオンズ会員から集められた資金、その他ライオンズ個人から

の拠出金である。こうした資金は、公共事業のために利用してもよいし、例

会や大会の開催費、法人設立費、監査費、ニュースレター、会報、その他ク

ラブおよび／または地区の活動費や運営費など、ライオンズ内部の目的に用

いてもよい。   

 

2. 資金獲得活動の直接経費資金獲得活動の直接経費資金獲得活動の直接経費資金獲得活動の直接経費。公共資金獲得事業実施のための直接経費については、事

業の収益から差し引いて、事業実施のため支出した運営資金に充当してもよい。   
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3. ライオンズ所有財産ライオンズ所有財産ライオンズ所有財産ライオンズ所有財産。ライオンズクラブまたは地区が所有する財産の使用料として

獲得した資金の純利益の一部は、次の指針に基づき、当該所有財産の運営および管

理経費に充てることができる。   

 

a. 公共の目的のための財産利用。公共の利益のために財産を利用する際には、

当該財産の運営および管理経費を公共資金から支払ってもよい。  

  

b. 運営目的での財産利用。ライオンズの利益のために財産を利用する際には、

当該財産の運営および管理経費は運営資金から支払わなければならない。 

 

c. 混合の財産利用。ライオンズ所有財産が公共とライオンズ運営の両方の目的

で使われる場合には、当該財産が公共の目的のために利用される割合に応じ

案分した経費を公共資金から支払ってもよい。例えば、「ライオンズクラブ

会館」が 20％の割合で公共のために使用されている場合、施設の管理・運営

にかかる経費の 20％を公共資金で賄うことができる。    

 

4. 政治活動政治活動政治活動政治活動。ライオンズクラブおよび地区（単一、準または複合）は無党派の慈善団

体であり、地方自治体、都道府県、国家、あるいは海外の公職選挙の当選者または

候補者を支援・支持するために公共資金または運営資金を提供することはできない。   

 

どのように獲得されたどのように獲得されたどのように獲得されたどのように獲得された

資金か資金か資金か資金か    

公共事業のために利用し公共事業のために利用し公共事業のために利用し公共事業のために利用し

てもよいか（事業資金口てもよいか（事業資金口てもよいか（事業資金口てもよいか（事業資金口

座）座）座）座）    

運営経費として利用しても運営経費として利用しても運営経費として利用しても運営経費として利用しても

よいか（運営資金口座）よいか（運営資金口座）よいか（運営資金口座）よいか（運営資金口座）        

運営運営運営運営 – 会費、賃貸料

金、ファイン、広告収

入  

 

よい 

 

よい 

一般一般一般一般 – 一般を対象に行

うあらゆる資金獲得行

事、民間人からの献金

や遺産贈与など 

 

よい 

 

利用できない * 

利息利息利息利息    – 民間人から獲得

した資金の投資を元に

累積した資金 

 

よい 

 

利用できない 

 
****資金獲得活動の直接経費資金獲得活動の直接経費資金獲得活動の直接経費資金獲得活動の直接経費。公共資金獲得事業を実施するためにかかった直接経費については、
獲得した資金の収益より差し引いて運営資金口座に補充してもよい。 
  
ライオンズ所有財産ライオンズ所有財産ライオンズ所有財産ライオンズ所有財産。ライオンズクラブ（または地区）の所有する財産が社会全般のニーズを
満たすために利用されている場合、当該財産の利用を介して集められた資金のうち、案分した
一部の収益を当該財産の運営経費に充ててもよい。   
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立候補者への資金援助立候補者への資金援助立候補者への資金援助立候補者への資金援助    

複合地区は、国際役員立候補者の選挙資金調達のため、徴収金を課すことができる。国

際会則によると、複合地区は国際レベルの役員を出す権利をもつ、とされている。この

権利の行使に伴って生ずる経費負担のため、複合地区は会員から資金を募ってもよい、

と解釈できる。 

この徴収金は、複合地区会則の規定に基づき、会費値上げに関連して定めるべきである。 

    

道徳基準と行動道徳基準と行動道徳基準と行動道徳基準と行動に関する方針に関する方針に関する方針に関する方針    

ライオンズクラブ国際協会は奉仕組織であり、奉仕提供のあり方は、奉仕そのものに勝

るとも劣らぬ重要性をもっています。ライオンズの会員、同僚の地区役員、国際理事会、

執行役員、運営役員、国際本部の職員、さらに私たちの属する各地域社会は、皆さんの

それぞれが常に誠実で道徳的な行動をとることを期待しています。国際協会に所属し、

奉仕を提供するライオンズクラブ、会員、役員、理事会、職員、あるいはその奉仕を受

ける社会の行動や要求が、この指針に反する行いを正当化することは一切ありえません。

これは本協会のいかなる役職についても重要な事柄であり、それに対処するため、国際

理事会は地区ガバナーを対象とした「道徳基準と行動」を採用しました。本方針は理事

会方針書に掲載されており、方針書は協会ウェブサイトから入手可能です。    

 
ライオンズクラブ国際協会の道徳基準の核心的な価値観は、国際理事会方針とともに、

地区ガバナーが自分に何が期待されているかを理解し、適切な決定を行う上で役に立つ、

指針および基盤となります。とはいえ、基準はあらゆる場面に当てはまるものとはいえ

ません。したがって、「正しく」道徳的に行動するためには、地区ガバナーが良識に従

い最善の判断を行うことが大切です。ライオンズクラブは誠実かつ道徳的な方法によっ

て、支援を求める無数の人々への奉仕を続けてきました。地区ガバナーがこうした伝統

の維持に参加して下さることを、私たちは心から期待しています。 

    

ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ののののプライバシーに関する方針プライバシーに関する方針プライバシーに関する方針プライバシーに関する方針    
 

ライオンズクラブ国際協会による会員個人データの収集及び使用 
 
ライオンズクラブ国際協会は、会員の個人情報を保護することの重要性を認識していま

す。ライオンズクラブ国際協会では、ライオンズクラブ会員及びレオクラブ会員の個人

情報を収集することにより、会員とのコミュニケーション、及び会員同士のコミュニケ

ーションを促進しています。こうした情報は、「友情、親善、相互理解のきずなによっ

てクラブ間の融和をはかる」などの国際協会の目的を推進し、以下を含む必要な運営業

務を遂行することのみを目的として使用されます。 
 

• 会費その他の請求 
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• ライオン誌、会員/役員情報、最新情報の配布  
• 会員増強、エクステンション、会員維持プログラムの支援を目的とした、会

員のプロフィールや動向の編集 
• 大会及び会合の企画 
• 過去及び現在の国際役員、理事、理事会アポインティ、複合地区協議会議長、

地区ガバナー協議会、地区及び副地区ガバナー、クラブ役員など、ライオン

／レオ・リーダーのための連絡先情報 
• 広報活動及び協力関係の促進 
• ライオンズクラブ国際財団及びその他の公認奉仕プログラムの支援 
• 国際理事会の決定した目的及び目標に基づく特別な宣伝、会費外収入プログ

ラム、その他の用途 
• 法律によって義務付けられた情報の開示、又は司法もしくは政府の調査に供

すべき情報の開示 
 
ライオンズクラブ国際協会では、パスワードで保護された領域を使用し、アクセスを制

限することで個人情報を保護しています。したがって、皆さんがそれぞれのパスワード

を保護することが大切です。 
 
収集される支払情報はすべて、通信中はソフトウェアによって保護されます。このソフ

トは、インターネットを流れるすべての個人情報を暗号化することで、こうした情報を

保護するものです。国際協会では注文確認を行う際に、皆さんのクレジットカード番号

の限られた一部分を開示するのみです。 
 
公式名簿は、パスワードなしにインターネット上でアクセスすることはできません。公

式名簿または会員の個人情報を含むいかなる文書についても、アクセスを許可された個

人は、その情報を国際協会の目的の推進のためにだけ使用するものとし、使用後はこう

した記録をすべて削除することに同意しなければなりません。クラブ役員の連絡先を掲

載したクラブ検索システムも利用することができます。クラブ検索システムは、商業的

な顧客名簿としては使用できないようにデザインされています。また、ライオンズクラ

ブ／レオクラブの会員は、クラブ検索システムがこのような目的で利用されることのな

いよう保証しなければなりません。  
 
ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイト 
 
国際協会ウェブサイトの一部機能を使うために、個人情報を入力するよう求められるこ

とがあります。登録は任意です。しかし、ウェブサイトの当該部分に参加するためには

登録をしなければなりません。登録には個人情報の開示が必要となりますが、電子コミ

ュニケーション設定プロフィールを更新することにより、個人情報がどのように使われ

るかをコントロールすることができます。  
  
E メールアドレスを提供することにより、ライオンズクラブ国際協会及びその関連プメールアドレスを提供することにより、ライオンズクラブ国際協会及びその関連プメールアドレスを提供することにより、ライオンズクラブ国際協会及びその関連プメールアドレスを提供することにより、ライオンズクラブ国際協会及びその関連プ

ログラムから情報を受け取ることに同意（オプトイン）したことになります。ログラムから情報を受け取ることに同意（オプトイン）したことになります。ログラムから情報を受け取ることに同意（オプトイン）したことになります。ログラムから情報を受け取ることに同意（オプトイン）したことになります。配信停



XI - 8 

止（オプトアウト）、Eメール通知設定の変更、配信プロフィールの設定変更も行うこ

とができます。  
 
ウェブサイトにアクセスしている際に、当方の制御の及ばない範囲で他のウェブサイト

に移動することがありますのでご了承ください。国際協会のウェブサイトにリンクされ

ているウェブサイトをご利用の際は、個人情報を送信する前にそのウェブサイトのプラ

イバシーポリシーをご確認ください。 
 
当協会の当協会の当協会の当協会の方針方針方針方針及び慣行に同意しない場合は、当協会ウェブサイトを利用しないでくだ及び慣行に同意しない場合は、当協会ウェブサイトを利用しないでくだ及び慣行に同意しない場合は、当協会ウェブサイトを利用しないでくだ及び慣行に同意しない場合は、当協会ウェブサイトを利用しないでくだ

さい。さい。さい。さい。  
 
ライオンズクラブ、レオクラブ、地区、複合地区、財団のプライバシーに関する注意事

項 
 
ライオンズクラブ、レオクラブ、地区、複合地区、財団が、活動の過程で得られた会員、

寄付者、人道援助の受益者、その他の人々の個人情報を使用する場合には、その行為が

プライバシーの侵害に当たらないかを考慮するとともに、共通の指針に従う必要があり

ます。氏名、住所、Eメールアドレス、電話番号、医療情報、財務情報など、何らかの

個人情報を開示する場合には、書面による事前承諾の確保を考えるべきです。又、イン

ターネットに個人情報を掲載する場合、又は第三者に Eメールアドレスを開示する場

合にも、注意が必要です。こうしたことに関わる問題は地域の法律によって規定されて

いる可能性があり、これらの法律は、国によって大きく異なっているため、何らかの個

人情報を使用する前に、詳細について地域の専門家に助言を仰ぐべきです。 
 
上記の方針に関するご用件やご質問は、ライオンズクラブ国際協会までお問い合わせ上記の方針に関するご用件やご質問は、ライオンズクラブ国際協会までお問い合わせ上記の方針に関するご用件やご質問は、ライオンズクラブ国際協会までお問い合わせ上記の方針に関するご用件やご質問は、ライオンズクラブ国際協会までお問い合わせ

ください。ください。ください。ください。(電話：電話：電話：電話：630-571-5466 内線内線内線内線 3847）又）又）又）又はははは E メールメールメールメール：：：：legal@lionsclubs.org）））） 
    

    

地区ガバナー及び地区ガバナー及び地区ガバナー及び地区ガバナー及び第一並びに第二第一並びに第二第一並びに第二第一並びに第二副地区ガバナーの選挙副地区ガバナーの選挙副地区ガバナーの選挙副地区ガバナーの選挙抗議抗議抗議抗議申し立て手順申し立て手順申し立て手順申し立て手順    
 
地区ガバナー/第一及び第二副地区ガバナーの選挙違反に関する会則上の抗議申し立て

には、下記の手順が適用される。 

文書配布手順:  抗議当事者は、すべての書類と関係資料を、会則及び付則委員会メン

バーと国際理事会メンバーに配布されるよう、国際本部の法律部に提出する。抗議手続

きのいかなる当事者も、個々の理事又は執行役員に直接文書を配布してはならない。 

    

A.A.A.A.    抗議抗議抗議抗議    

 
1. 地区ガバナー/第一又は第二副地区ガバナー選挙で複数の候補者が出た地区にお

いて、その役職の候補者として落選した者は、抗議を申し立てることができる。
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落選者による抗議申し立てには、落選者の所属ライオンズクラブによる、この抗

議の申し立てを支持する決議が添えられていなければならない。あるいは、地区

内のグッドスタンディングのライオンズクラブの過半数が抗議を申し立てること

もできる。抗議申し立てには、抗議申し立てを行う地区内各クラブによる、この

抗議の申し立てを支持する決議が添えられていなければならない。 
 

2. ファックス、電子メール、又はその他の書面で理由を説明する最初の抗議通告が、

選挙日から5日(休日以外の就業日)以内に国際本部に届いていなければならない。

但し、E項に示された形式に従って作成された正式な抗議文の原本は、最初の抗

議通告が受理された5日(休日以外の就業日)以内に提出されなければならない。 
 

3. E.項で定められる形式に従っていなければならない。 
 

4. 地区ガバナー選挙に関する抗議には、手続料としてUS$1,000.00又はそれぞれの

国の通貨による相当額を添えなければならない。国際理事会の会則及び付則委員

会による考察が行われる会議を前に、抗議が撤回された場合には、US$200.00が

事務手数料として国際本部に留保され、US$400.00が抗議者に返還されると共に、

US$400.00が返答者に支払われる（返答者が複数に及ぶ場合には、人数分で均等

割りにする）。国際理事会が抗議を認め、その内容が支持された場合には、

US$350.00が事務手数料として国際本部に留保され、US$650.00が抗議者に返還さ

れる。国際理事会が抗議を却下した場合、抗議手数料は返還されない。 
 

5. 第一又は第二副地区ガバナー選挙に関する抗議には、手数料としてUS$1,000.00

又はそれぞれの国の通貨による相当額を添えなければならない。国際理事会によ

る考察が行われるよりも前に抗議が撤回された場合には、US$200.00が事務手数

料として国際協会に留保され、US$400.00が抗議者に返還されると共に、

US$400.00が返答者に支払われる（返答者が複数に及ぶ場合には、人数分で均等

割りにする）。国際理事会が抗議を認め、その内容が支持された場合には、

US$350.00が事務手数料として国際本部に留保され、US$650.00が抗議者に返還さ

れる。国際理事会が抗議を却下した場合、抗議手数料は返還されない。 

 

6. 抗議文の写し及びすべての関係書類は、抗議者により、抗議の対象となる各当事

者に対するのと同時に、かつ同様の方法をもって送られなければならない。この

ような抗議文を受け取った際、法律部は可能であれば、抗議文の写しをしかるべ

き各当事者に送ることもあるが、いかなる場合にも、それ故に抗議者が責任から

解放される訳ではない。抗議を申し立てた場合には、抗議の対象となる各当事者

に抗議文を送った証拠を提出しなければならない。証拠が提出されなかった場合、

抗議文は、規定に沿っていないもの、又は却下されたものとして返却される場合

がある。 
    

B.B.B.B.    返答返答返答返答    
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1. 抗議に対する返答文は、抗議の対象となる当事者からのみ提出されなければなら

ず、E.項で定められている形式に従っており、要請から10日以内の法律部が定め

た期日までに国際本部に届いていなければならない。但し、会則及び付則委員会

委員長との相談で法律部長は、妥当な理由があれば、その返答文をファックスで

送ること、及び(又は)返答提出日を更に5日間延ばすことを許可することができ

る。 

 

2. 返答文には、選挙が行われた大会の公式議事録の写しと共に、該当する地区会則

及び付則ならびに地区大会選挙規定及び（又は）投票規定の写しをすべて添付し

なければならない。この議事録には、地区大会の選挙手順と選挙結果を添付し、

地区ガバナーと地区キャビネット幹事がその正確さを証明しなければならない。

法律部は、抗議に対する返答として追加の書類を要請することができる。これら

の書類は、要請された日から10日以内の法律部によって定められた期日までに提

出する。 
 

3. 返答文の写し及びすべての関係書類は、返答者により、抗議者に対するのと同時

に、かつ同様の方法をもって送られなければならない。法律部がこのような返答

文を受け取り次第、法律部は可能であれば、返答文の写しをしかるべき各当事者

に送ることもあるが、いかなる場合にも、それ故に抗議者が責任から解放される

訳ではない。抗議の対象となる各当事者に返答文を送った証拠を提出しなければ

ならない。証拠が提出されなかった場合、返答は、規定に沿っていないもの、又

は却下されたものとして返却される場合がある。 
 
CCCC    返答への回答返答への回答返答への回答返答への回答文文文文 
 

1. 返答に対する回答文は、抗議者により、返答文を受取ってから 5日以内に国際本

部に提出されなければならない。E項で記載されている形式に従って、回答文は

5ページまでにまとめる。追加の書類は一切受け付けない。回答文には、提議さ

れている問題があれば、それについて対応するべきであり、抗議文にすでに示さ

れている申し立てを繰り返してはいけない。 
 
2. 回答文の写し及びすべての関連書類は、抗議者により、抗議の対象となる各当事

者に対するのと同時に、かつ同様の方法をもって送られなければならない。この

ような回答文を受け取った際、法律部は可能であれば、回答文の写しをしかるべ

き各当事者に送ることもあるが、いかなる場合にも、それ故に抗議者が責任から

解放される訳ではない。回答文を提出した場合には、抗議の対象となる各当事者

に回答文を送った証拠を提出しなければならない。証拠が提出されなかった場合、

回答文は、規定に沿っていないもの、又は却下されたものとして返却される場合

がある。 

 
D.D.D.D.    当事者以外からの返答当事者以外からの返答当事者以外からの返答当事者以外からの返答    
 



XI - 11 

法律部は、抗議当事者以外の第三者からのいかなる返答や意見をも重要視せず、及

び(又は)従わないだけでなく、それらは返却され及び(又は)その旨が伝えられる。  
 
E.E.E.E.    抗議文、返答文及び回答文の形式抗議文、返答文及び回答文の形式抗議文、返答文及び回答文の形式抗議文、返答文及び回答文の形式    

 
1. 抗議文原本には、次の事項を次の順で含める。(a)抗議の内容を理解するのに必

要な事実を正確かつ公平に述べた記述書、(b)当事者が主張する論議とその理由、

(c)希望する解決策を説明する簡単な結論。  
 
2. 文章はすべて、付録も含み、12ポイント又はそれ以上の大きさの活字でなければ

ならない。脚注は、9ポイント又はそれ以上の大きさでなければならない。文書

の内容を増やすために、文書を縮小させたり活字を圧縮させたりしてはならない。

写真で縮小されたものは考慮されず、発送者に返送される。どの書類についても、

縦11インチに横8.5インチ又はA/4のサイズの紙を使い、回りの余白はそれぞれ4

分の3インチずつでなければならない。また、左上をホッチキスで止めるか綴じ

なければならない。紙は一面だけ使うことができる。 
 
3. 抗議文及び返答文は、10ページを超えてはならず、証拠資料としての添付物は5

ページまで加えることができる。返答に対する回答文は、5ページを超えてはな

らず、追加書類は一切受け付けられない。合計ページ数制限の一部として、各ペ

ージには順を追って番号(例えば、10の１ページ、10の2ページなど)が付いてい

なければならない。このページ制限の超過、又は追加の証拠資料の提出は許可さ

れない。ページ制限に限られることなく、1枚の表紙には、(a)地区番号、(b)抗

議者の住所氏名、電子メール･アドレス、ファックス番号、(c)抗議当事者の住所

氏名、電子メール･アドレス、ファックス番号、(d)選挙日、(e)投票数を含む選

挙の結果が、ページの上から順に記入されていなければならない。  
 
4. 最終ページの最後の文章の後に「国際理事会の決定が最終的なものであり拘束力

を有することに同意する」という文章を付記し､すぐ下に、抗議文提出者の肉筆

の署名が付いていなければならない。更に書類の各ページには、提出者のイニシ

ャルが付いていなければならない。これに加え、抗議申し立てが電子的手段で行

われる場合、抗議申立人は、電子的手段によって提出された書類が原本と相違な

い写しであることを述べた奥書証明を記載しなければならない。 

 

5. 法律部は、上記の規定に沿っていない抗議文はいかなるものも受け付けてはなら

ず、規定に反することを書き添えて提出者に返送しなければならない。しかし、

直ちに適切な書類が代わりに提出されれば、その書類は期限までに提出されたも

のとみなされる。国際理事会は、会則及び付則委員会を通して、これらの規定に

従わずに再提出された抗議文のいかなるものについても考慮を拒むことができる。

また国際理事会は、上記手順又は条件に沿っていない抗議文、返答文、返答に対

する回答文はいかなるものも、考慮することを必要としない。抗議申し立て、返

答、及び回答の当事者は、国際理事会により考察されるべき問題を提示すること、
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ならびに国際理事会の決定が最終的なものであり拘束力を持つことに同意する。

国際理事会の決定は、最終的なものであり拘束力を有する。 
 
F.F.F.F.    地区ガバナーエレクト・セミ地区ガバナーエレクト・セミ地区ガバナーエレクト・セミ地区ガバナーエレクト・セミナーナーナーナー    
 

地区ガバナー選挙に対する抗議の当事者には、国際理事会により抗議の生じている

地区での選挙結果が採択され、その結果が有効であると宣言されるまで、もしくは

次期会長が承認するまでは、地区ガバナーエレクト・セミナーに出席する資格はな

い。各地区は、抗議結果が出るまでに抗議の当事者が次期会計年度の準備ができる

よう、地区レベルのどの訓練に出席できるかを決定することができる。 

ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会ライオンズクラブ国際協会のののの紛争処理に関するガイドライン紛争処理に関するガイドライン紛争処理に関するガイドライン紛争処理に関するガイドライン    
 

はじめに 
 
対立が生じるのは当たり前のことであり、組織にとって時には健全なことでさえありま

す。さまざまな理由があって対立は起こり得るものであり、対立の解消を望むのであれ

ば、対立している理由を理解することが役立ちます。誰しも相手に対する敬意をもって

自由に意見の相違を表現し、建設的にそれらに取り組み、解決するべきです。とはいえ、

何らかの正式な紛争処理手順によらなければ対立を解消することができない場合もある

でしょう。ほとんどの対立は正式な手順によらなくても解決することが可能であり、そ

うするべきである一方、中には複雑かつ困難であるために、関係者全員にとって納得の

いく解決策を確実に見出すには、追加の手順を必要とする対立もあります。 

 

ライオンズの紛争処理手順の目的は、正式な証拠聴聞会を必要とすることなしに、ライ

オンズ組織内で対立を解消するための仕組みを提供することにあります。この目的を達

成するために国際理事会は、国際会則及び付則や国際理事会方針に起因する苦情、紛争、

あるいは申し立て、もしくはクラブまたは地区（単一、準、複合）レベルで発生した問

題に対処するための手順を採用しました。いかなる苦情、紛争、あるいは申し立ても、

国際会則及び付則並びに国際理事会により採用された方針及び手順に従って解決するこ

とが会員としての義務です。そのためにクラブ、地区、複合地区の各レベルでライオン

ズの問題を解決する際の妥当な紛争処理手順の方針として、クラブ紛争処理手順、地区

紛争処理手順、複合地区紛争処理手順が国際理事会により採用されています。 
 
このガイドラインは、非公式な話し合いでは対立を解決することができない場合に、ク

ラブ、地区、複合地区の紛争処理手順に従って解決にあたるライオンズの会員、クラブ、

地区（単一、準、複合）に役立てていただくことを目的としています。従ってあくまで

も国際理事会により採用された方針を補うものであって、国際理事会により採用された

方針に代わるものではありません。ライオンズには各方針を詳細にわたって理解するこ

とが奨励されます。これらの方針はライオンズクラブ国際協会ウェブサイト

（www.lionsclubs.org）会員センターの法律部「資料・出版物」ページでご覧いただく

か、法律部に電話（1-630-203-3847）もしくは E メール（legal@lionsclubs.org）でお問



XI - 13 

い合わせください。尚、本ガイドラインは会則抗議申し立て手続き、あるいは地区ガバ

ナー/副地区ガバナー選挙抗議申し立て手順に対して適用されるものではないことにご

留意ください。これらの抗議申し立て手順についてはそれぞれの方針でさらに詳しく説

明されています。 
 
第第第第 1111 項項項項::::        紛争処理に関する一般原則紛争処理に関する一般原則紛争処理に関する一般原則紛争処理に関する一般原則    

紛争処理の目的 
紛争処理の目的は、会員に関する問題だけでなくライオンズクラブや地区（単一、準、

複合）により採用された方針および手順に関する問題に起因する紛争を内部で解決する

機会をライオンズに提供することにあります。紛争処理の手続きを踏む前にまず当事者

は自分たちで問題を解決するよう全力を尽くすべきです。 
 
用語の定義 
以下は紛争処理手順の方針で共通して使われている用語の定義です。 
 

苦情申立人苦情申立人苦情申立人苦情申立人////抗議者抗議者抗議者抗議者とは、紛争処理手順に基づく問題解決を要請する当事者です。

適用される紛争処理手順に応じて会員、元会員、クラブ、あるいは地区の場合が

あります。 
 
調停者調停者調停者調停者とは、紛争処理手順に基づいて抗議者の苦情を審理し、提起された問題

を解決するために選ばれる中立の立場にある人です。 
 
紛争処理紛争処理紛争処理紛争処理とは、一人またはそれ以上の公平な人に紛争の仲裁を付託することで

あり、これにより拘束力を持つ最終決定が行われます。 
 
DRP とは、紛争(Dispute)解決(Resolution)手続き(Procedure)の略語です。 
 
手数料手数料手数料手数料は、論争処理手順を開始するために支払わなければならない金額です。

各紛争処理手順には手数料に関する個々の仕組みと要件が設けられています。 
 
当事者当事者当事者当事者とは、抗議者と抗議に対する返答者です。 
 
返答者返答者返答者返答者とは、返答を行う当事者です。 

 
    

第第第第 2222 項項項項::::        紛争処理が適切な場合紛争処理が適切な場合紛争処理が適切な場合紛争処理が適切な場合    

紛争処理要請に至る前に対立解消 
ライオンズは紛争処理手順の方針に頼る前に、互いに敬意をもって公正にすべての対立

を解消するよう努めなければなりません。少なくとも当事者同士が一度は話し合いを行

い、対立解消の努力をするべきです。このような非公式の話し合いは紛争処理手順の一

部ではありませんが、紛争処理が適切か否かを判断する上で不可欠です。非公式な設定

において対立を解決する一つの方法としては、互いに協調して問題に取り組むというア
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プローチがあります。このようなアプローチを用いることで当事者全員が互いの考えや

意見を検討し、誰にとっても納得のいく新たな解決策を見出す努力をします。この方法

では対立内容を分析し、どういったことを行っていくのかを計画した上で対立を解消す

ることが求められます。正式な手順を用いずに対立を解消することに関する詳細や参考

情報は、ライオンズクラブ国際協会のウェブサイト（www.lionsclubs.org）から [ライオ

ンズ学習センター] へと進み、「対立の解消」と題するオンライン学習コースをご覧く

ださい。 
 
当事者同士が話し合いで対立を解消することができたかどうかにかかわらず、いかなる

時点においても訴訟を起こしてライオンズ内の紛争を解決することは適切ではありませ

ん。訴訟は費用と時間がかかるばかりか、ライオンズ内部の問題に対する裁定のために

ライオンズ外の個人や組織をも不必要に巻き込むことになります。ライオンズ内部の紛

争を解決するために訴訟を起こすことはライオンに似つかわしくない行為と見なされ、

除名および（または）クラブ解散の理由となる場合があります。また、会員であること

の義務としてライオンは法廷に訴え出る前にライオンズ内に設けられているあらゆる解

決手段を講じるべきであり、場合によってはまず紛争処理を踏まなければ訴訟を起こせ

ないこともあるでしょう。 
 

紛争処理手順の適用対象となる行為の種類 
会員、クラブおよび地区の境界線、方針、クラブ、地区、あるいは複合地区の会則及び

付則の解釈に関する紛争はすべて、ライオンズ紛争処理手順の方針の下に処理されるに

適しています。一般にクラブ内の問題や地区に関する問題が紛争の争点となるでしょう。

例えば、除名などの懲戒処分を含む、会員であることに起因する紛争やクラブ役員の選

挙または任命といった付則の順守に起因する紛争のほか、会費の適切な充当などの地区

の問題に起因する紛争はいずれも紛争処理手順の適用対象となる事例です。どの紛争処

理手順が適切であるかの判断にあたっては当事者が紛争問題の及ぶ範囲と、紛争がクラ

ブ、地区、あるいは複合地区の問題のいずれであるかを検討するべきです。併せて、誰

が抗議を申し立てるのかにも注意することが重要です。個々のライオンズ会員によって

申し立てられる抗議については、クラブ紛争処理手順のみが適切です。地区および複合

地区の紛争については、申し立てを行う当事者はライオンズクラブおよび（または）地

区でなければなりません。 
 

第第第第 3333 項項項項::::        調停による紛争処理の手続きを始めるにあたり調停による紛争処理の手続きを始めるにあたり調停による紛争処理の手続きを始めるにあたり調停による紛争処理の手続きを始めるにあたり    

各紛争処理手順には具体的な時期と手数料に関する要件が設けられています。以下の表

は調停による紛争処理を始める方法、その要請を行う時期、必要となる手数料をまとめ

たものです。尚、地区ガバナー及び副地区ガバナーの選挙抗議申し立て手順と会則抗議
申し立て手続きは、以下の表には含まれていませんのでご注意ください。これらについ
ては異なる手順と期限に従う必要があり、本ガイドラインでは取り上げられていません。 
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紛争処理紛争処理紛争処理紛争処理

手順手順手順手順    

抗議を申し立抗議を申し立抗議を申し立抗議を申し立

てることがでてることがでてることがでてることがで

きるのは誰できるのは誰できるのは誰できるのは誰で

すすすすかかかか????    

抗議を申し立てる抗議を申し立てる抗議を申し立てる抗議を申し立てる

ことができる時期ことができる時期ことができる時期ことができる時期

はいつですかはいつですかはいつですかはいつですか????    

時間に関する制約の適時間に関する制約の適時間に関する制約の適時間に関する制約の適

用免除は可能ですか用免除は可能ですか用免除は可能ですか用免除は可能ですか????    

誰に対して抗誰に対して抗誰に対して抗誰に対して抗

議を申し立て議を申し立て議を申し立て議を申し立て

ればよいですればよいですればよいですればよいです

かかかか????    

手数料手数料手数料手数料    

クラブクラブクラブクラブ    会員および元

会員 
抗議申し立ての根

拠となる事態の発

生を知ってから

30日以内 

はい、地区ガバナー、

調停者、あるいは国際

理事会により可能 

地区ガバナー *US$50.00 

地区地区地区地区    クラブ 抗議申し立ての根

拠となる事態の発

生を知ってから

30日以内 

はい、地区ガバナー、

調停者、あるいは国際

理事会により可能 

地区ガバナ

ー。抗議の対

象が地区ガバ

ナーの場合に

は前地区ガバ

ナー 

US$750.00 

複合地区複合地区複合地区複合地区    クラブ、準地

区 
抗議申し立ての根

拠となる事態の発

生を知ってから

30日以内 

はい、協議会議長、調

停者、あるいは国際理

事会により可能 

協議会議長。

抗議の対象が

協議会議長の

場合には協議

会幹事または

協議会会計 

US$750.00 

    

手数料の返還手数料の返還手数料の返還手数料の返還    ((((米ドル米ドル米ドル米ドル))))    

    
紛争処理紛争処理紛争処理紛争処理 
手順手順手順手順 

裁定に先立って抗議申し立て裁定に先立って抗議申し立て裁定に先立って抗議申し立て裁定に先立って抗議申し立て

が和解に至ったか撤回されたが和解に至ったか撤回されたが和解に至ったか撤回されたが和解に至ったか撤回された

場合場合場合場合 

抗議申し立てが認められなかっ抗議申し立てが認められなかっ抗議申し立てが認められなかっ抗議申し立てが認められなかっ

た場合た場合た場合た場合 
抗議申し立てが支持され抗議申し立てが支持され抗議申し立てが支持され抗議申し立てが支持され

た場合た場合た場合た場合 

クラブクラブクラブクラブ 抗議申し立て手数料は全額、

地区の事務手続き費用に充て

られる。返還に関する手続き

が地区キャビネットにより承

認されない限り、手数料は返

されない。 

  

地区地区地区地区 US$325が抗議者に返還され、

$325が返答者に支払われる 
US$650が返答者に支払われる US$650が抗議者に返還さ

れる 
複合地区複合地区複合地区複合地区 US$325が抗議者に返還され、

$325が返答者に支払われる 
US$650が返答者に支払われる US$650が抗議者に返還さ

れる 

 
* 別の金額が明示されていない限り、各手数料のうち US$100は自動的に地区または複

合地区の事務手続き費用に充てられ、この金額は、抗議申し立てが和解、撤回、支

持のいずれの場合にも、いかなる当事者にも返還されません。 
 
第第第第 4444 項項項項::::        調停者の選出調停者の選出調停者の選出調停者の選出 

いかなる調停者もライオン指導者であると共に、紛争に関係しているクラブ以外のグッ

ドスタンディング･クラブに所属するグッドスタンディングの会員でなければなりませ
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ん。さらに、いかなる調停者も紛争中の問題に関して公平であり、かつ紛争のいかなる

当事者に対しても忠誠心を持たない者でなければなりません。双方がそれぞれ選んだ調

停者による調停者/議長の選出にかかわる決定は最終であり、拘束力を伴います。調停

者選出手続きが完了した時点で、調停者は本手順に従って紛争の処理または裁定を行う

ために適切かつ必要なすべての権限を有するものとします。 

 
紛争処理手順において調停者として適任者を選ぶことが問題解決には不可欠です。以下

は当事者が調停者を選ぶにあたって考慮すべき点です。 
 

• 公平かつ客観的に対応するという確固たる決意 
• 紛争対処に関するスキルおよび（または）過去に紛争処理を行った経験 
• 思慮深い性格:  公平、根気、丁寧 
• 誠実で根気があり、礼儀正しいことで知られる、人望の厚いライオン指導者 
• 地域内において強い倫理観の持ち主として評判 

 
以下の表はクラブ、地区、複合地区の各紛争処理手順の方針に従って調停者を選ぶステ

ップをまとめたものです。 
 
紛争処理紛争処理紛争処理紛争処理

手順手順手順手順    

調停者調停者調停者調停者    調停者を任命するのは誰です調停者を任命するのは誰です調停者を任命するのは誰です調停者を任命するのは誰です

かかかか????    

調停者調停者調停者調停者////議長に対議長に対議長に対議長に対

する承認する承認する承認する承認****    

紛争処理にかかる紛争処理にかかる紛争処理にかかる紛争処理にかかる

およその日数およその日数およその日数およその日数    

クラブクラブクラブクラブ 調停者 1名 抗議申し立てが行われてから

15日以内に地区ガバナーが調

停者 (元地区ガバナー) を任

命。調停者が 15日以内に任命

されない場合、法律部が調停

者を任命 

調停者に対して各

当事者による承認

が必要 

30日以内 

地区地区地区地区 調停者 3名 (当事

者が 2者を超える

場合には、調停者

が 3名を超えるこ

ともあり得る) 

抗議申し立てが行われてから

15日以内に各当事者が調停者 
(元地区ガバナー) を 1名ずつ

選出し、選ばれた調停者が議

長を兼任する中立の調停者 (元
地区ガバナー) を 1名選出 

当事者により選出

された調停者が中

立の調停者を選出 

90日以内 

複合地区複合地区複合地区複合地区 調停者 3名 (当事

者が 2者を超える

場合には、調停者

が 3名を超えるこ

ともあり得る) 

抗議申し立てが行われてから

15日以内に各当事者が調停者 
(元地区ガバナーまたは元協議

会議長) を 1名ずつ選出し、選

ばれた調停者が議長を兼任す

る中立の調停者 (元国際理事) 
を 1名選出 

当事者により選出

された調停者が中

立の調停者を選出 

90日以内 

 
* 地区ガバナーにより任命された調停者の承認地区ガバナーにより任命された調停者の承認地区ガバナーにより任命された調停者の承認地区ガバナーにより任命された調停者の承認 – 万一、任命された調停者に対してい

ずれかの当事者が不服である場合には、不服を唱える当事者は、かかる調停者を不

服とするすべての理由を明記した文書を、10 日以内に地区ガバナー・チーム（地区

ガバナー、第一副地区ガバナー、及び第二副地区ガバナー）に提出しなければなり
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ません。任命された調停者が公平性や中立性に欠けることが、当事者の文書によっ

て十分に立証されていると地区ガバナー・チームが多数決によりその自己の裁量で

判断した場合には、地区ガバナー・チームは、紛争に関係しているクラブ以外の、

紛争が生じている地区（単一又は準）内、あるいは隣接地区のグッドスタンディン

グ・クラブに所属するグッドスタンディングの現会員であると共に、紛争中の問題

に関して公平であり、かつ紛争のいかなる当事者に対しても中立である別の調停者

を多数決によって任命しなければなりません。そうでない場合、地区ガバナー・チ

ームは多数決により、不服の主張を退け当初の調停者の任命を確定する旨を記した

文書を出さなければなりません。 
 
* 3333 人目の調停者人目の調停者人目の調停者人目の調停者////議長選択議長選択議長選択議長選択::::  選出された調停者のあいだで 3人目の調停者/議長の選択

について 15日以内 (正当な理由の下に期限が延長された場合を除く) に合意に達しな

い場合には、選出された調停者は全員、行政上の理由により辞任したものと自動的

に見なされ、各当事者は新たに調停者（“選出された調停者から成る第二のチー

ム”）を選出し、新たに選出された調停者が 3 人目の調停者/議長を選出しなければ

なりません。選出された調停者から成る第二のチームが、紛争が生じている地区か

ら 3 人目の調停者/議長の選択について 15日以内に合意に達しない場合には、選出さ

れた調停者は、紛争が生じている地区/複合地区外のクラブに所属する会員一人を調

停者として選出することができます。万一、選出された調停者から成る第二のチー

ムが調停者の選出について合意に達しない場合には、紛争が生じている地区、また

は周辺の地区のうち最も近い地区のいずれかに所属する、一番最近に国際理事会で

の職務を果たした元国際理事が調停者/議長に任命されるものとします。 
 
第第第第 5555 項項項項::::        調停会議の開催調停会議の開催調停会議の開催調停会議の開催    

会議の日時および場所の選定 
調停者は、選出されてから 30日以内に調停会議を開催すべく、その日時および場所を

定めなければなりません。開催地は当事者全員にとって異存のない中立の場所であるべ

きです。会議を手配するにあたって調停者は当事者全員の予定を考慮し、会議開催につ

いて妥当な事前通知を行うことが必須です。当事者のいずれか一方が会議の日時または

場所に反対の場合には、その旨が直ちに調停者に連絡されなければなりません。当事者

全員が協力し合って、双方に都合のよい日時および場所での会議を計画することが肝要

です。 
 
会議の準備 
各当事者および調停者は会議に向けて十分準備をするべきです。その準備として各当事

者は、紛争に関係のある問題を明確にすると同時に分析する責任をもちます。また問題

の範囲を明らかにし、時間的制約、利用可能な資源、費用、地域の慣習などを考慮に入

れた上で何を予測できるかについて現実的になるべきです。本ガイドラインの末尾には、

会議に備える際に当事者および調停者に参考にしていただけるチェックリストが掲載さ

れています。会議に出席する前にこのチェックリストを見直してください。 
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会議参加者 
会議に参加するのは抗議者、返答者、そして調停者となります。追加の証人が必要であ

り、それが調停者/議長に承認され、当面の問題を理解する上で不可欠な場合には、紛

争に対する当事者ではない証人も会議に出席することができます。 

 
調停者の役割 
調停者は和解に至るよう調停会議の雰囲気を作る責任を担います。目標は対立を円満に

解決するよう当事者に促すことにあります。その達成に向けて調停者は会議を手配し、

会議で何が起こると予想されるかを当事者に助言するほか、会議の秩序を維持しなけれ

ばなりません。調停者は以下の主要目標を達成するよう努めるべきです。 
 

• 当事者間の敵意を和らげ、提起されている問題について充実した話し合いが

できるようにする。 
• これまでに検討されていないか、十分煮詰まっていない部分について討議す

る。 
• 分かりやすく、不快感を与えない言葉で双方の立場や提案を伝える。 
• 追加の事実や当事者が本当に関心を持っていることを徹底的に調べ、明らか

にする。 
• 信頼を損なうことなく、特定の問題についての相手の見方や考えに対する理

解を深められるよう、各当事者を助力する。 
• 問題点と当事者の立場との隔たりを狭め、極端な要求を思いとどまらせる。 
• 代案がないか調べ、解決策を探す。 
• 問題が振り出しに戻ったり、予期しない問題が発生したりするのを防ぐ。 
• 現行の問題を解決すると同時に当事者の今後のニーズを満たす裁定を行う。 

 

調停者の目的は、速やかかつ円満に紛争を解決することにあります。調停努力が成功し

なかった場合には、調停者はその紛争に対して裁定を行う権利を有します。調停者は会

議で仲介役を務め、会議の形式を定めます。当事者双方に対しそれぞれの争点と解決案

を提示するための十分な機会が与えられるよう確実にするのは調停者の責任です。 
 
各当事者の役割  
各当事者には紛争処理に全面的に参加する責任があります。率直、かつ相手に対する敬

意をもってコミュニケーションを取ることが奨励されます。あらかじめ決められた会議

開催地に到着する前に各当事者はそれぞれの立場を慎重に見直し、問題について率直に

話し合う心構えをしなければなりません。調停会議に出席する前に当事者が確認すべき

チェックリストが添付されていますので参考としてください。一般に下記の原則に従う

とよいでしょう。 
 

• 紛争に関係のある問題を明確にし、細かく検討する。 
• 可能性のある紛争解決策を見出す。 
• 自分の立場を支持するすべての事実、書類、理にかなった根拠を用意する。 
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• 紛争にかかわるすべての当事者に対し敬意を持って、礼儀正しく接する。 

• 他の人の意見にも耳を貸す心をもち、妥協点を見出す心構えでいる。 
 
会議中の行いに関する規則 
当事者との会議を行うにあたり、意見聴聞会のようなより正式な会議形式にするのか、

もしくは非公式のものにするのかについては、会議の予定を組む前に、当事者全員の同

意を得た上で決定されなければなりません。同意が得られない場合には、議長、または

議長がいない場合には調停者、が会議の形式と手続きを決定します。正式な会議を行う

のであれば、調停者は、例えば American Arbitration Association (米国仲裁協会)、
Association for International Arbitration (国際仲裁協会)、International Institute for Conflict 
Prevention & Resolution (紛争防止および解決に関する国際研究会)、あるいは

International Centre for Dispute Resolution (紛争処理国際センター) 等が定めている基準に

含まれている手順を用いることができます。採用された手順にかかわらず、いかなる当

事者も、以下の原則に従わなければなりません。 
 

• 合意に基づき取り決められた日時および場所で遅滞なく会議を開始する。 
• 議長、もしくは議長がいない場合には調停者が会議を主宰する。 
• タイミング良くすべての事柄を処理できるよう、当事者全員が会議に備える

必要がある。 
• 目前の紛争に関係のある事柄についてのみ討議が行われる。 
• いかなる当事者もライオンズの道徳綱領に則って相手に対し敬意をもって、

礼儀正しく接する。 
    

第第第第 6666 項項項項::::    最終的な裁定最終的な裁定最終的な裁定最終的な裁定    

当事者間で速やかかつ円満に解決することができなかった場合には、調停者がその紛争

に対して裁定を行う権限を有します。調停者は調停会議開催後 30 日以内に書面により

裁定を行わなければならず、その裁定は最終的なものとなり、当事者全員がこれに拘束

されます。調停者が一人以上いる場合には、裁定を記載する文書には調停者全員が署名

しなければならないと同時に、反対意見の調停者がいる場合にはその内容もすべて明記

しなければなりません。その写しは紛争処理手順の方針に従って利害関係者全員に送付

されなければなりません。 
 
書面による裁定は当事者により提起された問題に限定されるものとします。また、いか

なる裁定も国際、複合地区、地区の会則及び付則ならびに国際理事会方針で定められた

いかなる適用条項とも整合していなければなりません。調停者による裁定には、裁定の

対象となった問題、当事者から提示された事実、適用する紛争処理手順、裁定の要約が

掲載されているべきです。以下の情報が書面による裁定に含まれていることが必須です。 

 

• 適用された紛争処理の方針。 

• 会議開催日。 

• 当事者が従った手順/方法に関する簡単な説明。 
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• 当事者およびそれぞれの立場の特定。 
• 当事者が提示した事実の要約。 
• 当事者から提示された情報の分析結果と当事者の主張についての討議内容。 
• 調停者による裁定の明確な記述。 
• 異議を唱える調停者がいる場合にはその意見の明記。 
• 調停者全員の署名。 

 
調停者による裁定は最終であると共に拘束力をもち、国際理事会の権限に従うものとし、

国際理事会またはその被任命者の独自の裁量により国際理事会による更なる審理の対象

となる場合があります。調停者による最終的な裁定に対する上訴手順はありません。 

 

紛争処理に関する追加の情報源紛争処理に関する追加の情報源紛争処理に関する追加の情報源紛争処理に関する追加の情報源 
 
当事者は、紛争が生じている地域の管轄内にある専門組織の資源を活用し、助言を得る

ことが奨励されます。尚、以下の情報源が役立つこともあるでしょう。 
 
ライオンズ学習センター – 対立の解消 - www.lionsclubs.org 
American Arbitration Association (米国仲裁協会) - www.adr.org/ 
Association for International Arbitration (国際仲裁協会) - www.arbitration-adr.org/ 
International Centre for Dispute Resolution (国際紛争処理センター)  - 
www.adr.org/sp.asp?id=21890 
International Institute for Conflict Prevention & Resolution (国際紛争防止および解決研究所) 
- www.cpradr.org/ 
International Chamber of Commerce, Court of Arbitration (国際商業会議所、仲裁裁判所) - 
www.iccwbo.org/court/ 
Permanent Court of Arbitration (常設仲裁裁判所) - www.pca-cpa.org/ 
 

当事者のための紛争処理チェックリスト当事者のための紛争処理チェックリスト当事者のための紛争処理チェックリスト当事者のための紛争処理チェックリスト 

このチェックリストは調停者を交えての紛争処理会議に備えて当事者双方に役立ててい

ただくものです。紛争処理手順によって解決されることになる問題に適切なもののみを

ご利用ください。以下のすべてが適用するとは限りません。 
 

� 提示したいと思う順序に資料を整理する。そうすることがそれぞれの問題

を明確かつ簡潔に提示する上で当事者双方に役立つ。 
 
� 自分の立場を明確に表明する陳述文を作成する。 

 
� 紛争処理の結果としてどのように解決されることを望んでいるかを明確に

述べる。 
 

� 自分のニーズに照らして問題を重要なものから順に並べる。 
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� 自分の立場について強みと弱みを突き止める。 

 
� 取るべき行動、立場、妥協した場合の得るものと失うものを見極め、可能

性のあるさまざまな解決方法を探る。 
 

� 相手側のニーズ、要求、強み、弱み、立場、相手側から見た事実について

予想する。 
 

� 自分の立場を支持する事柄を述べたすべての文書をまとめる。 
 

� 自分の立場を支持するすべての関係資料をまとめる。 
 

� 紛争処理中に使うつもりであり、調停者の回答を希望する事柄に関する資

料のコピーを作り、当事者全員および調停者に配布できるようにする。 
 

� 紛争に関係する重要な情報をもっている可能性のある証人のリストを提供

する。 
 

� 紛争処理に入る前に問題解決に向けて講じた措置について、詳しく説明す

る用意でいる。 
 

� 会議に先立って持参する必要のある追加の書類や情報がないか調停者に問

い合わせる。 
 

� 会議中は携帯電話の電源を切っておく。 
 

� 前向きに取り組む心をもち、進んで妥協点を見出す用意でいる。 
 

調停者のための紛争処理チェックリスト調停者のための紛争処理チェックリスト調停者のための紛争処理チェックリスト調停者のための紛争処理チェックリスト 
 
このチェックリストは当事者との紛争処理会議に備えて調停者に役立てていただくもの

です。紛争処理手順によって解決されることになる問題に適切なもののみをご利用くだ

さい。以下のすべてが適用するとは限りません。 
 

� 当事者双方に対して、それぞれの立場を説明する陳述書の作成を要請する。   
 
� 当事者双方に対して、紛争処理の結果はどうあるべきか、それぞれの考え

を述べるよう要請する。 
 

� 中立な場所で都合のよい日時に会議を開催する手配をする。当事者双方に

対して十分な通知が行われることを確認する。 
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� 会議に先立って陳述書等の文書をすべて提出してもらい、不明な事項につ

いては明確にするよう依頼する。 
 

� 紛争に関係のある問題を明確にし、細かく検討する。 
 

� 既に分かっている状況における限界を理解する (現実的に期待できること、

時間的制約、入手可能な資源、コスト、現地の慣習、その他) 
  

� 会議の協議事項を作成する。当事者がそれぞれの立場について説明する順

番と時間を決める。 
 

� 会議での行動に関するルールを定める。例: 一度に一人のみが発言するこ

とができる、電話の使用は認められない、会議の中断や妨害は許されない

等。 
 

� それぞれの立場について十分説明することを当事者双方に許可する。 
 

� 先入観を持たず、当事者全員に対して公平に接する。 
 

� 当事者双方の立場ではなく利害に目を向ける。 
 

� 取るべき行動、立場、妥協した場合の得るものと失うものを見極め、可能

性のあるさまざまな解決方法を当事者と一緒に探る。 
 

� 当事者に対し、双方が合意できる解決策を見出すよう奨励する。 
 

� 合意に達した時点で、当事者に合意内容を書き留めてもらい、署名しても

らう。 
 

� 最終報告書を作成し、当事者全員に配布する。 
 

地区選挙手順の画一化地区選挙手順の画一化地区選挙手順の画一化地区選挙手順の画一化 
2016年 7月 1日より、標準版地区会則及び付則に対する特定の改正が発効し、全ての

ライオンズ地区（単一、準、複合）に、理事会方針に従い必須選挙手順の採用が義務づ

けられる。国際協会は、選挙手順を画一化することにより、一貫した方法で地区選挙の

運営・実施が円滑に行われるようになり、種々異なる選挙手順から生じている基本的な

問題を軽減するものと期待している。   
 
国際協会では、地区のリーダーが選挙に関するきちんとした知識と能力を備えた役員と

なるよう支援するための一連の取り組みを設けた。しかしながら、全ての地区ガバナー

が今後の変更について常に情報を把握し、指導や支援を求めるライオンと取り組んでい

くよう奨励している。国際理事会方針第 7章に、今後発効する変更が盛り込まれて更新
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された、注釈付き標準版地区会則及び付則が含まれている。国際理事会方針書はライオ

ンズクラブ国際協会ウェブサイト（www.lionsclubs.org）に掲載されている。閲覧する

には「ライオンズ会員センター」から「情報資源」「出版物」「法律」へと進む。 
 
中立オブザーバーに関する方針中立オブザーバーに関する方針中立オブザーバーに関する方針中立オブザーバーに関する方針  
残念なことに、地区選挙は時折、利害をめぐっての誤った指導や非倫理的な言動によっ

て害を受け、結果として対立や抗議、あるいは苦情を引き起こすことがある。この方針

の目的は、公正性を促し、ライオンズクラブ国際協会の基準に合致する地区（単一、準、

及び複合）選挙の実施を支援することにある。2016年 7月 1日より、国際理事会は、

地区大会に先立ちいかなる時でも地区選挙を監視するために選挙オブザーバーを任命す

る権限を与えられる。さらにこの方針の下に、地区ガバナー（地区キャビネットの支持

がある場合）、及び地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナー候補者は、

問題が存在すると考えられる場合には選挙オブザーバーを要請することができるように

なる。 
 
この方針に関する具体的な条件及び規定については、ライオンズクラブ国際協会ウェブ

サイト www.lionsclubs.org（「ライオンズ会員センター」「情報資源」「出版物」「法

律」へと進む）に掲載されている国際理事会方針書第 15章を参照していただきたい。 
 
地区ガバナー停職処分に関する方針地区ガバナー停職処分に関する方針地区ガバナー停職処分に関する方針地区ガバナー停職処分に関する方針 
残念ながら、地区ガバナーがその役職に義務付けられる任務を果たさない時がある。こ

の方針は、地区ガバナーによる重大な違反を報告する方法を一般ライオンズに提供し、

国際理事会による考察が可能な時まで国際協会が地区ガバナーを停職処分とすることが

できるようにするものである。 
 
この方針に関する具体的な条件及び規定については、ライオンズクラブ国際協会ウェブ

サイト www.lionsclubs.org（「ライオンズ会員センター」「情報資源」「出版物」「法

律」へと進む）に掲載されている国際理事会方針書第 15章を参照していただきたい。 
 
上記の方針に関するご用件やご質問は、ライオンズクラブ国際協会までお問い合わせ上記の方針に関するご用件やご質問は、ライオンズクラブ国際協会までお問い合わせ上記の方針に関するご用件やご質問は、ライオンズクラブ国際協会までお問い合わせ上記の方針に関するご用件やご質問は、ライオンズクラブ国際協会までお問い合わせ

いただきたい。いただきたい。いただきたい。いただきたい。(電話：電話：電話：電話：630-571-5466 内線内線内線内線 3847）又）又）又）又はははは E メールメールメールメール：：：：legal@lionsclubs.org）））） 
 

    

地区ガバナーとして任命されるライオンを推薦するための特別会議での手順地区ガバナーとして任命されるライオンを推薦するための特別会議での手順地区ガバナーとして任命されるライオンを推薦するための特別会議での手順地区ガバナーとして任命されるライオンを推薦するための特別会議での手順 

第第第第 1111 地区ガバナー職に空席が生じた場合には、国際本部からの通知を受け次第、前地

区ガバナー又は不可能な場合には最も近年に役を務め可能である元地区ガバナーが、国

際理事会の任命を受けるライオンの推薦を目的に、地区ガバナー、前地区ガバナー、第

一及び第二副地区ガバナー、リジョン·チェアパーソン、ゾーン·チェアパーソン、キャ

ビネット幹事及び会計(又は幹事兼会計)と、その地区内正クラブのグッドスタンディン

グの会員である元国際会長、元国際理事、元地区ガバナーの全員の会議を開く責任を持

つ。 
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第第第第 2222 通知を受けてから 15 日以内という規定に沿って会議を開けるよう、できるだけ

早く、文書による会議通知を送らなければならない。会議の議長として前地区ガバナー

が、開催地と開催日時を決める権限を持つ。しかし、最善を尽くして中央的な開催地を

選び、15日という限度以内で都合の良い日時に会議を予定する。 

第第第第 3333 議長は、文書による出席者名簿を作る。 

第第第第 4444 出席する権利のあるライオンズは、自分が選びたい人をそれぞれ一人、席上で指

名推薦することができる。 

第第第第 5555 推薦された人は、それぞれ一人だけの支持者に長さ 3 分以内の支持演説をしても

らうことができ、更に 5分間、自分で演説をすることができる。演説をする機会がどの

被推薦者にも与えられた後、議長は推薦締切りを宣言する。推薦締切り後には、いかな

る推薦も受け付けることはできない。 

第第第第 6666    投票 

(a) 推薦締切りの直後に、投票を行う。 

(b) 出席者の過半数が他の投票方法を選ばない限り、投票用紙を使って投票を行う。 

(c) 出席者は、選びたい人の氏名を記入して投票する。一人を超えた人数の候補者名

が記入された投票用紙は無効になる。 

(d) 地区ガバナーとして任命される人を推薦するには、過半数の票数が必要である。

どの候補者も当選に必要な票数を得なかった場合には、一人の候補者が過半数の

票を獲得するまで、上記第 6項で説明されている通りに投票を繰り返す。 

第第第第 7777 議長は会議終了後、但しいかなる場合にも会議終了後 7 日以内に、会議の通知送

付と出席状況の証拠と共に、文書による投票の結果を国際本部に送る。 

第第第第 8888 国際理事会は、特別会議で決まった推薦を国際付則第 9 条 6(a)および(d)項に従

って検討するが、この推薦には拘束されない。国際理事会には、ガバナー職に残る任期

を務める地区ガバナーとして、推薦された人を任命するか、あるいは他のクラブ会員を

任命する権利がある。 

    

地区ガバナーとして任命されるライオンを推薦するための地区ガバナーとして任命されるライオンを推薦するための地区ガバナーとして任命されるライオンを推薦するための地区ガバナーとして任命されるライオンを推薦するための    

特別会議での手順要約特別会議での手順要約特別会議での手順要約特別会議での手順要約    

1. 国際本部が、地区ガバナーとして任命を受けるライオンを推薦するために特別会議

を開くよう、地区に通知した。 

2. 前地区ガバナーが、特別会議開催の通知書を用意する。地区ガバナー、前地区ガバ

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

ーソン、幹事及び会計又は幹事兼会計の外、地区内正クラブのグッドスタンディン

グの会員である元国際会長、元国際理事、元地区ガバナーの全員に、この通知書を

送る。通知書には、会議開催の日時と場所を記入する。 
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3. 議長は、会議の出席者名簿を作る。 

4. 出席者が席上で、指名推薦をする。推薦された人は、それぞれ 5 分間演説すること

ができるし、更に 3分間、支持演説をしてもらうことができる。 

5. 指名推薦締切り直後に、投票を始める。出席者の過半数が他の投票方法を選ばない

限り、投票用紙を使って投票を行う。 

6. 推薦のためには、出席して投票した人の過半数の票数が必要である。誰も当選に必

要な票数を得なかった場合には、本手順に従って投票を繰り返す。 

7. 議長は会議終了後、投票の結果を国際本部に知らせる。 

 

第一又は第二副地区ガバナーとして任命されるライオンを第一又は第二副地区ガバナーとして任命されるライオンを第一又は第二副地区ガバナーとして任命されるライオンを第一又は第二副地区ガバナーとして任命されるライオンを    

推薦するための特別会議での手順推薦するための特別会議での手順推薦するための特別会議での手順推薦するための特別会議での手順    
    

第第第第1111 第一又は第二副地区ガバナー職に空席が生じた場合には、国際会則及び付則に沿

った現存のキャビネット構成員並びに地区内の正ライオンズクラブのグッドスタンディ

ング会員である元国際役員全員の会議を、地区ガバナーが召集する責任を持つ。残る任

期の第一又は第二副地区ガバナーとして有資格のクラブ会員を任命することが、この会

議出席者の義務である。 
第第第第2222 空席を埋めるに当たり、この会議に出席するよう案内状を出すのは、その任務遂

行が可能な地区ガバナー、あるいは不可能な場合には、それが可能な最も近年の元地区

ガバナーの義務であり、会議の議長を務めるのも同ガバナーの責任である。会議の議長

として地区ガバナーが開催地と開催日時を決める権限を持つが、最善を尽くして中央的

な開催地を選び、都合の良い日時に会議を予定するべきである。 
第第第第3333 議長は、文書による出席者名簿を作る。 
第第第第4444 出席する権利のあるライオンズは、自分が選びたい人をそれぞれ一人、席上で指

名推薦することができる。 
第第第第5555 推薦された人は、それぞれ一人だけの支持者に長さ3 分以内の支持演説をしても

らうことができ、更に5 分間、自分で演説をすることができる。演説をする機会がどの

被推薦者にも与えられた後、議長は推薦締切りを宣言する。推薦締切り後には、いかな

る推薦も受け付けることはできない。 
第第第第6666 投票。(a) 推薦締切りの直後に、投票を行う。 
(b) 出席者の過半数が他の投票方法を選ばない限り、投票用紙を使って投票を行う。 
(c) 出席者は、選びたい人の氏名を記入して投票する。一人を超えた人数の候補者名が

記入された投票用紙は無効になる。 
(d) 地区ガバナーとして任命される人を推薦するには、過半数の票数が必要である。ど

の候補者も当選に必要な票数を得なかった場合には、一人の候補者が単純多数の票を獲

得するまで、上記第6 項で説明されている通りに投票を繰り返す。 
第第第第7777 議長は会議終了後、但しいかなる場合にも会議終了後7 日以内に、会議の通知送

付と出席状況の証拠と共に、文書による投票の結果を国際本部に送る。 
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標準版の標準版の標準版の標準版の優越性優越性優越性優越性    

各地区（単一、準、または複合）またはクラブの会則および付則が「国際会則及び付

則」と相反する場合、「国際会則及び付則」が統制および支配権を持つ。国際付則第

13条第 d項には次のように記されている。 

「(d) 各地区は、随時改正される会則及び付則並びに理事会の方針に反しない会則及び
付則を採択しなければならない。そのようなすべての地区会則及び付則は、ライオンズ
クラブ国際協会が法人組織化された州で有効となっている法律に基づく解釈に従わなけ
ればならない。」 

さらに、各地区（単一、準、または複合）またはクラブの会則および付則に定められて

いない事柄に関しては、「標準版会則及び付則」がこれに対応する。国際理事会方針書

7章第 A 項 4.には次のように記されている。 

「4. 4. 4. 4. 標準版の標準版の標準版の標準版の優越性優越性優越性優越性  
理事会は、それぞれの地区（単一、準、複合）会則及び付則に定められていない地区
（単一、準、複合）の運営事項で、それが標準版 (単一、準、複合) 会則及び付則では
定められている場合、後者にある規定が統制及び支配の権力を持つことを言明する旨、
決議する。 
 
理事会は、国際会則及び付則に一貫しており、それぞれのクラブの会則及び付則に定め
られていないクラブの運営事項で、それが標準版ライオンズクラブ国際会則及び付則に
は定められている場合には、後者にある規定が統制及び支配の権力を持つことを言明す
る旨、決議する。」 
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第第第第 11112222 章章章章    

ライオンズクラブ国際財団（ライオンズクラブ国際財団（ライオンズクラブ国際財団（ライオンズクラブ国際財団（LCIFLCIFLCIFLCIF））））    
 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
電話電話電話電話:  1-630-468-6901 Fax:  1-630-571-5735 
lcif@lionsclubs.org  
www.lcif.org  
    

    

LCIFLCIFLCIFLCIF の使命の使命の使命の使命    

不可欠な人道主義的奉仕を行いながら地域社会及び国際社会のために尽くす全世界のライオン

ズクラブの取り組みを支援する。 

概要概要概要概要    

LCIF は、困っている人々に奉仕をするライオンズを助けるライオンズであり、ライオンズクラ

ブ国際協会の公式慈善機関である。LCIF を通じてライオンズは、痛みや苦悩を和らげ、世界中

の人々に癒しと希望をもたらしている。LCIF はライオンズの会員及びライオンズ以外の人々か

らドネーションを受け付け、世界中の地域社会における不可欠な人道的ニーズを満たすための

援助交付金として資金をライオンズ地区に提供する。 

LCIF はライオンズのために具体的に何をするのか。 

• LCIF は、世界的な人道的問題に効果的に対処できるよう、ライオンズクラブ国際協会

を助ける。 
• LCIF は、災害や天災が起こった際、ライオンズが他の人を助けるのを可能にする。 
• LCIF は、地区やクラブが独自で行うには大きすぎる事業に資金を提供する。 
• LCIF は、ライオンズの地元ニーズに応え、地域社会に奉仕する交付金プログラムを考

案する。 
• LCIF は、資金の有効活用とプログラムの拡大のため、パートナー団体と協力する。 

 
LCIF と提携することにより、地区は不可欠な人道主義的事業を手がける。これら事業は、河川

盲目症予防や高齢者支援から、学校建設や世界各地の天災被災者救援などに及ぶ。 

LCIF は非常に効率性の高い財団である。LCIF にはクラブからの会費収入は一切ない。LCIF に

寄せられる資金の殆どはライオンズからのものである。寄付される資金は全額、それを元手に

有効活用される。LCIF 交付金に合わせて同額が、大抵地元で調達される。このほかにライオン

ズ以外の協力者からの資金も活用されることから、LCIF へのすべての寄付がより大きな成果を

もたらすことになる。 

LCIFLCIFLCIFLCIF の運営の運営の運営の運営    

LCIF は、ライオンズクラブ国際協会執行役員、各会則地域及びアフリカの代表 1 名ずつ、会員

一人当たりの平均寄付額が上位 3 カ国の代表 1 名ずつ、会員数が上位 2 カ国の代表 1 名ずつ、
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会長から任命されたアポインティ 2名、最も近年に LCIF 理事長を務めた 2名の元国際会長を含

む 21 名のメンバーから成る理事会によって運営される。メンバーは、LCIF における経験と、

LCIF の人助けの使命達成に向け身を持って示した献身的な努力に基づいて選ばれる。 

LCIF 理事会は毎年 8 月、1 月、5月の 3 回会議を行う。LCIF 理事会の管理の下、下記の委員会

が財団とそのプログラムの開発、監督、推進を支援する。これらには以下が含まれる。 

執行委員会執行委員会執行委員会執行委員会は、理事会を代表して特定の決定を下す権限を与えられており、運営・管理、戦略

計画、LCIF の各諮問委員会（視力ファーストとライオンズクエスト）、LCIFの業務を監督す

る。 
 
開発委員会開発委員会開発委員会開発委員会は資金獲得にかかわる戦略、目標、結果の監督に当たるとともに、LCIF コーディネ

ーターの体制を管理する。 
 
財務委員会財務委員会財務委員会財務委員会は、LCIF の予算と投資を監督するとともに、財務にかかわる一切を点検・確認する

ことにより LCIF が現状に沿った運営を維持し、将来のための資金が充分確保されるようにす

る。 
 
マーケティング委員会マーケティング委員会マーケティング委員会マーケティング委員会は LCIF に対する認知度を高めるための戦略を策定するとともに、情報

伝達手段、PR戦略、広報活動の機会を監督する。 
 
プログラム委員会プログラム委員会プログラム委員会プログラム委員会は交付金申請を審議するとともに、新たなプログラム、事業、取り組み等の

機会を評価する。 
 
視力ファースト視力ファースト視力ファースト視力ファースト委員会委員会委員会委員会及びライオンズクエスト及びライオンズクエスト及びライオンズクエスト及びライオンズクエスト・・・・プログラム諮問委員会プログラム諮問委員会プログラム諮問委員会プログラム諮問委員会は、それぞれプログラ

ムの開発と調整を監督し、米国内及び世界で普及促進に努めると同時に、変化し続けるニーズ

に対応できるよう継続的にプログラムを改善・推進するため設置されている。各委員会はライ

オンズのリーダーとその分野の専門家で構成されており、LCIF 理事会の最終検討に先立って事

業案の検討と交付金支給についての提案を行う。 
 

LCIFLCIFLCIFLCIF コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター    

複合地区LCIFコーディネーターおよび地区LCIFコーディネーターは、ライオンズクラブ国際財

団の大使としての役割を務める。複合地区および地区LCIFコーディネーターは実証済みの優れ

た指導力、そしてLCIFの博愛主義および人道奉仕の理念に対する献身の深さからこの役職に選

ばれる。コーディネーターは全員、十分な研修を経て、LCIFのサポートを受けながら活動する。 
 
複合地区コーディネーターは、LCIF 理事会メンバーが、適切であれば地域の指導者（国際理事、

元国際会長、元国際理事など）と協議の上、推薦する。複合地区コーディネーターは国際会長

と LCIF 理事長の両者によって任命されなければならない。推薦過程においては、複合地区、

地区、クラブのレベルにおける指導者としてのこれまでの経験が勘案される。   
 
複合地区コーディネーターの重要な責任には以下がある。   

• 複合地区内の地区 LCIFコーディネーターのチームリーダーとなる 
• LCIF の使命と実績、またライオンズクラブ国際協会における LCIF の重要性についてラ

イオンズの理解を深める 
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• 複合地区内での LCIF の資金調達にかかわるあらゆる側面で支援を行う 
  
地区LCIFコーディネーターは、複合地区LCIFコーディネーターが、地区ガバナー・チームと協

議の上、推薦する。任期は3年（地域によって異なる場合がある）である。地区コーディネータ

ーの任命は、LCIF理事長が行う。地区コーディネーターの活動は、財団の強化と、世界中のラ

イオンズによる人道的奉仕の促進に向け努力することである。地区LCIFコーディネーターは、

LCIFのボランティアコーディネーターとして以下の重要な責任を担う。 
 

• 地区内の LCIF 開発戦略実施を監督する  
• LCIF の使命と実績、またライオンズクラブ国際協会における LCIF の重要性についてラ

イオンズの理解を深める 
• 地区における資金獲得活動のあらゆる側面を通じて LCIF を支援するよう奨励する 

 
この役職を担うライオンは、LCIFへの明確な関心に加え、地区、及びクラブレベルでリーダー

職を務めた経験を持ち合わせていなければならない。地区LCIFコーディネーターは複合地区

LCIFコーディネーターに直属するが、地区ガバナーをはじめとする現地の地区指導者と緊密に

協力し合うことが奨励される。本役職は2008年に設置されたものであり、新たなLCIF開発戦略

が実行に移されるにつれ、地区LCIFコーディネーターの責任も変化及び（又は）拡大すること

が予想される。 
 
クラブクラブクラブクラブLCIFコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターは、クラブレベルでのLCIFに対する意識高揚に取り組む。クラ

ブLCIFコーディネーターは、重要な財団の取り組みや交付金受給の機会についてメンバーに啓

蒙活動を行い、受益者の声を紹介し、財団に関する質問に答える。また、すべてのメンバーが

財団についてもっと知る機会を得られるよう、クラブでプレゼンテーションを行うことが奨励

される。  
 
この役職は、LCIFコーディネーター体制の一環として設けられているもので、地区LCIFコーデ

ィネーターと緊密に協力する。クラブ用情報資料は、LCIFウェブサイトにて、または要請に応

じて他の手段で入手できるよう、各言語版で用意される。 
 

LCIFLCIFLCIFLCIF におけるにおけるにおけるにおける地区ガバナーの役割地区ガバナーの役割地区ガバナーの役割地区ガバナーの役割    

LCIF は、全ライオンにとっての誇りと人道的活動の源である。地区ガバナーは、地区 LCIF コ

ーディネーター及び複合地区 LCIF コーディネーターとともに以下を行うことによって、LCIF
の世界規模の人道奉仕を支えるべきである。 
 

1. LCIF のゴールと実績を広報する。 
2. キャビネット会議で、地区の LCIF 寄付に関する定期的な進捗報告を地区 LCIF コーディ

ネーターに発表してもらう。 
3. MJF寄付と献金会員寄付をはじめとする、LCIFへのドネーションを奨励する。 
4. クラブに、年に 1度 LCIF 例会を開くよう奨励する。例えば、地区 LCIFコーディネータ

ーによるプレゼンテーションを予定するなど。 
5. 交付金プログラムの内容と申請のための基準を理解する。 
6. LCIF の広報資料や他のツールを活用する。 
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LCIFLCIFLCIFLCIF のプログラムのプログラムのプログラムのプログラム////実績実績実績実績////主な取り組み主な取り組み主な取り組み主な取り組み    

1968年の設立以来、LCIF は世界中の人々の暮らしを向上させるために 9億 2,400万ドル以上を

交付した。LCIF は、ライオンズが目の見えない人々に視力を与え、自然災害の被災者を救援し、

障害者、青少年、老人を援助することを可能にしてきた。 
 
LCIF は国際連合及び世界保健機関との関係を築き、世界的に認められる人道主義的機関へと進

化した。   
 
最新の実績については、LCIFウェブサイト（www.lcif.org）で見ることができる。  
 

視力ファースト視力ファースト視力ファースト視力ファースト    

本プログラムの使命は、失明の主因と闘い視力障害者にリハビリサービスを提供するための包

括的眼科医療システムを構築することである。プログラムでは、眼科医療サービスの提供、人

材研修、インフラの開発、そしてリハビリと教育の提供などを、こうしたサービスの不足する

コミュニティで行うための、質の高い持続可能な事業を支援する。 
 
視力ファーストの実績は、実に目覚ましいものである。1990年の発足以来、視力ファーストは

以下のような成果をあげている。 
 

• 102カ国において総額 3億 1,000万ドルにのぼる 1,192件の視力ファースト交付金を支給 
• 白内障手術によって 780万人の視力を回復 
• 2億 7,100万人の河川失明症を治療 
• 「Sight for Kids（子どもの視力を守ろう）」というジョンソン・エンド・ジョンソンと

の共同取り組みを通じて、2,000万人以上の子ども達の眼疾患検査を実施 
• 何億という人々のための眼科医療サービスを向上 
• 660の眼科病院、診療所、病棟を建設・拡充 
• 何千という眼科専門家や村落の医療関係者を研修指導 

 

視力ファーストの主な取り組み視力ファーストの主な取り組み視力ファーストの主な取り組み視力ファーストの主な取り組み    

 
すべての人に視力を：すべての人に視力を：すべての人に視力を：すべての人に視力を：現在視力ファーストは、1990年の発足当初には目立たなかったか治療で

きなかった視力を脅かす新たな脅威への対応に大々的に力を注いでいる。今日、世界中のライ

オンズが、小児期の失明、糖尿病性網膜症、低視力、屈折異常など、視力を脅かす新たな問題

に重点的に取り組む事業や視力障害者が教育やリハビリテーションを受けられるようにする事

業への支援を要請することができる。 
 
小児期の失明小児期の失明小児期の失明小児期の失明: LCIFは世界保健機関 (WHO) と提携し、五つの大陸にライオンズ小児眼科センタ

ー及び研修プログラムを設け、これまでに何百万という子どもたちを助けている。  
 
河川盲目症河川盲目症河川盲目症河川盲目症:視力ファーストはアフリカ及びラテン・アメリカにおいて何百万件という河川盲目

症治療を支援している。ラテン・アメリカでは、今後 10年以内にはこの病気を撲滅できるもの

とみられている。  
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トラコーマトラコーマトラコーマトラコーマ: LCIFは医薬品、手術、清浄水、医療員訓練、保健教育を提供する事業を通して、

予防可能な失明の世界的主因であるトラコーマと闘っている。今日までに、視力ファーストは

何千件もの睫毛乱生症手術と、1億件のジスロマックス®投与を可能としている。 
 
視力ファースト中国行動計画視力ファースト中国行動計画視力ファースト中国行動計画視力ファースト中国行動計画: 視力ファースト中国行動計画（SFCA）は、中国での眼科医療の

ニーズを受け、1999年に正式に開始した。最初の 2段階を通じて SFCAは、500万件以上の白

内障手術の提供と眼科医療設備の強化を実現した。第 3段階では、トラコーマ撲滅、低視力事

業、そして包括的な眼科医療システムの構築を主眼とした取り組みを行っている。中国政府と

ライオンズは WHOと協力し、2017年までに失明に至るトラコーマを根絶するための包括的な

長期計画を打ち出している。 
 

ライオンズクエストライオンズクエストライオンズクエストライオンズクエスト    

ライオンズクエストは、5～19歳までの子どもたちを対象に、学校を基盤としてライフスキル

を教えるプログラムである。これは、アメリカの教育制度では幼稚園から高校 3年生まで、そ

の他の国では大学に入る前までの初等中等教育を網羅する。青少年の健全な育成のために、ラ

イオンズは 1984年にクエスト･インターナショナルと協力関係を結んだ。プログラムの活用範

囲を広げ、本プログラム実施において地元の学校や地域社会と協力するライオンズにさらなる

支援を提供し、認知度を高めるため、LCIF は 2002年にライオンズクエストを取得した。今日

までに約 1,300万人の青少年がライオンズクエストの授業を受けた。このプログラムは、政府

機関及び教育関係団体からも高く評価されている。ライオンズクエストはこれまでに 90カ国以

上で実施されており、プログラムの教材は約 40カ国語に翻訳されている。 
 
ライオンズクエストのプログラムは、米国教育省発令の効果的予防プログラムに関する 10のガ

イドラインすべてに準拠しているほか、世界中の多くの国が掲げる基準にも沿っている。過去

20年間にわたり、プログラム開発者、学校区、大学、および独立調査会社がプログラムの評価

を実施してきた。その結果、学力テストでの成績の向上、薬物乱用と暴力に関する知識、態度、

および信条の変化、しつけや校則に反する問題発生率の低下、学校中退のリスク低下、アルコ

ール類やタバコその他の薬物の使用の減少などが指摘された。 
 
ライオンズクエストには、年齢層別に三つのプログラムがある。 
 

1. 成長期への対応成長期への対応成長期への対応成長期への対応（（（（Lions Quest Skills for Growing））））: 5～9歳までを対象とした児童用カリ

キュラム。幼い生徒に、良い決断をすることと、自尊心を維持することを教える。 
 

2. 思春期への対応（思春期への対応（思春期への対応（思春期への対応（Lions Quest Skills for Adolescence））））: 10～14歳を対象とした中学校用カ

リキュラム。前向きな社会的態度、他者への敬意、責任感を育てると同時に、青少年を

健全な選択と薬物や暴力のないライフスタイルへ導く強力な非行防止ツールとしても効

果を発揮する。 
 

3. 飛躍への対応（飛躍への対応（飛躍への対応（飛躍への対応（Lions Quest Skills for Action））））: 15～19歳を対象とした高校用カリキュラ

ム。個人的・社会的・思考的スキルの向上と、サービスラーニング（地域奉仕を通して

の体験学習活動）を組み合わせることにより、自信を養い、学校とのつながりを維持さ

せ、現実的な問題に取り組むと同時に、「21世紀の労働スキル」を学ぶことができるよ

う青少年を助ける。 
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教材の改訂教材の改訂教材の改訂教材の改訂 
ライオンズクエストは、プログラムを今日の青少年により即したものにするため、すべての教

材を改訂・刷新した。これには、最新のインタラクティブな授業用システムでも使える、投影

可能な教材の作成なども含まれる。改訂の初期段階は英語版において行われ、利用できるよう

になった。LCIF は世界中の実施国と協力して各国語版の改訂に当たっている。このために交付

金を利用することもできる。 
 
次期地区ガバナーは、以下の段階を踏むことにより、年度中地域でライオンズクエストを実施

することができる。 
 

1. LCIFに連絡するに連絡するに連絡するに連絡する  
a. LCIFライオンズクエスト課では、ライオンズが同プログラムについて知り、地

区やクラブがライオンズクエストを地域の学校に導入する準備ができるよう、数

多くの資料を用意している。 
b. ライオンズクエスト実施国の多くでは、プログラムを管理する財団、事務局、常

任委員会などが設けられている。こうした国では、ライオンズはこれらの組織に

連絡をするとよい。LCIF はそれを仲介することができる。 
c. 詳しくは、ライオンズクエストのウェブサイト（www.lions-quest.org、英語）を

参照するか、info@lions-quest.orgにEメールで問い合わせる。 
 

2. 地域の学校に働きかける地域の学校に働きかける地域の学校に働きかける地域の学校に働きかける 
a. 学校を対象とするライオンズクエストの説明会を開く 
b. 保護者グループに働きかける  
c. ライオンズクエストをテーマとしたクラブ例会に教師や関係者を招く 

3. 支援者を特定する支援者を特定する支援者を特定する支援者を特定する 
a. 学校組織とつながりを持っている会員や、教育制度などについて詳しい会員が地

区内にいないか調べてみる 
b. 持続可能な運営委員会を設け、有能な会員をライオンズクエスト委員長として任

命する 
4. ライオンズクエストを実施するライオンズクエストを実施するライオンズクエストを実施するライオンズクエストを実施する 

a. 教師をライオンズクエスト講師として認定する教師研修ワークショップの計画を

立てる 
b. 教師用の教材と生徒および保護者のための補助資料を入手する 

5. 学校と教師に継続的な支援を提供する学校と教師に継続的な支援を提供する学校と教師に継続的な支援を提供する学校と教師に継続的な支援を提供する 
 
 
LCIFでは、クラブや地区、複合地区がライオンズクエストを世界に広げるためのテクニックを

いくつか特定している。 
• ネットワークづくりが不可欠ネットワークづくりが不可欠ネットワークづくりが不可欠ネットワークづくりが不可欠：ライオンズクエストの成功事例を見ると、小さいスケー

ルで始まり、時間をかけて成長したものが多い。こうした事例では、主要な意思決定者

がライオンズクエストについて数年にわたり知っており、最初の糸口となったのがライライライライ
オンズオンズオンズオンズである。地区ガバナーは、ライオンズクエストが最も成功しそうな場所を一番よ

く知っているはずである。自分の都道府県や地域で、ライオンズが校長、または運営責

任者や教育的指導者を務める学校はないか？地区内で、自治体との接点を持つ人物は誰
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か？ライオンズクエストを拡大させるためには、教育における指導者とのネットワーク

を強化する必要があり、その手助けをできるのが地区ガバナーである。 
• ライオンズクエストを、学習指導要領を満たす手段として紹介する：ライオンズクエストを、学習指導要領を満たす手段として紹介する：ライオンズクエストを、学習指導要領を満たす手段として紹介する：ライオンズクエストを、学習指導要領を満たす手段として紹介する：学校がライオンズ

クエストを受け入れない理由として最も多いのが、州や国の定める必須教科が多すぎる

からというものである。多くの学校や学区がライオンズとの提携を希望するのは、われ

われがそうした要件を満たす満たす満たす満たすことができるからである。LCIF では、要領の中の特定の

要素を見つけ出し、それをライオンズクエストの単元やレッスンと結びつけるための互

換ガイドを作成する手助けをすることができる。地区ガバナーはこれを利用して、地区

内でのライオンズクエストの普及促進に当たることができる。  
• 地区全体を通して拡大を図る：地区全体を通して拡大を図る：地区全体を通して拡大を図る：地区全体を通して拡大を図る：ライオンズクエストを地区全体に広げることは、先の見

えない取り組みである可能性があり、単独で取り組むのは至難の業でもあり得る。しか

しながら、的確な支援があれば、ライオンズクエストを地区全体に広げ大きな成果を上

げることが可能である。地区における活動が広がり、拡大を検討する際には、「ライオ

ンズクエスト地区サポートチーム」を設置することを LCIF では推奨している。このモ

デルは、地区内のあらゆるレベルの会員を関与させることによって持続可能な拡大の取

り組みを支援するために利用できる、柔軟性のある構造として役立つ。地区サポートチ

ームは通常地区ガバナー、地区ライオンズクエスト委員長、いずれかの副地区ガバナー、

そして個々のライオンズクラブの連絡担当者で構成される。これまでに多くの国で成果

を収めてきており、ライオンズクエスト・プログラムに対する認識を高めるとともに継

続性をもたらしている。チームを設けた場合、地区ガバナーは地区ライオンズクエスト

委員長と連携し、地区におけるプログラムの現状を調査し、年間の目標と行動計画を策

定することになる。このモデルを用いて積極的に関与することにより、地区ガバナーは

求められている支援を委員長に提供できるだけでなく、地区内でライオンズクエストを

確実に成功させることが可能となる。 

    

LCIFLCIFLCIFLCIF のその他の取り組みのその他の取り組みのその他の取り組みのその他の取り組み    

 
ワンショット、ワンライフ（ワンショット、ワンライフ（ワンショット、ワンライフ（ワンショット、ワンライフ（1111 回の予防接種が救う回の予防接種が救う回の予防接種が救う回の予防接種が救うひとひとひとひとつの命）つの命）つの命）つの命）::::    

ライオンズはしかイニシアチブライオンズはしかイニシアチブライオンズはしかイニシアチブライオンズはしかイニシアチブ    
はしかは、予防が簡単で安価であるにもかかわらず、毎年何十万という子どもたちの命を依然

として奪い続けている。ワンショット、ワンライフ（1 回の予防接種が救うひとつの命）を通

じて、ライオンズはシンプルなはしか・風疹ワクチンへのアクセスを確保し、世界中の子ども

たちの命を救っている。  
 

2010年以来、LCIFとライオンズは、はしか・風疹イニシアチブ（M&RI）、Gavi ワクチンアラ

イアンス（「ワクチンと予防接種のための世界同盟」より改称）、そしてビル＆メリンダ・ゲ

イツ財団などの世界的な予防接種関連の筆頭組織と協力をしてきた。その例としては、1）優先

国における予防接種を支援する援助資金の拠出、2）地域や国のレベルでの啓蒙活動への関与、

3）予防接種キャンペーンを支援するための社会的マーケティングへの直接関与などがある。今

後数年間にわたり、ライオンズは以上の 3分野において引き続き協力を行う。 
 
2013年 6月には、Gaviマッチングファンドに 2017年までに総額 US$3,000万を寄付することを

LCIF 理事会が承認。この資金に対して Gaviマッチングファンド（その資金供給元は英国国際
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開発省とビル＆メリンダ・ゲイツ財団）から同額のマッチング資金が提供される。ライオンズ

がはしか・風疹イニシアチブの活動を支援するためにこれまでに行ってきた献金を合わせれば、

Gaviマッチングファンドは、協会創立 100周年と LCIF 創立 50周年を記念してはしか撲滅のた

めに US$8,000万余りを拠出することを可能にし得る。この資金獲得活動は、百周年記念の主要

プログラムの一つとなった。  
 
2015～2016年度 LCIF 開発コーディネーターはワンショット、ワンライフの取り組みのために

資金獲得活動に力を入れるよう求められている。地区ガバナーは、年度を通じて資金獲得活動

を支援するよう求められる。また、最新ニュースや、この重要な取り組みを地区のライオンズ

が支援するための詳細は、www.lcif.org/blog（英語）から確認できる。 
    

ライオンズ低価格補聴器事業（ライオンズ低価格補聴器事業（ライオンズ低価格補聴器事業（ライオンズ低価格補聴器事業（AHAPAHAPAHAPAHAP））））    
ライオンズ低価格補聴器事業（AHAP）は、低所得者や恵まれない人々のために安価でしかも

高品質の補聴器を提供することを目的とした、現在米国においてのみ行われている試験的プロ

グラムである。補聴器の値段は各 US$200である。LCIF では 3種類の耳かけ型のレクストン補

聴器を提供している。既存のライオンズ聴力プログラム、財団、及びクラブは、LCIF を通して

これらの補聴器を手に入れることができる。補聴器を必要とする個人は、地域のライオンズク

ラブを通じて、補聴器の経費全額または一部を援助してもらうことができる。地域で補聴器の

提供に興味のあるライオンズクラブまたは地区は、LCIF に連絡してプログラムの開始方法を問

い合わせる。 
 
 

LCIFLCIFLCIFLCIF の各種の各種の各種の各種援助交付金プログラム援助交付金プログラム援助交付金プログラム援助交付金プログラム    

LCIF は 1968年の創立以来これまでに 12,677件の交付案件を通じ、9億 4,900万ドルを超える援

助金を交付している。 

援助金には様々な種類がある。 

    

視力ファースト援助交付金視力ファースト援助交付金視力ファースト援助交付金視力ファースト援助交付金は、失明の主原因と戦い、視覚障害者に治療を提供するため、包括

的な眼科医療体制を構築するものであり、眼科医療提供、人員養成、インフラ整備、医療の行

き届いていない地域社会でのリハビリテーションや教育の実施といったことに取り組む質の高

い持続可能な事業を支援する。地区及び複合地区は、自分たちの地域を担当する視力ファース

ト技術顧問と協力して交付金を申請する。 

 

一般援助交付金一般援助交付金一般援助交付金一般援助交付金は、LCIF でも最も人気があり、支援範囲の広い援助金カテゴリーである。この

プログラムは、設備や建築作業などを必要とする状況で、重要な人道的ニーズと取り組む大規

模な事業が行われる場合、地元で調達される資金額に合わせて US$10,000から US$100,000まで

の資金を提供するものである。 

 

国際援助交付金国際援助交付金国際援助交付金国際援助交付金（（（（IAG））））は、少なくとも二つの国のライオンズクラブが協力関係を結んで行う

共同事業のために提供される。医療派遣団、基本的な医療サービス、食糧の自給自足、障害者

組織への援助、清水事業など、主に貧しい国における小規模の事業を助けるために、ライオン
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ズが地元で集めた資金に合わせて、US$5,000から US$30,000の範囲で援助金が交付される。建

設事業は交付の対象とはならない。 

 

四大交付金四大交付金四大交付金四大交付金は、ライオンズが特に力を入れている奉仕の分野である視力保護、障害者援助、保

健促進、青少年奉仕において、切迫したニーズに対処する斬新的な事業を援助するためのもの

である。3 対 1 の資金分担の割合で、最高 US$200,000が交付される。ライオンズクエスト事業

に対しては US$100,000を上限に資金が交付される。 

 

緊急援助交付金緊急援助交付金緊急援助交付金緊急援助交付金は、天災発生直後に救援物資を配給するために提供される。最高交付額は

US$10,000である。 

 

大災害援助交付金大災害援助交付金大災害援助交付金大災害援助交付金（（（（MCAT））））は、大規模な災難が起こった後、長期的な再建事業の資金援助を

するために提供される。この交付金は、国際会長と LCIF 理事長の判断によって交付されるも

のであり、ライオンズが申請することはできない。 

    

災害準備交付金災害準備交付金災害準備交付金災害準備交付金は、自然災害に対する、防災、対応、復興の取り組みを支援するもので、ライ

オンズの地区ガバナーが申請書を提出することができる。 
 
用途指定援助金用途指定援助金用途指定援助金用途指定援助金は、特定の事業や活動に用途を指定して LCIF に寄せられた資金である。 

交付金についてよくある質問交付金についてよくある質問交付金についてよくある質問交付金についてよくある質問    

1. 1. 1. 1. 地区や複合地区はどのようにして交付金を申請するか地区や複合地区はどのようにして交付金を申請するか地区や複合地区はどのようにして交付金を申請するか地区や複合地区はどのようにして交付金を申請するか 

LCIF に電話（630-468-6901）又は E メール（lcif@lionsclubs.org）で連絡する。また、申請用紙

や補足情報は、LCIF のウェブサイト（www.lcif.org）に掲載されている。 

2. 2. 2. 2. 交付金申請書はいつ提出するべきか交付金申請書はいつ提出するべきか交付金申請書はいつ提出するべきか交付金申請書はいつ提出するべきか    

ほとんどの交付金申請書は、LCIF 理事会会議が開催される少なくとも 60 日前までに、必要な

情報がすべて揃った状態で提出されなければならない。視力ファースト援助交付金を申請する

際は、視力ファースト諮問委員会（SAC）会議開催の 90日前までに申請書を提出しなければな

らない。ライオンズクエストに関する交付金の申請書は、ライオンズクエスト諮問委員会

（LAC）会議開催の 60日前までに提出しなければならない。これらの会議の正確な開催日につ

いては、LCIF に問い合わせるか、ウェブサイトで確認する。LCIF 理事会会議は一年に 3 回、

SACおよび LAC は一年に 2回開かれる。 

3. 3. 3. 3. 交付金申請書を承認するにあたって、交付金申請書を承認するにあたって、交付金申請書を承認するにあたって、交付金申請書を承認するにあたって、LCIFLCIFLCIFLCIF は何を重要視するかは何を重要視するかは何を重要視するかは何を重要視するか    

事業は重要な人道的ニーズを取り扱う、相対的に多数の人々を奉仕の対象とした事業で、かつ

費用効率が高く、地元で集められる資金だけでは力が及ばないものでなければならない。また

事業予算案は、地元のライオンズ組織から十分な資金が出ていることが示されており、ライオ

ンズが主体となったライオンズ事業であることが明確に識別できると共に、地区キャビネット

および／または複合地区協議会の承認を受けている必要がある。 

4. 4. 4. 4. 個々のクラブが利用できる交付金があるか個々のクラブが利用できる交付金があるか個々のクラブが利用できる交付金があるか個々のクラブが利用できる交付金があるか    
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殆どどの交付金も、地区または複合地区が関係する必要がある。しかし国際援助交付金は、事

業をスポンサーするライオンズクラブまたは地区が、事業が実施される国のホスト・クラブ又

は地区とパートナーになることを認める。個々のクラブへの交付金は限られている一方、クラ

ブは奉仕事業に幾つでも参加することができる。 

5. LCIF5. LCIF5. LCIF5. LCIF は援助金を個人に直接交付するかは援助金を個人に直接交付するかは援助金を個人に直接交付するかは援助金を個人に直接交付するか    

しない。個人に交付される援助交付金プログラムはない。LCIF の各種交付金はライオンズの地

区、複合地区、クラブに交付される。 

6. 6. 6. 6. 四大交付金と一般援助交付金の違いは何か四大交付金と一般援助交付金の違いは何か四大交付金と一般援助交付金の違いは何か四大交付金と一般援助交付金の違いは何か    

一般援助交付金は、ライオンズによって行われる幅広い種類の大規模な人道的取り組みを対象

とし、主に設備や基本的な建設作業のために資金を必要とする事業を援助するものである。一

般援助交付金はマッチング制であり、最高 US$100,000まで交付される。四大交付金は、視力保

護、障害者援助、健康促進、青少年奉仕の四つの奉仕分野という非常に具体的な優先項目に交

付が限られている。四大交付金の優先事業はあらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ決められており決められており決められており決められており、四大交付金の要請は

優先項目に関連した事業の資金援助をするものでなければならない。 

現在の四大交付金優先事業の一覧は、LCIF のウェブサイト（www.lcif.org）を参照する。さら

に、ほとんどの四大交付金はライオンズの寄付に対し 3:1 の割合で支給される。大部分の四大

交付金事業に対する最大交付額は US$200,000である。 

7. 7. 7. 7. 視力ファースト事業とその他の視力関連事業の違いは何か視力ファースト事業とその他の視力関連事業の違いは何か視力ファースト事業とその他の視力関連事業の違いは何か視力ファースト事業とその他の視力関連事業の違いは何か    

視力ファースト事業は、予防または治療可能な失明の主因に焦点を当て、包括的に取り組むも

のでなくてはならない。また、事業は持続可能であり、十分な医療を受けていない人々や、眼

科医療へのアクセスが限られているか全くない人々を対象に行われるものである。こうした性

質は持たないが、例えば医療奉仕使節団の派遣や現地の眼科医療施設が必要とする備品の提供

等に的を絞った視力関連事業は、国際援助交付金または一般援助交付金を受ける対象となり得

る。 

8. 8. 8. 8. LCIFLCIFLCIFLCIF 交交交交付金プログラムの資金はどこから出るか付金プログラムの資金はどこから出るか付金プログラムの資金はどこから出るか付金プログラムの資金はどこから出るか 

ほとんどの援助金交付は、世界中のライオンズクラブ及び会員からのドネーションのお陰で可

能となっている。LCIF はライオンズ会費からの資金を一切受け取らない。財団組織、企業、政

府、ライオンズ以外の一般人からの寄付や、投資収益も資金源である。 

    

LCIFLCIFLCIFLCIF コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション    

LCIF には、地区ガバナー及び他のライオンズが財団について理解を深め、推進するのに役立つ

数多くの優れた情報資源がある。 

• LCIF ウェブサイト（www.lcif.org）には、パワーポイントによるプレゼンテーション、

ダウンロード可能なパンフレットなどの情報資料、援助交付金、メルビン･ジョーンズ･

フェロー申請書、献金会員、その他に関する情報が掲載されている。LCIF に連絡すれ

ば、印刷された資料を取り寄せることもできる。また、ウェブサイトには最近承認され

た交付金に関する最新情報やニュースも掲載されている。 

• 地区ガバナーは、LCIF あるいは地区 LCIF コーディネーターに連絡して、地区のドネー地区のドネー地区のドネー地区のドネー

ションに関する記録及びこれまでの交付金に関する情報ションに関する記録及びこれまでの交付金に関する情報ションに関する記録及びこれまでの交付金に関する情報ションに関する記録及びこれまでの交付金に関する情報を取り寄せることができる。
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LCIF ウェブサイトには、いろいろな種類の交付金及び交付金及び交付金及び交付金及び申請する際のガイドライン申請する際のガイドライン申請する際のガイドライン申請する際のガイドラインの説

明が載っている。 

• LCIF 理事長のメッセージが掲載された LCIF ニュースレターを受信する。最新のニュー

スやプログラムに関する情報が全公式言語で毎月 E メールで発信される。E メールの配

信登録または詳細については、LCIF（lcif@lionsclubs.org）に問い合わせる。 

LCIFLCIFLCIFLCIF 出版物出版物出版物出版物    

下記の出版物がすべての公式言語（注釈がついている場合を除く）で、LCIF から郵送で取り寄

せられる。LCIF ウェブサイトから「ライオンズ・センター」「情報資源」「資料・出版物」へ

と進んでダウンロードすることもできる。 

一般出版物一般出版物一般出版物一般出版物    

LCIFLCIFLCIFLCIF 概観（概観（概観（概観（LCIFLCIFLCIFLCIF----600600600600））））    

    

数字でみる（数字でみる（数字でみる（数字でみる（LCIFLCIFLCIFLCIF----106106106106））））    

LCIFLCIFLCIFLCIF プログラム（プログラム（プログラム（プログラム（LCIFLCIFLCIFLCIF----606060603333））））    

    

LCIFLCIFLCIFLCIF 援助交付金（援助交付金（援助交付金（援助交付金（LCIFLCIFLCIFLCIF----606060604444））））    

LCIFLCIFLCIFLCIF 広報活動（広報活動（広報活動（広報活動（LCIFLCIFLCIFLCIF----605605605605））））    

ナンバーワンナンバーワンナンバーワンナンバーワン・パートナー・パートナー・パートナー・パートナーNGONGONGONGO（（（（LCIFLCIFLCIFLCIF----609609609609））））    

災害援助の提供（災害援助の提供（災害援助の提供（災害援助の提供（LCIFLCIFLCIFLCIF----104104104104））））    

LCIFLCIFLCIFLCIF 献金会員寄付用紙（献金会員寄付用紙（献金会員寄付用紙（献金会員寄付用紙（LCIFLCIFLCIFLCIF----120120120120））））    

メルビン･ジョーンズ･フェロー申請書（メルビン･ジョーンズ･フェロー申請書（メルビン･ジョーンズ･フェロー申請書（メルビン･ジョーンズ･フェロー申請書（LCIFLCIFLCIFLCIF----42M42M42M42M））））    
MJF申請方法の説明および申請書。 

寄付の方法および表彰の種類（寄付の方法および表彰の種類（寄付の方法および表彰の種類（寄付の方法および表彰の種類（LCIFLCIFLCIFLCIF----42R42R42R42R））））    

年次報告年次報告年次報告年次報告    (LCIF(LCIF(LCIF(LCIF----30)30)30)30)    

ForSightForSightForSightForSight（視力ファースト情報誌）（視力ファースト情報誌）（視力ファースト情報誌）（視力ファースト情報誌）（（（（SFSFSFSF----206206206206））））    

SightFirst:LionsSightFirst:LionsSightFirst:LionsSightFirst:Lions’’’’Vision for All Vision for All Vision for All Vision for All ----    概要パンフレット概要パンフレット概要パンフレット概要パンフレット（（（（SFSFSFSF----207207207207））））    

交付金に関する出版物交付金に関する出版物交付金に関する出版物交付金に関する出版物    

一般援助交付金申請書（一般援助交付金申請書（一般援助交付金申請書（一般援助交付金申請書（LCIFLCIFLCIFLCIF----27272727））））    

どのようにしてどのようにしてどのようにしてどのようにして LCIFLCIFLCIFLCIF 一般援助交付金を申請できるか（一般援助交付金を申請できるか（一般援助交付金を申請できるか（一般援助交付金を申請できるか（LCIFLCIFLCIFLCIF----109109109109））））    

LCIFLCIFLCIFLCIF 国際援助交付金申請用紙（国際援助交付金申請用紙（国際援助交付金申請用紙（国際援助交付金申請用紙（IAGIAGIAGIAG----1111））））    
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国際援助交付金を申請するには（国際援助交付金を申請するには（国際援助交付金を申請するには（国際援助交付金を申請するには（LCIFLCIFLCIFLCIF----110110110110））））    

視力ファースト援助視力ファースト援助視力ファースト援助視力ファースト援助交付金申請書（交付金申請書（交付金申請書（交付金申請書（LCIFLCIFLCIFLCIF----40404040））））    

緊急援助交付金申請書緊急援助交付金申請書緊急援助交付金申請書緊急援助交付金申請書（（（（LCIFLCIFLCIFLCIF----47474747））））    

緊急援助交付金最終報告用紙（緊急援助交付金最終報告用紙（緊急援助交付金最終報告用紙（緊急援助交付金最終報告用紙（LCIFLCIFLCIFLCIF----25A25A25A25A））））    

災害準備交付金の申請及び基準（災害準備交付金の申請及び基準（災害準備交付金の申請及び基準（災害準備交付金の申請及び基準（LCIFLCIFLCIFLCIF----148148148148））））    

地域復興交付金の申請及び基準（地域復興交付金の申請及び基準（地域復興交付金の申請及び基準（地域復興交付金の申請及び基準（LCIFLCIFLCIFLCIF----149149149149））））    

ライオンズクエストライオンズクエストライオンズクエストライオンズクエスト    

ライオンズクエストの概要ライオンズクエストの概要ライオンズクエストの概要ライオンズクエストの概要    ––––    米国向け（米国向け（米国向け（米国向け（LQ 6LQ 6LQ 6LQ 6））））    

ライオンズクエストの概要ライオンズクエストの概要ライオンズクエストの概要ライオンズクエストの概要    ––––    米国外向け（米国外向け（米国外向け（米国外向け（LQ 12LQ 12LQ 12LQ 12））））    

ライオンズクエストに関する説明書ライオンズクエストに関する説明書ライオンズクエストに関する説明書ライオンズクエストに関する説明書    

LCIFLCIFLCIFLCIF ののののビデオビデオビデオビデオ    

LCIF のビデオは、LCIF の意義を伝える上で説得力のある方法である。DVD をクラブ例会や地

区大会でライオンズに観せるだけでなく、地元のテレビ局に提供したり、ライオンズ以外の

人々と共有することにより LCIF がもたらしているインパクトについて知ってもらうことがで

きる。公式言語に翻訳されているビデオも多数ある。以下の DVD およびビデオが用意されて

いる。 

LCIFLCIFLCIFLCIF はあなたの財団はあなたの財団はあなたの財団はあなたの財団    

ライオンズは…ライオンズは…ライオンズは…ライオンズは…LCIFLCIFLCIFLCIF    

LCIFLCIFLCIFLCIF を通じた被災地支援を通じた被災地支援を通じた被災地支援を通じた被災地支援    

LCIFLCIFLCIFLCIF 寄付者表彰プログラム寄付者表彰プログラム寄付者表彰プログラム寄付者表彰プログラム    

視力ファースト視力ファースト視力ファースト視力ファースト IIIIIIII：未来を見つめて：未来を見つめて：未来を見つめて：未来を見つめて    

ライオンズクエスト：スキル・フォー・ライフライオンズクエスト：スキル・フォー・ライフライオンズクエスト：スキル・フォー・ライフライオンズクエスト：スキル・フォー・ライフ（オンライン配信のみ）    

ライオンズクエスト：ライオンズクエスト：ライオンズクエスト：ライオンズクエスト：世界各地世界各地世界各地世界各地ののののサクセスストーリーサクセスストーリーサクセスストーリーサクセスストーリー（ライオンズクエスト・ハウツー・キッ

トの一部） 

ライオンズはしかイニシアチブ：初年度の成果を祝うライオンズはしかイニシアチブ：初年度の成果を祝うライオンズはしかイニシアチブ：初年度の成果を祝うライオンズはしかイニシアチブ：初年度の成果を祝う（オンライン配信のみ） 

活動を拡大しよう活動を拡大しよう活動を拡大しよう活動を拡大しよう: : : : ライオンズクエストライオンズクエストライオンズクエストライオンズクエスト（オンライン配信のみ） 

オープニングアイズが人生を変えるオープニングアイズが人生を変えるオープニングアイズが人生を変えるオープニングアイズが人生を変える（オンライン配信のみ） 

小児白内障イニシアチブ：共同プログラム小児白内障イニシアチブ：共同プログラム小児白内障イニシアチブ：共同プログラム小児白内障イニシアチブ：共同プログラム（オンライン配信のみ） 

米ミズーリ州ジョプリンでの災害援助米ミズーリ州ジョプリンでの災害援助米ミズーリ州ジョプリンでの災害援助米ミズーリ州ジョプリンでの災害援助（オンライン配信のみ） 

財団を育てる財団を育てる財団を育てる財団を育てる（オンライン配信のみ） 

巨大暴風雨「サンディ」被災者援助巨大暴風雨「サンディ」被災者援助巨大暴風雨「サンディ」被災者援助巨大暴風雨「サンディ」被災者援助（オンライン配信のみ） 

LCIFLCIFLCIFLCIF の愛の奉仕活動の愛の奉仕活動の愛の奉仕活動の愛の奉仕活動（オンライン配信のみ） 

LCIFLCIFLCIFLCIF を支援しますを支援しますを支援しますを支援します（オンライン配信のみ） 

オクラホマ州ムーアでの被災者援助オクラホマ州ムーアでの被災者援助オクラホマ州ムーアでの被災者援助オクラホマ州ムーアでの被災者援助（オンライン配信のみ） 

サイト・フォー・キッズ（子どもの視力保護プログラム）をたたえてサイト・フォー・キッズ（子どもの視力保護プログラム）をたたえてサイト・フォー・キッズ（子どもの視力保護プログラム）をたたえてサイト・フォー・キッズ（子どもの視力保護プログラム）をたたえて（オンライン配信のみ） 
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はしかと闘うライオンズはしかと闘うライオンズはしかと闘うライオンズはしかと闘うライオンズ（オンライン配信のみ） 
フィリピンの視覚障害者教育の取り組みフィリピンの視覚障害者教育の取り組みフィリピンの視覚障害者教育の取り組みフィリピンの視覚障害者教育の取り組み（オンライン配信のみ） 

ライオンズクエスト：新たな発展、実績が実を結ぶライオンズクエスト：新たな発展、実績が実を結ぶライオンズクエスト：新たな発展、実績が実を結ぶライオンズクエスト：新たな発展、実績が実を結ぶ    

LCIFLCIFLCIFLCIF：：：：世界中で奉仕するライオンズに役立つために世界中で奉仕するライオンズに役立つために世界中で奉仕するライオンズに役立つために世界中で奉仕するライオンズに役立つために（オンライン配信のみ） 

 

注文は、LCIF に Eメール（lcif@lionsclubs.org）で行う。オンライン（www.lcif.org）での視聴

も可能である。 

    

LCIFLCIFLCIFLCIF のパートナーのパートナーのパートナーのパートナー    

 
企業、企業、企業、企業、NGONGONGONGO、政府関係パートナー、政府関係パートナー、政府関係パートナー、政府関係パートナー    
LCIF は、ライオンズクラブはもとより、企業、NGO、政府等のパートナーの惜しみない協力に

感謝する。これらのパートナーは資金だけでなく、人道支援の精神と恵まれない人々の生活改

善への貢献を共有している。また、多くが専門知識を提供し、先頭に立って事業の技術的な部

分を実施するとともに技術面においてライオンズとそのパートナーの指導に当たっている。こ

うしたパートナーのおかげで、LCIF とライオンズは、プログラムを拡張し、新しいイニシアチ

ブを確立し、奉仕を拡大することにより、数多くの地域への奉仕が可能となっている。LCIFの

主要なパートナーは以下の通りである。 
 
ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・エンド・ジョンソン・エンド・ジョンソン・エンド・ジョンソン・エンド・ジョンソンビジョンケアビジョンケアビジョンケアビジョンケア社社社社 (JJVCC) (アジア太平洋アジア太平洋アジア太平洋アジア太平洋)：：：：2002年以来

US$324万の寄付を提供することにより、学校を拠点とした LCIF および JJVC Cサイト・フォ

ー・キッズ・プログラム視力検査を実施するための資金援助を行っており、医療が十分行き届

かないアジア諸国において 2,000万人の子どもたちが検査を受けた。2014年にこのプログラム

はケニヤとトルコにも拡張された。サイト・フォー・キッズ・プログラムは、教員や現地ライ

オンズの研修を行い、地域の学校や眼科医療専門家と協力して目の健康に関する意識高揚、教

育、児童視力検査に取り組み、更なる検査等を要する子どもたちのために、眼鏡を含め、視力

検査と治療において支援をするものである。検査は、現地のライオンズ会員、学校関係指導者、

現地医療関係者、ジョンソン・エンド・ジョンソン・ビジョンケアのスタッフによって手配さ

れる。 
 
メルク社：メルク社：メルク社：メルク社：ラテン・アメリカとアフリカの河川盲目症予防のため、1億 5,900万人分の医薬品メ

クチザン®を LCIF 及びライオンズに寄付。 
 
ノボ財団：ノボ財団：ノボ財団：ノボ財団：米国の学校区（テキサス州イーグルマウンテン-サギノーとバージニア州ウッド郡）

による LCIF ライオンズクエストの利用状況の向上と拡大に向け、これまでに 2回の交付金を

通じて US$40万以上を LCIF に提供。これらの事業により地域の何百人もの教育者が研修と支

援を受け、幼稚園から高校 3年までの何万人もの生徒たちにライオンズクエストのライフスキ

ルを教えている。 
 
協力パートナー協力パートナー協力パートナー協力パートナー    
非営利団体との協力関係を通じ、LCIF はそのリソースを活用し、独力では到達不可能な業績を

達成している。以下は、LCIFの主要な協力パートナーには以下がある。 
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カーター・センターカーター・センターカーター・センターカーター・センター: LCIFは、ラテン・アメリカとアフリカの河川盲目症（オンコセルカ症）

予防のため、LCIF 視力ファースト交付金 US$ 4,700万をカーター・センターに供与してきた。

メルク社も、こうした河川盲目症予防プログラムに対し医薬品を提供している。LCIF はまた、

カーター・センターと協力して、エチオピア、マリ、ニジェールでトラコーマ撲滅活動も行っ

ており、これらの地域のライオンズとパートナーによる取り組みを支援するため US$2,000万を

交付した。ファイザー製薬も、トラコーマ対策プログラムのために医薬品の寄付を行っている。 
 
Gavi ワクチンアライアンスワクチンアライアンスワクチンアライアンスワクチンアライアンス：：：：2013年、LCIF とビル&メリンダ・ゲイツ財団（BMGF）そしてイ

ギリス国際開発省（DFID）は、US$3千万の資金を投じ、はしかと風疹のワクチン接種を特定

の国で行って命を救うという 5カ年パートナーシップの締結を発表した。BMGFと DFIDが、

LCIF の「ワンショット、ワンライフ：ライオンズはしかイニシアチブ」に向けたライオンズか

らの寄付にマッチング資金を提供している。追加の LCIF 交付金が、予防接種の重要性につい

ての現地ライオンズによる地域社会への呼びかけ、意識向上、支援活動を支援している。 
 
スペシャルオリンピックス･インターナショナルスペシャルオリンピックス･インターナショナルスペシャルオリンピックス･インターナショナルスペシャルオリンピックス･インターナショナル：：：：2013年 7月、LCIF は US$780万の資金提供

と、保健サービスや青少年及びその家族の支援などの新たな分野のプログラム開発を含む、複

数年にわたるパートナーシップの拡大を発表した。2001年以来、プログラムを通じて世界中の

350,000人以上のスペシャルオリンピックス選手が無料で視力検査を受け、114,000人が無料の

眼鏡等を受け取った。こうした検査や特注の眼鏡が、通常このようなサービスの行き届かない

人々の視力向上につながっている。LCIF は US$1,795万以上をプログラムに交付している。 
 
世界保健機関世界保健機関世界保健機関世界保健機関 (WHO):  
LCIF は、世界保健機関（WHO）と四つの主な取り組みにおいて協力している。「回避可能な

小児失明の撲滅」は、無用の小児失明と闘う世界的取り組みで、これまでに 30カ国以上で 1億

4,000万人の子どもたちを対象としたプロジェクトを支援してきた。現在は、そのうち 10カ国

で最も効率のよい事業を 2年かけて支援することに力を入れている。また LCIF と WHOは、発

展途上国における世界的な糖尿病のまん延によって生じつつある視力障害への脅威にも共同で

取り組んでいる。また、ライオンズと WHOは中国の保健当局と協力し、失明を引き起こすト

ラコーマの深刻度と範囲の特定、そして介入計画の立案にもあたっている。最後に、WHOの

失明・失聴予防事務局は、1991年以来視力ファーストプログラムに技術支援を提供している。

この支援には、ライオンズ指導者や LCIF スタッフとともに行う検査・評価訪問、視力ファー

スト申請の審査、LCIF 視力ファースト諮問委員会書記の任務などが含まれる。 

    

アワードアワードアワードアワード    

 
人類の友アワード人類の友アワード人類の友アワード人類の友アワード:::: 長年にわたり LCIF に著しい奉仕を提供した選りすぐりのライオン（年間

50人まで）をたたえる。本アワードは、LCIFに著しい財政的支援をしたか、または LCIF の名

声や地位を高めることに貢献したライオンに与えられる。LCIF 理事長が候補者を承認し、受賞

者にはリボンのついた金のメダルが贈られる。個人がこのアワードを受けることができるのは

1回限りである。 
 
理事長メダル：理事長メダル：理事長メダル：理事長メダル：年間の資金獲得目標を達成した地区ガバナー、協議会議長、地区 LCIFコーデ

ィネーター、複合地区 LCIF コーディネーターが表彰される。獲得目標は、各受賞レベルの最

低寄付額と、前年度の寄付額に対する年間の増加率に基づく。 
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LCIFLCIFLCIFLCIF 援助の手アワード援助の手アワード援助の手アワード援助の手アワード：：：：クラブ、リジョン、地区、あるいは複合地区レベルで、LCIF に対す

る認識および支援を向上させたライオンズ会員を表彰する。年間のアワード発行数には制限が

なく、また個人が 1回以上受賞することも可能である。アワード受賞者は、LCIF 理事長によっ

て決定される。受賞者にはピンが贈呈される。 
 
クラブへのアワードクラブへのアワードクラブへのアワードクラブへのアワード    

    
MJFMJFMJFMJF バナーパッチ：バナーパッチ：バナーパッチ：バナーパッチ：メルビン・ジョーンズ・フェロー（MJF）としてたたえられる会員を初め

て出したクラブには、メルビン・ジョーンズ・フェロー・バナーパッチが授与される。その後

の年度は最初の MJFが出るごとに、シェブロンがクラブに交付される。 
 
100% MJF100% MJF100% MJF100% MJF バナー：バナー：バナー：バナー：クラブは、現クラブ会員全員が MJFになると、100%メルビン・ジョーン

ズ・フェロー・バナーを受賞する。また、国際大会で LCIF 理事長よりクラブに表彰状が授与

される。 
    
100%100%100%100%献金会員バナー献金会員バナー献金会員バナー献金会員バナーパッチ：パッチ：パッチ：パッチ：クラブは、初めて会員全員が献金会員になると、100%会員支援バ

ナーパッチとシェブロンを受け取る。その後クラブの会員全員が献金会員となった年度は、シ

ェブロンを受け取る。 
    
ライオンズクエスト・バナーパッチライオンズクエスト・バナーパッチライオンズクエスト・バナーパッチライオンズクエスト・バナーパッチ:::: ライオンズクエスト・プログラムをスポンサーするライ

オンズクラブは、バナーパッチを受け取ることができる。地区ガバナー、ライオンズクエスト

委員長またはライオンズクラブが、バナーパッチを要請することができる。  
 
トップファイブ・クラブ表彰状：トップファイブ・クラブ表彰状：トップファイブ・クラブ表彰状：トップファイブ・クラブ表彰状：会計年度中 LCIF への寄付額が各会則地域において上位 5位

のクラブに、表彰状が贈られる。 
 
地区へのアワード地区へのアワード地区へのアワード地区へのアワード    
 
ライオンズクエスト地区達成証書ライオンズクエスト地区達成証書ライオンズクエスト地区達成証書ライオンズクエスト地区達成証書:::: 年間にライオンズクエスト研修を 1人以上（ブロンズ証

書）、6人以上（シルバー証書）、12人以上（ゴールド証書）の教師のためにスポンサーした

地区に対して、それぞれのレベルのライオンズクエスト地区達成証書が贈られる。署名をした

証書申込書が 5月 15日までにライオンズクエスト課に提出されなければならない。 
 
100100100100％クラブ支持％クラブ支持％クラブ支持％クラブ支持感謝状感謝状感謝状感謝状:::: 会計年度中地区内のすべてのクラブが LCIF に寄付をした場合、その

地区には感謝状が贈られる。1クラブ当たりの寄付額が最低 US$100 の場合、地区ガバナーと地

区 LCIF 委員長にも 100%クラブ支持感謝状が贈られる。 
 
トップトップトップトップファイブファイブファイブファイブ表彰状：表彰状：表彰状：表彰状：会計年度において LCIFへの寄付額が各会則地域で上位 5位までの地区

に表彰状が贈られる。地区 LCIF コーディネーターと地区ガバナーにも表彰状が贈られる。各会

則地域において会員一人あたりの平均寄付額が上位 5位に入った地区、その地区 LCIF コーディ

ネーター、そして地区ガバナーにも表彰状が贈られる。 

 

トップ複合地区表彰状：トップ複合地区表彰状：トップ複合地区表彰状：トップ複合地区表彰状：寄付総額と会員一人あたりの平均寄付額が各会則地域において最多の

複合地区の複合地区 LCIF コーディネーターに表彰状が贈られる。 



XII - 16 

    

LCIFLCIFLCIFLCIF への協力への協力への協力への協力    

表彰表彰表彰表彰    

メルビンメルビンメルビンメルビン・・・・ジョーンズジョーンズジョーンズジョーンズ・・・・フェロフェロフェロフェロー：ー：ー：ー：用途無指定で自ら US$1,000のドネーションをした人、又、

ある特定の人の名で第三者が同額の寄付をした場合にはその特定の人は、メルビン・ジョーン

ズ・フェロー（MJF）として認められる。メルビン・ジョーンズ・フェローにはラペルピンと

氏名の入った楯が贈られる。また、その氏名は国際本部の LCIF 展示室にあるコンピューター

画面に映し出され、寄付レベルを示す特別なピンを受け取る。はしか、支援を最も必要とする

分野、災害、人道奉仕（はしかを含む）、視力、青少年の各カテゴリーを対象としたドネーシ

ョンが、メルビン・ジョーンズ・フェローの対象となり得る。 

プログレス・メルビン・ジョーンズ・フェロープログレス・メルビン・ジョーンズ・フェロープログレス・メルビン・ジョーンズ・フェロープログレス・メルビン・ジョーンズ・フェロー：：：： すでにメルビン・ジョーンズ・フェローであ

る場合、プログレス・メルビン・ジョーンズ・フェロー（PMJF）によって同フェローシッププ

ログラムにおける更なる昇進をすることができる。寄付者は、当初の MJFドネーションに加え

続けて行われる寄付 US$1,000ごとに、寄付レベルに応じて異なる PMJFピンをもって新たなレ

ベルの表彰を受ける。PMJFプログラムでは、US$51,000レベルまでは US$1,000ごとに表彰が

行われる。US$51,000レベルに達した後は、US$10,000ごとに特別なピンが授与される。 
 

献金会員献金会員献金会員献金会員 US$20、50、または US$100のドネーションをした寄付者には、ラペルピンが贈られ

る。11 月は献金会員の月である。会員はドネーションをクラブ幹事に渡すと良い。クラブ幹事

は、このドネーションをまとめ、各寄付者名のリストを添えて LCIF 寄付課に送るよう求めら

れている。ラペルピンは、クラブ宛に送付される。(献金会員の月は 11 月であるが、一年を通

してドネーションが受け付けられ、ピンが贈られる) 

芳名録芳名録芳名録芳名録 US$100のドネーションをする寄付者には感謝状が贈られ、その人の氏名は、寄付があ

った年度の寄付者として、LCIF 展示室にある芳名録に載せられる。 

クラブ楯：クラブ楯：クラブ楯：クラブ楯：LCIF に US$1,000以上の寄付を行ったライオンズクラブをたたえて、クラブ楯が贈

られる。クラブは、楯の代わりにバナーパッチとシェブロンを要請することができる。 

人道人道人道人道支援支援支援支援パートナーパートナーパートナーパートナー  人道支援パートナー･プログラムは、ドネーションの累積額が

US$100,000を超える個人を称えるためのものである。このプログラムには近年、US$300,000レ
ベルまで US$20,000の寄付ごとに贈られる新たなピンのレベルが加えられた。PMJF プログラ

ム同様、各レベルにおいて異なる宝石と金属で作られた個別のピンが贈られる。 

法人組織用楯法人組織用楯法人組織用楯法人組織用楯 用途無指定で US$1,000又はそれ以上のドネーションをする会社など法人組織に

は、組織名が彫りこまれた楯が贈られる。 

LCIF 遺贈プログラム遺贈プログラム遺贈プログラム遺贈プログラム 誰でも、保険金、現金、株、資産などの形の遺贈で、LCIF を支援す

ることができる。又遺書を通して、あるいは LCIF を保険や信託の受取人に指定して、遺贈計

画の手配をすることもできる。人道主義的活動を支持するために遺贈計画をする人には、何年

間かにわたって、その資産の価値を増やしていく機会が与えられるのである。 
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寄付（ドネーション）を送る方法寄付（ドネーション）を送る方法寄付（ドネーション）を送る方法寄付（ドネーション）を送る方法 

1. 1. 1. 1. 送金方法を選択する送金方法を選択する送金方法を選択する送金方法を選択する    

LCIF 寄付金の処理と送金については多くの国で独自の方法が採用されている。以下の方法を自

国の方法と併せて活用されたい。 

国内にある協会の銀行口座への振込国内にある協会の銀行口座への振込国内にある協会の銀行口座への振込国内にある協会の銀行口座への振込    

ライオンズクラブ国際協会の銀行口座がある国では現地の通貨で寄付金を振込むことが出来る。

月々のクラブ会計計算書に表示される協会の公認為替レートをチェックすること。この方法で

寄付を行う場合には、専用の書式に寄付の詳細を記入し、FAX、E メールまたは郵便で必ず振

込後直ちに LCIF に提出すること。 

クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード 

LCIF では、ビザ®、マスターカード®、ディスカバー®、アメリカン･エキスプレス®を利用し

た寄付を受付けている。カード保持者の氏名、カード番号、有効期限、及びカード裏に記載さ

れているセキュリティ・コードをクレジットカード専用の書式に記入し、FAX または郵便で

LCIF に提出する。カード情報の漏えいを防ぐため、E メールによる提出は行わないこと。寄付

がカード保持者以外を表彰する場合、表彰される人の氏名（および該当する場合には会員番

号）を明示する。電話でのクレジットカードによる寄付は、LCIF では受け付けない。クレジッ

トを使ってオンラインで寄付をすることについて手助けが必要な場合には、献金者サービスま

でご連絡（電話：630-203-3836）いただきたい。オンライン（https://www.lcif.org/JA/ways-to-
give/donate-now.php）で直接寄付することもできる。 

電信送金電信送金電信送金電信送金/銀行振替銀行振替銀行振替銀行振替 

LCIF の銀行口座もしくは貸金庫に直接米ドルを電信送金するのも、米国外から寄付を送る効率

的な方法の一つである。 

寄付者の銀行から LCIF 名義の口座または貸金庫に直接送金するには、現地通貨による寄付金

額（プラス現地銀行の手数料）と下記の情報を窓口に提出し、米ドル建ての送金を依頼する。 

口座 

   JPMorgan Chase Bank, N.A. 
   10 S. Dearborn Street 
   Chicago, IL 60603 USA 
   ABA（米国銀行協会）ルーティング番号（米国銀行協会）ルーティング番号（米国銀行協会）ルーティング番号（米国銀行協会）ルーティング番号: 021000021 

 口座名口座名口座名口座名: Lions Clubs International Foundation 
 口座番号口座番号口座番号口座番号: 754487312 
 Swift ( 国際銀行間通信協会国際銀行間通信協会国際銀行間通信協会国際銀行間通信協会) 銀行間取引番号銀行間取引番号銀行間取引番号銀行間取引番号: CHASUS33 

貸金庫翌朝送金 
JP Morgan 
Attn: Lions Clubs Int’l LBX 4547 
131 S. Dearborn, 6 th FL 
Chicago, IL 60603 
60122-4547 
USA 
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銀行が発行する受取書または送金依頼書のコピーを、必要に応じて寄附金に関する特記事項を

添えた上で FAX、E メールまたは郵便で送金後直ちに LCIF に提出する。寄付者の氏名（およ

び該当する場合には会員番号）とクラブ番号を必ず明記すること。これらの情報は入金を特定

し、正しく処理する上で重要であり、その提供は送金依頼書または別紙への記載をもって行う

ことが出来る。 

ママママママママママママママママママママママママママママママママ 

米国では数千社の企業が、社員の慈善寄付に対して一定比率の金額の上乗せを行うという制度

を設けている。これを利用すると、寄付額を 2倍または 3倍に増やすことが可能となる。雇用

主が従業員の寄付に対して金額を上乗せするマッチングギフト制度を設けている場合には、下

記の簡単な手順に従うとよい。 
• マッチングギフト用紙を雇用主（おそらくは人事課又は給与関係課から入手可）から入

手する（企業によっては地域での奉仕活動に対しマッチングギフトを行うところもある

―ライオンズにはぴったりの仕組み） 
• この用紙の献金者欄に必要事項を記入する 
• クレジットカード情報、または LCIFを受取人とした、自分が寄付する額の小切手*（す

でに献金している場合は、支払済みとして戻ってきた小切手のコピー）を添えて、用紙

を下記宛てに郵送する。 

LCIF 
300 W. 22nd St.  
Oak Brook, IL 60523-8842 U.S.A.  
Attn.:LCIF Development  

*特定のプログラムまたは災害を指定して寄付を行う場合には、それを小切手の備考欄に明
記すること（注意：メルビン・ジョーンズ・フェローの表彰を受けられるのは、一般的な
寄付のみ） 

2. 2. 2. 2. 書類の提出書類の提出書類の提出書類の提出    

いずれの送金方法を選択した場合にも、寄付金が正しく処理されるために以下の情報を提供す

る。 

• 寄付者の氏名 
• 表彰の対象となる人の氏名（寄付者自身の場合にはその旨を明記のこと） 
• 寄付者の所属クラブ名とクラブ番号 
• 寄付金額 
• 特記事項、例えば 

o 自分が誓約した寄付の支払 
o クラブが誓約した寄付の支払 

• 支払の詳細、例えば 
o 振込または送金日付 
o 国際協会送金専用口座番号（LCIF 用）－ 国内にある協会の銀行口座に振込む

場合 
o クレジットカード情報など 
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3. 3. 3. 3. 希望する表彰についての記載を忘れずに希望する表彰についての記載を忘れずに希望する表彰についての記載を忘れずに希望する表彰についての記載を忘れずに    

寄付への感謝の意を表するために個人とクラブに対する表彰が数種類用意されている。寄付金

が人道的な奉仕に最大限活用できるよう、表彰は寄付一件につき一種類に限られる。寄付をす

る際には、所定の書式に希望する表彰、表彰を受ける人などの情報を明記して提出する。 

• メルビン･ジョーンズ･フェローまたはプログレス･メルビン･ジョーンズ･フェロー 

• 献金会員ピン 

• クラブ楯またはバナーパッチ 

• 企業用楯 

• 記念寄付 

寄付寄付寄付寄付に関してに関してに関してに関してよくある質問よくある質問よくある質問よくある質問    

1.1.1.1. 用途無指定寄付と用途指定寄付の違いは何か用途無指定寄付と用途指定寄付の違いは何か用途無指定寄付と用途指定寄付の違いは何か用途無指定寄付と用途指定寄付の違いは何か    

用途無指定寄付は、LCIF にとって最も重要な寄付である。この寄付は、用途が指定さ

れておらず、LCIF のどのプログラムの支援にも用いることができるものである。さら

に寄付者は、支援を最も必要とする分野、災害、視力、青少年の四つの特定のプログラ

ム分野を資金援助することができるようになった。用途無指定寄付及び上記四つの分野

を対象とするドネーションにより、LCIF はすべてのプログラムの必要に応じることが

できる。これらのドネーションはメルビン・ジョーンズ・フェローを含むすべての表彰

プログラムの対象となる。  
 

用途指定寄付は、視力ファースト･キャンペーン II など特別な取り組みのため、専用に

設けられた口座を指定するものである。用途指定口座はその都度設置される。用途指定

寄付をする場合には、事前に LCIF に連絡をする。用途指定寄付は、メルビン･ジョーン

ズ･フェローの対象とはならない。 

2.2.2.2. 寄付金は、ためておいて寄付金は、ためておいて寄付金は、ためておいて寄付金は、ためておいて定期的に定期的に定期的に定期的に LCIFLCIFLCIFLCIF へ送付するべきかへ送付するべきかへ送付するべきかへ送付するべきか    

遅らせずに資金を送金するべきである。そうすれば、寄付したことがその寄付者の記録

に即座に加えられ、LCIF の表彰やアワードが適宜交付される。また、長期に渡って処

理されない小切手は無効になり、新たな小切手の発行を要請しなければならなくなるこ

ともある。 

3.3.3.3. LCIFLCIFLCIFLCIF が寄付を受け取る前に、メルビが寄付を受け取る前に、メルビが寄付を受け取る前に、メルビが寄付を受け取る前に、メルビン･ジョーンズ･フェローなど、何らかの表彰を送ン･ジョーンズ･フェローなど、何らかの表彰を送ン･ジョーンズ･フェローなど、何らかの表彰を送ン･ジョーンズ･フェローなど、何らかの表彰を送

付してもらうことは可能か付してもらうことは可能か付してもらうことは可能か付してもらうことは可能か    

可能ではない。LCIF の方針により、寄付が国際本部で受領処理されるまでは表彰を送

付することができない。正確かつ時宜に適った処理、および表彰の迅速な発行ができる

よう、メルビン･ジョーンズ･フェロー申請書などの必要書類を忘れずに同封する。 

4444....    LCIFLCIFLCIFLCIF から寄付に関する報告を入手することは可能かから寄付に関する報告を入手することは可能かから寄付に関する報告を入手することは可能かから寄付に関する報告を入手することは可能か 

可能である。LCIF では、地区ガバナーと、複合地区及び地区の LCIF コーディネーター

に四半期ごとの寄付に関する概要を提供している。また、いくつかの報告書が要請に応

じて提供される。これら役員は報告書を活用してドネーションや表彰に関する情報を伝

えることができる。 
 
    5555....    LCIFLCIFLCIFLCIF に寄付をする方法は他にあるかに寄付をする方法は他にあるかに寄付をする方法は他にあるかに寄付をする方法は他にあるか    
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ある。LCIF に対し、株式、遺贈計画、マッチングギフト及び証券寄贈を行うことがで

きる。詳細は、www.lcif.org を参照するか、LCIF資金開発課スタッフに問い合わせる。 
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第第第第 11113333 章章章章        

会員開発会員開発会員開発会員開発    

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グローバル会員増強チーム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。 
• 全地区で、毎年度、最低一つの新ライオンズクラブを結成する。 

 
• クラブ会員委員長に、メンバーの勧誘や積極的参加への働きかけに使える研修やツールに

ついて知らせる。  

 

地区グローバル会員増強チーム地区グローバル会員増強チーム地区グローバル会員増強チーム地区グローバル会員増強チーム 
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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 リジョン及びゾーン・チェアパーソン 

 
地区 GMT メンバーの責任には下記がある。 
 

• 全地区で、毎年度、最低一つの新ライオンズクラブを結成する。 
 

• リジョン及びゾーン・チェアパーソンと緊密に協力し、クラブ会員委員長がクラブへの新

会員勧誘及び既存会員の積極的参加への働きかけに関する計画を立てるよう指導する。 
 
• 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。 

 
• 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 
• 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 
• 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 
• 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 

 

GMT 会員増強・会員増強・会員増強・会員増強・EXT 委員会とクラブサクセス委員会委員会とクラブサクセス委員会委員会とクラブサクセス委員会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、会員増強・EXT 委員会とクラブサクセス委員

会の二つの委員会を編成する。 
 
 

会員増強・会員増強・会員増強・会員増強・EXT 委員会委員会委員会委員会  
責任：責任：責任：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・会員増強・会員増強・会員増強・EXT 委員会のスペシャリストの例：委員会のスペシャリストの例：委員会のスペシャリストの例：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  
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• 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クラブサクセス委員会クラブサクセス委員会クラブサクセス委員会  
責任：責任：責任：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クラブサクセス委員会のスペシャリストの例クラブサクセス委員会のスペシャリストの例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・チェアパーソンリジョンおよびゾーン・チェアパーソンリジョンおよびゾーン・チェアパーソンリジョンおよびゾーン・チェアパーソン – 地区地区地区地区 GMT 
 

• 新クラブ結成の対象となる地域社会を特定する 

• クラブ会員委員長と緊密に協力し、クラブへの新会員勧誘及び既存会員の積極的参加への

働きかけに関する計画を立てるよう指導する 

• 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 

 
 
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 
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• 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。 

GMT 課 
Eメール:  gmt@lionsclubs.org 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, Illinois  60523-8842 
電話: 630-203-3845 
FAX: 630-571-1691 
 

年間年間年間年間会員増強プログラム会員増強プログラム会員増強プログラム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年間会員増強アウトリーチ戦略案年間会員増強アウトリーチ戦略案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。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 
 

会員増強会員増強会員増強会員増強交付交付交付交付金金金金 

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。 
 
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。 
 

場所に関する条件場所に関する条件場所に関する条件場所に関する条件 
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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会員増強交付金の承認手順会員増強交付金の承認手順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 22nd 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家族及び女性シンポジウム・プログラム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。 
 
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 
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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。 
 
 

ライオンズ地域ライオンズ地域ライオンズ地域ライオンズ地域別別別別女性ワークショップ・プログラム女性ワークショップ・プログラム女性ワークショップ・プログラム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。 
 

新クラブ新クラブ新クラブ新クラブのののの結成結成結成結成    

毎年度各地区で最低最低最低最低一一一一つの新ライオンつの新ライオンつの新ライオンつの新ライオンズクラブズクラブズクラブ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。 

• 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会員オペレーション課より取り寄せることができる。 

• 新クラブ結成キット 
• キャンパス・ライオンズクラブ・キット 
• ライオネス・ブリッジ・キット 
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• クラブ支部キット 

重要な期日重要な期日重要な期日重要な期日：：：：    

• 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。 

チャーター申請法チャーター申請法チャーター申請法チャーター申請法    

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-38B）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。地区ガバナーは、MyLCI の新しいオンラインチャ
ーター申請の機能を使用してチャーター申請を行うことができるようになった。申請を行う際、

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。 

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 
Membership Operations Department 
Eメール:  newclubs@lionsclubs.org 
300 W 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 
電話: 630-203-3831 
ファックス:  630-571-1691 

新クラブの確実な発展新クラブの確実な発展新クラブの確実な発展新クラブの確実な発展    
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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プログラムクラブ支部プログラム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。 

ライオンズ新会員ライオンズ新会員ライオンズ新会員ライオンズ新会員オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション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。 

 

新会員の入会式新会員の入会式新会員の入会式新会員の入会式    

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。 
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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ライオンズ世界入会デー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。 

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    

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：ライオンズ基礎メンター・プログラム：ライオンズ基礎メンター・プログラム：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：ライオンズ上級メンター・プログラム：ライオンズ上級メンター・プログラム：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。 
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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。 

詳細の問い合わせ詳細の問い合わせ詳細の問い合わせ詳細の問い合わせ    

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 
Membership Operations Department 
Eメール: memberops@lionsclubs.org 
300 W 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
電話: 630-203-3831 

 

ライオンズにおける家族および女性ライオンズにおける家族および女性ライオンズにおける家族および女性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家族会員プログラム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。 

資格基準資格基準資格基準資格基準    

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であることの証明家族であることの証明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。 

 

 既存会員既存会員既存会員既存会員 新規会員新規会員新規会員新規会員 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 
世帯主 家族会員 世帯主 家族会員 世帯主 家族会員 

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

入会費入会費入会費入会費 支払済み 支払済み US$25 $25 US$30 $30 
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転籍費転籍費転籍費転籍費 $0 $0 - - US$20 $20 

 

家族会員プログラムに関する質問は、memberops@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家族と女性の勧誘に力を入れる理由家族と女性の勧誘に力を入れる理由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。

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。 

資料資料資料資料    
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    
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。会員オペレーション課から、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学生会員およびレオ学生会員およびレオ学生会員およびレオ////ライオン移籍ライオン移籍ライオン移籍ライオン移籍プログラムプログラムプログラムプログラム    

「学生会員プログラム」の内容とは「学生会員プログラム」の内容とは「学生会員プログラム」の内容とは「学生会員プログラム」の内容とは？？？？    

• 正会員：正会員：正会員：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。 
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• 学生会費：学生会費：学生会費：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：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：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：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？「学生会費割引」の対象となるのは誰か？「学生会費割引」の対象となるのは誰か？「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

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。 

「「「「レオレオレオレオ////ライオン移籍プログラムライオン移籍プログラムライオン移籍プログラムライオン移籍プログラム」」」」のののの内容内容内容内容とは？とは？とは？とは？    

• 正会員：正会員：正会員：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。 

• レオレオレオレオ////ライオン移籍会費ライオン移籍会費ライオン移籍会費ライオン移籍会費割引割引割引割引：：：：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「レオ「レオ「レオ////ライオン移籍プログラムライオン移籍プログラムライオン移籍プログラム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会費割引」の対象となるのは誰か会費割引」の対象となるのは誰か会費割引」の対象となるのは誰か？？？？    

1.1.1.1. 元レオ元レオ元レオ元レオ    

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。 

 

2.2.2.2. 有資格の若年成人有資格の若年成人有資格の若年成人有資格の若年成人    

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？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？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？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。 

 

転籍会員転籍会員転籍会員転籍会員    
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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。 

MyLCIMyLCIMyLCIMyLCI    ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイトを利用してオンライン報告を行うクラブを利用してオンライン報告を行うクラブを利用してオンライン報告を行うクラブを利用してオンライン報告を行うクラブ::::    

クラブからクラブからクラブからクラブから転出する会員転出する会員転出する会員転出する会員：：：：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。  

クラブにクラブにクラブにクラブに転入する会員転入する会員転入する会員転入する会員：：：：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

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    

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。 
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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. チャーター費全額支払いの確認書 -- 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、会員オペレーショ

ン課までお問い合わせください。 
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会員種別会員種別会員種別会員種別    

ライオンズクラブの会員は次のように分類される。 

正会員正会員正会員正会員 クラブ、地区、または国際協会の役職に立候補する資格（ただし資格要件を満たして

いる場合）と、会員の投票を要するあらゆる事項に対する投票権を持つ会員。義務には、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

動が含まれる。この種類の会員は、クラブ代議員数算出の対象となる。 

不在会員不在会員不在会員不在会員    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。 

名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員 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。 

優待会員優待会員優待会員優待会員 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。 

終身会員終身会員終身会員終身会員 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。 

準会員準会員準会員準会員    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。 

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員 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。 
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第第第第 11114444 章章章章    

PRPRPRPR    

地区レベルでの地区レベルでの地区レベルでの地区レベルでの広報活動広報活動広報活動広報活動    

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。 

出版物出版物出版物出版物ととととロゴロゴロゴロゴ    

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。 

ビデオと公共広告ビデオと公共広告ビデオと公共広告ビデオと公共広告    

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。 
 

ソーシャルソーシャルソーシャルソーシャルメディアメディアメディアメディア    

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。 

EEEE 地区ハウス、地区ハウス、地区ハウス、地区ハウス、EEEE クラブハウスクラブハウスクラブハウスクラブハウス、、、、EEEE レオクラブハウスレオクラブハウスレオクラブハウスレオクラブハウス    

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カスタムページも付け加えることが

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。 
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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    

「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。 

ライオンライオンライオンライオン誌誌誌誌    

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。 

• 事務総長が、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記事および写真の規定記事および写真の規定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。 
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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。 

    

配布状況配布状況配布状況配布状況    

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。 

 

特別購読特別購読特別購読特別購読    

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。 

平和ポスター平和ポスター平和ポスター平和ポスター及び作文及び作文及び作文及び作文コンテストコンテストコンテストコンテスト    

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. 22nd 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。 
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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ライオンズクラブ国際協会コンテスト規定ライオンズクラブ国際協会コンテスト規定ライオンズクラブ国際協会コンテスト規定    

AAAA....    国際ニュースレター国際ニュースレター国際ニュースレター国際ニュースレター    ((((会報会報会報会報))))    コンテストコンテストコンテストコンテスト    

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。 

BBBB....    国際ウェブサイト国際ウェブサイト国際ウェブサイト国際ウェブサイト····コンテストコンテストコンテストコンテスト    

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。 



XIV - 5 
 
 

Lions Clubs International 
Public Relations and Communication Division 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 
ファックス:  630-571-1685 
E メール:  pr@lionsclubs.org 

    

公認プロトコール公認プロトコール公認プロトコール公認プロトコール

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。 

順位順位順位順位    

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/LCIF 理事長 

3. 国際副会長（地位の順） 

4. 元国際会長 (b) 

5. 国際理事  

 （理事会アポインティ）* (a) 

6. LCIF 理事会  

7. 元国際理事 (c)  

8. GLT/GMT 国際コーディネーター、国際家族及び女性コーディネーター（FWC）(a) 

9. GLT/GMT 会則地域リーダー (a) 

10. LCIF エリア及びリジョナルコーディネーター、FWC/GLT/GMT エリアリーダー及び特別

エリア・アドバイザー/日本担当会則地域副リーダー (a) 

11. 複合地区協議会議長 (a) 

12. 地区ガバナー 

13. 国際運営役員/会則地域幹部スタッフ 

14. 前協議会議長 

15. 元協議会議長 (a) 

16. 複合地区 FWC/GLT/GMT/LCIF コーディネーター 

17. 前地区ガバナー (a) 

18. 副地区ガバナー (地位の順) 

19. 複合地区の各委員会委員長 (a) 

20. 元地区ガバナー (a) 

21. 複合地区協議会幹事（ボランティア）(a) 

22. 複合地区協議会会計（ボランティア）(a) 

23. 地区幹事 (a) 

24. 地区会計 (a) 

25. 地区 FWC/GLT/GMT/LCIF コーディネーター (a) 

26. リジョン・チェアパーソン (a) 

27. ゾーン・チェアパーソン (a) 



XIV - 6 

28. 地区の各委員会委員長 (a) 

29. クラブ会長 (a) 

30. 前クラブ会長 (a) 

31. 元クラブ会長 (a) 

32. クラブ幹事 (a) 

33. クラブ会計 (a) 

34. 複合地区幹事（職員）(a) 

35. 複合地区会計（職員）(a) 

36. 地区運営幹事（職員）(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。 

上上上上記アルファベットの説明記アルファベットの説明記アルファベットの説明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。 

一般事項一般事項一般事項一般事項 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賓客非ライオン賓客非ライオン賓客    

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メーンテーブル座席表メーンテーブル座席表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 

7777    5555    3333    1111    2222    4444    6666    

 

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。 
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(聴衆) 

第 2図 

7777    5555    3333    演台 2222    4444    6666    

 

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司会者及び会議書記司会者及び会議書記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二つ以上のメーンテーブル二つ以上のメーンテーブル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紹介メーンテーブル紹介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) 

国歌国歌国歌国歌    

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。 
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第第第第 11115555 章章章章    

奉仕事業奉仕事業奉仕事業奉仕事業    

ライオンズ公認奉仕プログラムライオンズ公認奉仕プログラムライオンズ公認奉仕プログラムライオンズ公認奉仕プログラム    

ライオンズ奉仕プログラムには七つの公式カテゴリーがある。 

1. 地域社会奉仕 
i. ライオンズ景観美化作業 

2. 災害対応及び救援 
i. ライオンズ ALERT プログラム 

3. 環境保全奉仕 
i. ライオンズ緑化チーム 

ii.  ライオンズ環境保全写真コンテスト 
4. 健康及び福祉 

i. 糖尿病教育及び活動 
ii.  聴力保護、教育及び活動 

iii.  視力保護、教育及び活動 
5. 国際関係 

i. 国際クラブ姉妹提携 
6. ライオンズ青少年奉仕の機会 

i. レオクラブ・プログラム 
ii.  ライオンズ国際ユースキャンプ及び交換プログラム 

iii.  ライオンズ奉仕における若い指導者アワード 
7. ライオンズ児童奉仕 

i. ライオンズ児童ファースト 
ii.  ライオンズ児童奉仕シンポジウム・プログラム 

iii.  リーディング・アクション・プログラム 

地区委員長のためのガイドラインは、国際協会のウェブサイト http://www.lionsclubs.org/JA を

開き、ホームページ右上の検索ボックスに「地区委員長」と入力して検索する。 

下記は、各奉仕カテゴリーに関する簡単な要約である。詳細は、www.lionsclubs.orgの「ライオ

ンズ会員センター」から「ライオンズの奉仕」のページに進んで閲覧するか、

programs@lionsclubs.orgに Eメールで問い合わせる。 

地域社会奉仕地域社会奉仕地域社会奉仕地域社会奉仕    

ライオンズ地域社会奉仕は、地域社会の生活、文化、福利に目を向けるものである。以下が採

用されている具体的なプログラムの例である。 

• ライオンズ景観美化作業 - ペンキ塗りや小規模な建設事業など、地域社会の改善に

つながる実地参加型の事業。これには、盲人または障害者のための住宅建設も含まれる。 

• ライオンズ文化及び地域社会活動 – パフォーマンスアートのイベント、美術品等の

展示会、歴史的建造物の修復作業といった芸術や文化活動に地域社会を活発に参加させ

ることに重点を置くもの 
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災害対応災害対応災害対応災害対応及び及び及び及び救援救援救援救援    

災害対応及び救援は、緊急事態および（または）災害が発生した地域が効率的に対応し、いち

早く立ち直ることができるようにするために緊急対応計画を策定することをライオンズのクラ

ブ、地区、複合地区に奨励するものである。 

• ライオンズ ALERT – ライオンズが現地の緊急対応機関やその他の地域団体との協力で

緊急対策を立てられるよう、手助けをするためのプログラム 

 

環境保全環境保全環境保全環境保全奉仕奉仕奉仕奉仕    

環境保全奉仕は、国際協会の人間と自然環境に関する方針声明に即した環境保全奉仕事業を企

画するための情報資源をライオンズクラブ、地区、複合地区に提供する。 

• ライオンズ緑化チーム事業 - 清掃、植樹、リサイクル、環境に関する教育など、環

境の改善および（または）保護に重点的に取り組む実地参加型の事業を含む。 

• ライオンズ環境保全写真コンテスト – ライオンズの地元の美しい環境を紹介し、環

境保全の重要性を強調することが目的。応募写真はライオンズ環境保全写真カレンダー

にも使われる。 

また、ライオンズは「アースデイ」（4 月 22 日）および「国連世界環境デー」（6 月 5 日）を

祝う奉仕活動を企画するよう奨励されている。これに加え、4 月には 100 周年記念奉仕チャレ

ンジ：環境を保護しようキャンペーンに参加することもできる。 

 

健康及び福祉健康及び福祉健康及び福祉健康及び福祉    

健康及び福祉は、1）糖尿病教育及び活動、2）聴力保護、教育及び活動、3）視力保護、教育及

び活動の三つの公認奉仕プログラムから成っている。各プログラムの説明は以下の通り。 

糖尿病教育糖尿病教育糖尿病教育糖尿病教育及び活動及び活動及び活動及び活動 

本プログラムの使命は、教育、予防、抑制、そしてリサーチを通じて糖尿病とその合併症の抑

制や治療につながる地域での活動や広範囲に及ぶ活動を実施し、支援することである。 

ライオンズは下記の奉仕活動を行うことにより糖尿病教育及び活動に参加することができる。 

• Strides: ライオンズ糖尿病教育 - 糖尿病に対する意識を高めるため、地域で注目度の非常

に高いイベントを催す機会をライオンズに与えるためのもの 
• 地域社会教育 - 講習会、映画、公共広告や資料配布を通して、糖尿病教育および糖尿病

の予防・抑制の推進に向けた集中的な取り組み 
• ライオンズ・アイヘルス・プログラム（LEHP） - 目の健康促進と、糖尿病性眼疾患な

どの予防可能な視力喪失の原因に対する意識高揚に取り組むライオンズを支援する、地

域に根差した教育プログラム 
• 糖尿病検査 – 地域の医療関係者と協力することにより、糖尿病に気づいていない人を見

つけ出すことに特に注意を向けた取り組み 
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• 糖尿病の人のためのレクリエーション･キャンプ – 資金援助やライオンズの実施参加型

奉仕事業を行うことにより、糖尿病をもつ子どもや大人を対象としたキャンプの支援 

ライオンズは糖尿病教育月間（11 月）および世界糖尿病デー（11 月 14 日）といった年次の特

別行事に参加することにより、糖尿病に対する意識を高めるよう奨励されている。 

糖尿病教育における国際協会の公認パートナーは次の通り。 

• 全米糖尿病教育プログラム（NDEP）： www.yourdiabetes.org 
• 糖尿病教育・キャンプ協会（DECA）：www.diabetescamps.org 
• メディックアラート・ファンデーション・インターナショナル：www.medicalert.org 

国際協会は国際糖尿病連盟（IDF）とも連携しており、www.idf.orgから追加の資料や情報を入

手できる。 

聴力保護、教育聴力保護、教育聴力保護、教育聴力保護、教育及び及び及び及び活動活動活動活動    

幼い時から目と耳が不自由だったヘレン･ケラーは、1925 年に、目が見えない人たちのみなら

ず、耳が不自由な人たちも助けるよう、ライオンズに訴えた。それ以来、ライオンズは聴力言

語障害者や難聴者への奉仕を主眼とした数多くの事業を企画実施している。 

• 補聴器リサイクルプログラム – このプログラムを通してライオンズは経済的に余裕の

ない難聴者に手ごろな価格の補聴器を提供することが可能 

視力保護、教育及び活動視力保護、教育及び活動視力保護、教育及び活動視力保護、教育及び活動    

ライオンズは、盲人及び視力障害者への奉仕で国際的に認識されている。 

• ライオンズ・アイヘルス・プログラム（LEHP） - 目の健康を促進し、予防可能な視力

喪失の原因に対する意識を高めるための、地域に根差した共同ブランド教育プログラム 

• ライオンズ眼鏡リサイクル - ライオンズが、特に発展途上国の恵まれない人々への配

付用に利用できる眼鏡の収集に向けて企画されたプログラム 

• ライオンズ・アイバンク – 支持活動、教育、また運営面や資金面での援助を通じてア

イバンクとの協力を奨励することを目的とするもの 

 

ライオンズは失明予防を推進するために、下記のような世界中に知られているイベントに参加

するとよい。 

• ヘレン･ケラー･デー: 6 月 1日 

• 100 周年記念奉仕チャレンジ「視力を分かち合おう」：10月 

• 世界視力デー: 10 月の第 2木曜日 

• 国際白い杖デー: 10 月 15 日 

• 世界糖尿病デー (糖尿病性網膜症): 11 月 14 日 

• ライオンズ･アイバンク週間: 12 月の第 1週 

• 緑内障教育月間: 1 月 (米国) 

• 献眼推進月間: 3 月 (米国) 

• 糖尿病アラートデー：3月（米国） 

• ライオンズ視力のためのリサイクル月間: 5 月 

• 国際白い杖安全の日（10月 16 日）および白い杖週間 (米国では 5月の第 3週) 
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国際国際国際国際関係関係関係関係    

国際関係プログラムを通じて、ライオンズは「世界の人びとの間に相互理解の精神をつちかい

発展させる」という協会の第 3番目の目的を支援する活動を行うことが奨励されている。 

• 国際クラブ姉妹提携 - 異なる国のライオンズクラブ同士またはレオクラブ同士が相互

合意のもとに自主的に交友関係を結ぶ。 

 

ライオンズ青少年奉仕の機会ライオンズ青少年奉仕の機会ライオンズ青少年奉仕の機会ライオンズ青少年奉仕の機会    

ライオンズ青少年奉仕の機会の使命は、個人的にも集団的にも、多くを達成し、学び、寄与し、

奉仕する機会を、青少年育成の分野において最善な方法としてみなされる活動を通して世界の

青少年に提供することである。 

レオクラブレオクラブレオクラブレオクラブ・プログラム・プログラム・プログラム・プログラム 

レオクラブは、一つ又は複数のライオンズクラブの後援を受けることによりライオンズと提携

関係を結び、社会奉仕を通じて指導力を磨く機会を青少年に与える。学校または地域社会を基

盤とするレオクラブは、地域奉仕事業、社会的行事、指導力育成活動への参加を通して、会員

に仲間意識と成長をもたらす。 

レオクラブ・プログラムは、地域のために尽くすという生涯にわたる決意をする意欲や将来ラ

イオンズに入会する気持ちを青少年に起こさせたり、指導者を育てるといった機会を通じて、

青少年や若年成人に前向きな影響を与える手段をライオンズに提供する。レオクラブに関与す

ることによりライオンズも会員に活力や刺激を与えることができるほか、レオクラブのスポン

サーとして地域における注目度を高め、レオの保護者や家族等、会員候補者を引きつけること

ができる。 

地域社会奉仕に関心を持つ善良な青少年は、誰でもレオクラブに入会できる。アルファ・レオ

クラブは、12 歳から 18 歳までの青少年を対象としている。このレオクラブの焦点は、十代の

青少年の個人的および社会的な成長にある。オメガ・レオクラブは、18 歳から 30 歳までの若

年成人を対象としている。このレオクラブの目的は、若年成人の人格的および職業的な成長に

置かれている。 

地区内のレオクラブの発展と定着を図るために地区ガバナーは、レオクラブの広報、開発、継

続的支援を通して地区の成功を促す地区レオクラブ委員長を任命するよう奨励されている。地

区レオクラブ委員長は、ライオンズ地区キャビネットと地区内のレオクラブとをむすぶ連絡員

を務める。特定の条件を満たしていれば、レオ委員長は、レオクラブがレオ地区又はレオ複合

地区を組織することを承認することができる。ライオンズのリーダーには、レオ地区及びレオ

複合地区のリーダーと緊密に協力することが奨励される。 

地区ガバナーは、資格のあるレオとライオンズをレオクラブ・プログラム諮問パネルに推薦す

るよう奨励されている。この諮問パネルはコミュニケーション手段であり、これを通じてレオ

とライオンズはライオンズクラブ国際協会とアイディアを共有する。パネリストは 2 年任期を

務め、本プログラムの大使および支持者としての役目を務める。パネルは、プログラムに影響

する事柄や指導力育成に向けたさらなる機会について、レオの発言権を強めるものである。推
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薦は会計年度に基づき受け付けられる。レオまたはライオンを推薦するための用紙は、ライオ

ンズクラブ国際協会ウェブサイトに掲載されている。 

詳細については、国際協会ウェブサイトのレオのセクションを見るか、国際本部のレオクラ

ブ・プログラム課（leo@lionsclubs.org）に問い合わせる。 

ライオンズ国際ユースキャンプおよび交換（ライオンズ国際ユースキャンプおよび交換（ライオンズ国際ユースキャンプおよび交換（ライオンズ国際ユースキャンプおよび交換（YECYECYECYEC）プログラム）プログラム）プログラム）プログラム 

ライオンズ青少年交換を通して青少年 (参加に適した年齢 15 歳～21 歳) は、ライオンズに認め

られたホスト·ファミリー宅に 4～6 週間ホームステイをすることができる。異なる国々のライ

オンズクラブが、それぞれの地区又は複合地区のユースキャンプ及び交換委員長を通して交換

の手配をする。ライオンズ国際ユースキャンプはさまざまな国の青少年 (参加に適した年齢 16
歳～21 歳) のホストをすることにより、国際協調を促進するものである。ライオンズクラブ、

地区、複合地区は、単独あるいは合同でキャンプを企画することができる。 

ライオンズ奉仕における若い指導者アワードライオンズ奉仕における若い指導者アワードライオンズ奉仕における若い指導者アワードライオンズ奉仕における若い指導者アワード 

ライオンズ奉仕における若い指導者アワード・プログラムは、ボランティアとして地域で 50時
間または 100時間の奉仕活動を行った 12歳～18歳の青少年を正式に表彰する機会をライオン

ズに与えるものである。50時間の社会奉仕活動を行った青少年には銀色のシールつき証書とラ

イオンズクラブ国際会長からの手紙が贈呈され、100時間の社会奉仕活動を行った青少年には

金色のシールつき証書と国際会長からの手紙が贈呈される。 

奉仕における若い指導者アワード・プログラムは、若者との連携に関心があるもののこの分野

においてあまり経験のないクラブにとって理想的なものである。 

ライオンズ児童奉仕ライオンズ児童奉仕ライオンズ児童奉仕ライオンズ児童奉仕 

2003年に採用されたこのプログラムは、地元だけでなく世界で保健及び教育サービスを行い、
逆境にある幼小児や思春期の子供たちの生活を向上させることを目的としている。 

ライオンズ児童奉仕シンポジウム･プログラムライオンズ児童奉仕シンポジウム･プログラムライオンズ児童奉仕シンポジウム･プログラムライオンズ児童奉仕シンポジウム･プログラムは、ライオンズが地域の主なリーダー、教育関
係者、保健関係専門家、恵まれない子供たちへの奉仕に携わっているその他の人々の人脈作り
を可能とする話し合いの場を設けることを奨励するものである。シンポジウムは、ライオンズ
が新たな奉仕の機会や更なる支援を必要とする他の地域社会事業を特定するのに役立つ。各会
則地域およびアフリカは 1 会計年度につき 1 回の資金援助を受けることができる。地区および
複合地区はシンポジウム開催経費に対する補助金として、1 回のシンポジウムにつき最高
US$2,000 の資金援助を申請することが可能。シンポジウム補助金申請書は協会のウェブサイト
からダウンロードできる。 

2009～2010 年度より導入された「ライオンズ児童ライオンズ児童ライオンズ児童ライオンズ児童ファーストプログラムファーストプログラムファーストプログラムファーストプログラム」では、恵まれない子
どもを助けるための注目度の高い実地参加型の事業や活動に関する資料や情報をクラブに提供
する。 

クラブは、ライオンズ･ユニセフ「スクール･イン･ア･ボックス（箱の中の学校）」プログラムライオンズ･ユニセフ「スクール･イン･ア･ボックス（箱の中の学校）」プログラムライオンズ･ユニセフ「スクール･イン･ア･ボックス（箱の中の学校）」プログラムライオンズ･ユニセフ「スクール･イン･ア･ボックス（箱の中の学校）」プログラム
に参加することができる。このプログラムは、緊急事態や災害のために日常的な学校生活に支
障が生じた場合に、子供たちが教育を受け続ける上で役立つ。「スクール･イン･ア･ボックス」
には教師１人分と生徒 40 人分の学用品と教材が含まれている。ライオンズクラブ、レオクラブ、
地区、あるいは複合地区は LCIF に寄付をして、このプログラムに協力することが可能。US$500
以上の寄付に対しては、「スクール･イン･ア･ボックス」バナーパッチが授与される。 
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ライオンズには、リーディング・アクション・プログラムリーディング・アクション・プログラムリーディング・アクション・プログラムリーディング・アクション・プログラムに参加して、地域の子どもたちの識
字率を高め、教材やテクノロジーにアクセスできるよう手助けすることが奨励される。詳細に
ついては、国際協会ウェブサイトで「識字」のキーワードを検索して閲覧できる。 
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第第第第 16161616 章章章章    

アワードアワードアワードアワード    

国際会長が、功績を称えるための特別なアワードを設ける場合があります。詳しくは国際協会国際会長が、功績を称えるための特別なアワードを設ける場合があります。詳しくは国際協会国際会長が、功績を称えるための特別なアワードを設ける場合があります。詳しくは国際協会国際会長が、功績を称えるための特別なアワードを設ける場合があります。詳しくは国際協会

ウェブサイトをご確認ください。ウェブサイトをご確認ください。ウェブサイトをご確認ください。ウェブサイトをご確認ください。    

奉仕活動関連奉仕活動関連奉仕活動関連奉仕活動関連アワードアワードアワードアワード    

100100100100％レオクラブ会長賞％レオクラブ会長賞％レオクラブ会長賞％レオクラブ会長賞    
任期中、特定の条件を満たしたレオクラブ会長は、スポンサーのライオンズクラブ会長

の賛同の下、レオクラブ顧問より本賞を受賞する。指導力育成、会員増強、クラブ運営、

アクティビティといった分野における優れた働きが受賞基準となる。受賞基準および表

彰状がスポンサーのライオンズクラブに電子ファイル形式で提供される。 

100%100%100%100%レオ地区レオ地区レオ地区レオ地区////複合地複合地複合地複合地区会長賞区会長賞区会長賞区会長賞 
地区ガバナーまたは協議会議長の承認を得た上で、地区又は複合地区レオクラブ委員長

は、指導力育成、会員増強、運営、地区又は複合地区レオ活動の分野で特定の基準に沿

ったレオ地区又は複合地区会長に、このアワードを授与する。アワード基準及び証書は、

地区及び複合地区レオクラブ委員長に電子ファイル形式で提供される。 

100100100100 周年記念奉仕チャレンジ周年記念奉仕チャレンジ周年記念奉仕チャレンジ周年記念奉仕チャレンジ    クラブ賞クラブ賞クラブ賞クラブ賞    
毎年、100 周年記念奉仕チャレンジの 4分野のうち一つに参加し、アクティビティ報告

システムから報告したライオンズクラブには、バナーパッチが贈られる。報告は毎年 7

月 15 日に締め切られ、パッチはその年度の第 1四半期中に、クラブへの贈呈用に地区

ガバナーに直接送られる。 

    

視力保護、教育及び活動視力保護、教育及び活動視力保護、教育及び活動視力保護、教育及び活動におけるにおけるにおけるにおける    

クラブ優秀努力賞クラブ優秀努力賞クラブ優秀努力賞クラブ優秀努力賞 
年度中に地区内で視力関連奉仕事業に最も活発であった一つのライオンズクラブに贈る

ために、適切なアワードが毎年地区ガバナーに対して電子ファイル形式で提供される。 

クラブ姉妹提携認証クラブ姉妹提携認証クラブ姉妹提携認証クラブ姉妹提携認証 
クラブ姉妹提携は、異なる国の間での文通及び交流のプログラムである。このプログラ

ムに積極的に参加するライオンズクラブ又はレオクラブの会計年度最初の姉妹提携に対

して、クラブ姉妹提携パッチが贈られる。詳細は、ライオンズクラブ国際協会ウェブサ

イト www.lionsclubs.org（「姉妹提携」のキーワードで検索する）に掲載されている。    

地区地区地区地区////複合地区複合地区複合地区複合地区糖尿病教育委員長賞糖尿病教育委員長賞糖尿病教育委員長賞糖尿病教育委員長賞    
任務を全うした地区および複合地区委員長に贈るために、適切なアワードが毎年地区ガ

バナーおよび協議会議長に対して電子ファイル形式で提供される。 
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地区環境委員長賞地区環境委員長賞地区環境委員長賞地区環境委員長賞    
任務を全うした地区委員長に授与するために、適切なアワードが毎年地区ガバナーに対

して電子ファイル形式で提供される。 

    

地区地区地区地区////複合地区複合地区複合地区複合地区聴力委員長賞聴力委員長賞聴力委員長賞聴力委員長賞 
任務を全うした地区および複合地区委員長に授与するために、適切なアワードが毎年地

区ガバナーおよび協議会議長に対して電子ファイル形式で提供される。 

地区地区地区地区////複合地区国際関係委員長賞複合地区国際関係委員長賞複合地区国際関係委員長賞複合地区国際関係委員長賞    
任務を全うした地区および複合地区委員長に贈るために、適切なアワードが毎年地区ガ

バナーおよび協議会議長に対して電子ファイル形式で提供される。 

地区地区地区地区////複合地区レオクラブ委員長賞複合地区レオクラブ委員長賞複合地区レオクラブ委員長賞複合地区レオクラブ委員長賞 
エクステンション、指導力育成、地区又は複合地区レオ活動、運営、促進の分野で、特

定の基準を満たした地区又は複合地区レオクラブ委員長に、地区ガバナー又は協議会議

長がこのアワードを授与する。賞状と受賞基準は、地区ガバナーおよび協議会議長に電

子ファイル形式で提供される。 

    

地区地区地区地区////複合地区ライオンズ複合地区ライオンズ複合地区ライオンズ複合地区ライオンズ    

青少年奉仕の機会委員長へのアワード青少年奉仕の機会委員長へのアワード青少年奉仕の機会委員長へのアワード青少年奉仕の機会委員長へのアワード    
地区又は複合地区における青少年活動の推進及び維持に著しく貢献したライオンズ青少

年奉仕の機会委員長に、地区ガバナー又は協議会議長が賞状を授与する。地区/複合地

区委員長賞の賞状と受賞基準は、地区ガバナーおよび協議会議長に毎年電子ファイル形

式で提供される。 

 

地区地区地区地区////複合地区リーディ複合地区リーディ複合地区リーディ複合地区リーディング・アクション・プログラム委員長ング・アクション・プログラム委員長ング・アクション・プログラム委員長ング・アクション・プログラム委員長    
任務を全うした地区および複合地区委員長に授与するために、電子ファイル形式の適切

な賞が毎年地区ガバナーと協議会議長に対して用意される。 

    

地区／複合地区ライオンズ児童奉仕委員長地区／複合地区ライオンズ児童奉仕委員長地区／複合地区ライオンズ児童奉仕委員長地区／複合地区ライオンズ児童奉仕委員長    
必要条件を満たしてこの役職を全うした地区および複合地区委員長に授与するために、

適切な賞が毎年地区ガバナーと協議会議長に対して電子ファイル形式で提供される。 

 

地区地区地区地区////複合地区複合地区複合地区複合地区視力視力視力視力委員長委員長委員長委員長賞賞賞賞    
任務を全うした地区および複合地区委員長に授与するために、適切な賞が毎年地区ガバ

ナーと協議会議長に対して電子ファイル形式で提供される。 
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レオクラブ顧問レオクラブ顧問レオクラブ顧問レオクラブ顧問 5555 年間サービス年間サービス年間サービス年間サービス・・・・アワードアワードアワードアワード    
5 年間献身的に任務を遂行したレオクラブ顧問は、特別なラペルピン及び証書を受賞す

る資格を得る。アワードはレオクラブのスポンサー・ライオンズクラブ会長から授与さ

れる。    

レオクラブ顧問功労賞レオクラブ顧問功労賞レオクラブ顧問功労賞レオクラブ顧問功労賞    
本賞は、レオクラブの指導及び発展に著しい働きを見せたレオクラブ顧問を称えるもの

である。特定の条件を満たした顧問には、レオクラブのスポンサー・・・・ライオンズクラ

ブ会長より証書が贈られる。    

    

レオクラブ結成周年記念及びレオクラブ結成周年記念及びレオクラブ結成周年記念及びレオクラブ結成周年記念及び    

ライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブ・・・・スポンサー周年記念アワードスポンサー周年記念アワードスポンサー周年記念アワードスポンサー周年記念アワード    
レオクラブには、結成 5周年目及びそれ以降 5年毎に周年記念バナーパッチが自動的に

授与される。スポンサーのライオンズクラブには、スポンサーしたレオクラブの結成 5

周年目、それ以降は 5年毎にスポンサー周年記念バナーパッチが自動的に授与される。    

    

レオクラブ優秀賞レオクラブ優秀賞レオクラブ優秀賞レオクラブ優秀賞 
毎年各地区ガバナーが、本賞受賞に値するレオクラブを地区から一つ選んで推薦する。

当該推薦には、地区レオクラブ委員長の承認が必要である。クラブが本賞受賞の対象と

なる会計年度の終了後の 8月 15 日までに申請書がレオクラブ・プログラム課に提出さ

れなければならない。受賞クラブは、バナーパッチとシェブロンを受け取る。    

    

レオクラブレオクラブレオクラブレオクラブ・・・・エクステンション賞エクステンション賞エクステンション賞エクステンション賞    
6 月 30 日までに地区内で最低 3つの新レオクラブ純増を達成した地区ガバナー、地区

レオクラブ委員長、レオ地区会長に賞状が授与される。また、6月 30 日までに複合地

区内で最低 5つの新レオクラブ純増を達成した協議会議長、複合地区レオクラブ委員長、

レオ複合地区会長に賞状が授与される。 

    

レオクラブレオクラブレオクラブレオクラブ・・・・スポンサースポンサースポンサースポンサー・・・・バナーパッチ及びバナーパッチ及びバナーパッチ及びバナーパッチ及び    

エクステンションエクステンションエクステンションエクステンション・・・・アワード証書アワード証書アワード証書アワード証書    

新規レオクラブの結成に際し、スポンサー・・・・バナーパッチがスポンサーのライオンズ

クラブに交付される。エクステンション・・・・アワード証書はスポンサーのライオンズク

ラブ会長及びレオクラブ顧問に送られる。スポンサーのライオンズクラブは追加の証書

を要請して、新レオクラブ結成に貢献した人を称えることができる。 

レオとライオン｢共に奉仕する｣アワードレオとライオン｢共に奉仕する｣アワードレオとライオン｢共に奉仕する｣アワードレオとライオン｢共に奉仕する｣アワード    
レオクラブとそのスポンサーのライオンズクラブによる共同事業、もしくはレオとライ

オンズの協調関係を支持するその他の活動において成功を収めた両クラブに、バナーパ

ッチが授与される。アワード申請書は、レオクラブ・プログラム課に提出する。 
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レオレオレオレオ 10101010 月会員増強賞月会員増強賞月会員増強賞月会員増強賞    
10 月中に所属レオクラブに 3 人以上の新会員を入会させたレオに、レオ会員増強月間

ラペルピンが授与される。レオクラブ顧問が本賞を受賞するレオの氏名を、11 月 15 日

までにレオクラブ・プログラム課に報告する。 

ベスト・レオ賞ベスト・レオ賞ベスト・レオ賞ベスト・レオ賞 
複合地区協議会又は単一地区キャビネットが、名誉ある本賞受賞に値するレオを毎年一

人推薦する。非常に優れた功績を残したレオのための申請書は、4 月 1 日までにレオク

ラブ・プログラム課に提出する。国際理事会が受賞者を選定する。 

｢レオの光で子供たちを照らそう｣｢レオの光で子供たちを照らそう｣｢レオの光で子供たちを照らそう｣｢レオの光で子供たちを照らそう｣ 
恵まれない児童向け奉仕事業を企画、実行したレオクラブは、｢レオの光で子供たちを

照らそう｣バナーパッチを得ることができる。また、｢レオの光で子供たちを照らそう｣

事業の支援においてめざましい貢献をしたレオは、｢レオの光で子供たちを照らそう｣証

書の受賞資格を得る。 

ライオンズクラブ地域社会及び文化活動アワードライオンズクラブ地域社会及び文化活動アワードライオンズクラブ地域社会及び文化活動アワードライオンズクラブ地域社会及び文化活動アワード 
毎年地区ガバナーが、地区内で地域社会および文化活動に最も積極的に取り組み、成功

したクラブを一つ選び、バナーパッチを授与する。本賞は地区ガバナーが要請すれば取

り寄せることができる。詳しい情報の問い合わせや、賞の要請は、

programs@lionsclubs.org に連絡する。 

    

ライオンズ環境保全写真コンテストライオンズ環境保全写真コンテストライオンズ環境保全写真コンテストライオンズ環境保全写真コンテスト    
6 つの各部門における最優秀賞受賞者にアワードが授与される。詳細は、ライオンズク

ラブ国際協会ウェブサイト www.lionsclubs.org（「写真コンテスト」のキーワードで

検索する）に掲載されている。 

 

ライオンズ国際協調賞ライオンズ国際協調賞ライオンズ国際協調賞ライオンズ国際協調賞    
最も優れた国際関係事業を企画した地区内のライオンに贈呈してもらえるよう、適切な

アワードが毎年要請に応じて地区ガバナーに交付される。詳しい情報の問い合わせや、

賞の要請は、programs@lionsclubs.org に連絡する。 

ライオンズ･ユニセフ｢ライオンズ･ユニセフ｢ライオンズ･ユニセフ｢ライオンズ･ユニセフ｢SchoolSchoolSchoolSchool----inininin----aaaa----Box(Box(Box(Box(箱の中の学校箱の中の学校箱の中の学校箱の中の学校))))｣バナーパッチ｣バナーパッチ｣バナーパッチ｣バナーパッチ    
ライオンズ・ユニセフ｢School-in-a-Box｣プログラム用に合計 US$500 以上を LCIF に寄

付したライオンズクラブ、レオクラブ、地区、複合地区は、バナーパッチの授与をもっ

て表彰される。 

ライオンズライオンズライオンズライオンズ ALERTALERTALERTALERT バナーパッチバナーパッチバナーパッチバナーパッチ    
ライオンズ ALERT 計画を書面でライオンズクラブ国際本部に提出したクラブ、地区、お

よび複合地区は、一度限りのバナーパッチを受賞することができる。 
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地区地区地区地区////複合地区ライオンズ複合地区ライオンズ複合地区ライオンズ複合地区ライオンズ ALERTALERTALERTALERT 委員長賞委員長賞委員長賞委員長賞    
任務を全うした地区および複合地区委員長に贈るために、適切なアワードが毎年地区ガ

バナーおよび協議会議長に対して電子ファイル形式で提供される。 

ライオンズ奉仕における若い指導者賞ライオンズ奉仕における若い指導者賞ライオンズ奉仕における若い指導者賞ライオンズ奉仕における若い指導者賞 
本賞は、50 時間の地域社会奉仕(銀賞シール)又は 100 時間の地域社会奉仕(金賞シー

ル)を果たした青少年(推薦年齢は 12 歳から 18 歳)をライオンズクラブが表彰するのに

最適である。実施に関する指針や広報用チラシが含まれている｢奉仕における若い指導

者賞｣プログラムのキットは、国際本部のプログラム及び奉仕イニシアチブ課から取り

寄せられるほか、協会ウェブサイトからダウンロードできる。 

糖尿病教育におけるニューホライゾン賞糖尿病教育におけるニューホライゾン賞糖尿病教育におけるニューホライゾン賞糖尿病教育におけるニューホライゾン賞 
会計年度中地区内で最も積極的に糖尿病に対する意識を高め、糖尿病についての教育お

よび管理の推進に努めた一つのライオンズクラブに贈るために、適切なアワードが毎年

地区ガバナーに対して電子ファイル形式で提供される。 

オンラインで入手可能な感謝状オンラインで入手可能な感謝状オンラインで入手可能な感謝状オンラインで入手可能な感謝状 
眼鏡のリサイクル、文化、国際関係、ライオンズ ALERT、ライオンズ景観美化作業、ラ

イオンズ緑化チーム事業の参加者に贈呈するために、ライオン指導者は協会のウェブサ

イトから感謝状をダウンロードすることができる。 

優秀クラブ優秀クラブ優秀クラブ優秀クラブ····パッチパッチパッチパッチ 
毎年一つのクラブが、国際関係活動に参加したことに対して優秀クラブパッチを受け取

るため、地区ガバナーから選ばれる。このアワードは、要請に応じて地区ガバナーに交

付される。詳しい情報の問い合わせや、賞の要請は、programs@lionsclubs.org に連絡

する。 

StridesStridesStridesStrides: : : : ライオンズ糖尿病教育ライオンズ糖尿病教育ライオンズ糖尿病教育ライオンズ糖尿病教育    ----    バナーパッチバナーパッチバナーパッチバナーパッチ 
「Strides：ライオンズ糖尿病教育」イベントを開催したライオンズクラブは、Strides

バナーパッチを受賞することができる。会計年度中 Strides イベントについてオンライ

ンでアクティビティ報告をしたクラブへは、Strides バナーパッチが授与される。1 会

計年度につき一つのクラブに対して交付されるのは一つのパッチのみである。 

トップテン･レオクラブ･エクステンション賞トップテン･レオクラブ･エクステンション賞トップテン･レオクラブ･エクステンション賞トップテン･レオクラブ･エクステンション賞    
会計年度中、最多のレオクラブ結成を達成した上位 10 地区の地区レオクラブ委員長及

びレオ地区会長にラペルピンが授与される。上位 10 地区のレオクラブ結成活動を支援

した複合地区レオクラブ委員長及びレオ複合地区会長にもラペルピンが授与される。 

トップテン･ユースキャンプおよび交換委員長賞トップテン･ユースキャンプおよび交換委員長賞トップテン･ユースキャンプおよび交換委員長賞トップテン･ユースキャンプおよび交換委員長賞 
複合地区協議会又は単一地区キャビネットがこのアワードのために毎年一人のライオン

を推薦する。準地区が 15以上ある複合地区は、二人のライオンを推薦することができ
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る。申請書は、11月 15 日までにプログラム及び奉仕イニシアチブ課

(youthexchange@lionsclubs.org)に提出する。国際理事会が受賞者を選び、受賞者はラ

ペルピン及び賞状を受け取る。 

地区及びクラブ行政地区及びクラブ行政地区及びクラブ行政地区及びクラブ行政関連関連関連関連アワードアワードアワードアワード    

地区ガバナー及び協議会議長感謝状地区ガバナー及び協議会議長感謝状地区ガバナー及び協議会議長感謝状地区ガバナー及び協議会議長感謝状    
無事任期を満了した地区ガバナーまたは協議会議長をたたえ、贈られるものである。地

区及びクラブ行政部より自動的に送付される。 

    

100100100100 周年記念奉仕チャレンジ周年記念奉仕チャレンジ周年記念奉仕チャレンジ周年記念奉仕チャレンジ    地区賞地区賞地区賞地区賞    
地区内 50％のクラブが 100 周年記念奉仕チャレンジの二つ以上の分野に参加し、アク

ティビティ報告システムから報告した場合、その地区にはバナーパッチが贈られる。報

告は毎年 7月 15 日に締め切られ、パッチはその年度の第 1四半期中に、地区への贈呈

用に協議会議長に直接送られる。100 周年記念期間のうち 3年か 4年において 50％を達

成した地区には、記念期間終了に際して特別アワードが贈られる。 

    

クラブ優秀賞クラブ優秀賞クラブ優秀賞クラブ優秀賞    
この年次アワードは、会員増強、奉仕、クラブの発展といった分野において国際理事会

が定めた受賞条件を満たしたクラブ会長およびクラブに対して贈られる。必要事項がす

べて記入済みの申請書が 9 月 30 日までに太平洋アジア課に提出されなければならない。    

地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー・チーム・チーム・チーム・チーム優秀優秀優秀優秀賞賞賞賞    
協会は地区ガバナー・チームの特別な努力に対する感謝のしるしとして、国際理事会に

よって定められた基準を満たしたガバナー・チームのメンバーに、任期終了後このアワ

ードが贈られる。必要事項がすべて記入された申請書が 9 月 30 日までに太平洋アジア

課に提出されなければならない。 

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、ステータスクオ·クラブまたは解散したクラブの復帰に力を貸したか、会員数

の少ないクラブの会員を増やし、発展可能なクラブとすることに最も大きな貢献をした

ライオンとして、地区ガバナーから推薦された会員一人に贈られる。 

公認ガイディング・ライオン認定証公認ガイディング・ライオン認定証公認ガイディング・ライオン認定証公認ガイディング・ライオン認定証    
認定証は公認ガイディング・ライオン研修コースを修了したライオンに交付される。 

    

会長会長会長会長のののの公認ガイディング・ライオン賞公認ガイディング・ライオン賞公認ガイディング・ライオン賞公認ガイディング・ライオン賞    
結成から 2年間、新クラブの指導に成功し、会員の純増を達成したほか、本賞申請書に

記載されている他の功績を収めた公認ガイディング・ライオンが、会長の公認ガイディ

ング・ライオン賞メダルの受賞対象となる。 
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指導力育成関連アワード指導力育成関連アワード指導力育成関連アワード指導力育成関連アワード    

 
リーダーシップ育成表彰プログラムリーダーシップ育成表彰プログラムリーダーシップ育成表彰プログラムリーダーシップ育成表彰プログラム    

このプログラムは、年度中 GLT の責務を効果的に全うし、ライオンズ指導者たちの有効

性を向上させた、複合地区 GLT 及び地区 GLT コーディネーターのリーダーシップ育成に

対する努力をたたえ認めるものである。2016 年 7月 15 日までにリーダーシップ育成表

彰状申請書に記入し提出する必要がある。   

 

表彰の情報と申請書は、以下から入手できる。 

 

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Prog

ram.pdf 

    

会員関連会員関連会員関連会員関連アワードアワードアワードアワード 

会員会員会員会員////クラブクラブクラブクラブ    

100100100100 周年記念スポンサーピン周年記念スポンサーピン周年記念スポンサーピン周年記念スポンサーピン////証書証書証書証書    
100 周年記念スポンサーピン及び証書が、既存クラブに入会する新会員をスポンサーし

たライオンに授与される。スポンサーした新会員が正規の状態で存続する各年度につき

追加のアワードを受賞することができる。ピンと証書は新会員キットの一部として送付

される。 
 

100100100100 周年記念クラブ結成周年記念クラブ結成周年記念クラブ結成周年記念クラブ結成者ピン者ピン者ピン者ピン////証書証書証書証書    
100 周年記念クラブ結成者ピンとパッチは、新ライオンズクラブ結成を支援したライオ

ンに授与される。新クラブが正規の状態で存続する各年度につき追加のアワードを受賞

することができる。ピンと証書は新クラブの認証状と一緒に送付される。 
 

プレミアプレミアプレミアプレミア 100100100100 周年ライオンズクラブ・パッチ周年ライオンズクラブ・パッチ周年ライオンズクラブ・パッチ周年ライオンズクラブ・パッチ    
プレミア 100 周年クラブ・パッチは、ライオンズクラブが 1会計年度に少なくとも 3人

の新会員を招請したか、もしくは新ライオンズクラブをスポンサーし、新会員もしくは

新クラブが少なくとも 2年間正規の状態で存続した場合に授与される。ライオンズクラ

ブは、本プログラム実施期間の各年度に新会員を増やすことにより追加の賞を獲得する

ことができる。パナーパッチは、地区ガバナーに送られる。 
 

ワールドクラスワールドクラスワールドクラスワールドクラス 100100100100 周年ライオンズクラブへのパッチ周年ライオンズクラブへのパッチ周年ライオンズクラブへのパッチ周年ライオンズクラブへのパッチ////楯楯楯楯////ピンピンピンピン    
ワールドクラス 100 周年ライオンズクラブ・パッチ及び楯は、100 周年記念期間中の各

年度にライオンズクラブが少なくとも 3人の新会員を加えるとともに一つの新ライオン
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ズクラブを結成し、100 周年記念期間を通じて新会員と新クラブが正規の状態で存続し

た場合に授与される。クラブの正会員にも特製のピンが贈られる。パナーパッチ、楯、

ピンは、地区ガバナーに送られる。    

    

キャンパスキャンパスキャンパスキャンパスクラブクラブクラブクラブ・バナーパッチ・バナーパッチ・バナーパッチ・バナーパッチ    
キャンパス・アワード・パッチは、新しいキャンパス・ライオンズクラブをスポンサー

したライオンズクラブに授与される。キャンパス･アワード･ピンは、キャンパス・ライ

オンズクラブを結成したライオンに授与される。受賞者は地区ガバナーが決定する。バ

ナーパッチとピンが新クラブ認証状と一緒に送付される。 

クラブ支部バナーパッチクラブ支部バナーパッチクラブ支部バナーパッチクラブ支部バナーパッチ    
支部をスポンサーしたクラブには、クラブ支部バナーパッチが贈られる。新しいクラブ

支部の結成に際し、クラブ支部連絡員には誉れ高いピンが贈られる。ピンは、授与でき

るよう、バナーパッチと共に親クラブの会長宛てに送られる。 

家族会員家族会員家族会員家族会員バナーパッチバナーパッチバナーパッチバナーパッチ    
結成時に 10 人以上の新規家族会員が入会した新クラブは、家族会員バナーパッチを受

賞する。バナーパッチは新クラブの認証状と一緒に送られる。    

会員キー賞会員キー賞会員キー賞会員キー賞    
既存クラブに入会する新会員をスポンサーしたライオンズに、このアワードが交付され

る。キー賞には 17 段階あり、スポンサーした新会員の数に応じて受賞するキー賞は異

なる。 

新クラブ・スポンサー新クラブ・スポンサー新クラブ・スポンサー新クラブ・スポンサー・パッチ・パッチ・パッチ・パッチ 

「New Club Sponsor」（新クラブのスポンサー）という文字が縁に施されている刺繍の

ライオンズ紋章が、新ライオンズクラブをスポンサーしたクラブに贈られる。クラブ旗

に付けることができる。「認識への扉」のモチーフと「Campus Lions Club」（キャン

パス・ライオンズクラブ）という文字が縁に施されている刺繍のライオンズ紋章が、キ

ャンパス・ライオンズクラブをスポンサーしたクラブに贈られる。 

会員満足度向上アワード会員満足度向上アワード会員満足度向上アワード会員満足度向上アワード    
新会員を歓迎するのと同様に、新会員と既存会員が満足しているようにすることが重要

である。クラブの仲間として歓迎されている、居心地がいい、そして地域奉仕に関与し

ていると感じる会員は、長期に渡ってクラブに在籍するだろう。会員が有意義な経験を

していることを会員維持を通じて実証したクラブには、会員満足度向上アワード・バナ

ーパッチが贈られる。 

会員純増を達成して年度を終了したクラブは、会員満足度向上アワードを次の二つの方

法で獲得できる。 
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1. 会計年度開始時（7月1日）のクラブ会員数の90%が、会計年度終了時（6月30日）に

維持されている場合。ただし、死亡や転籍は除く。 
2. 会員減少を逆転させた場合。現行年度に先立つ2年間に会員数が純減したものの、6

月30日終了の現行年度では会員数純減｢ゼロ｣を達成したクラブにも、バナーパッチ

が贈られる。 

マイルストーン・シェブロン・プログラムマイルストーン・シェブロン・プログラムマイルストーン・シェブロン・プログラムマイルストーン・シェブロン・プログラム    
シェブロン賞は、ライオンズの長期にわたる奉仕を表彰するもので、10 年目から 5 年

刻みで 75 年目までの奉仕をたたえ授与される。シェブロンには 2 種類の賞があり、見

た目が少し異なる。一つはクラブ結成時入会のチャーター・メンバーのみに与えられる

チャーター・モナーク・シェブロン、そしてもう一つはモナーク・シェブロンである。 

現行会計年度のシェブロン賞は、地区大会やその他の式典など適切なイベントで授与で

きるよう、第 1 四半期に自動的に地区ガバナー宛てに送られる。 

    

地区地区地区地区へのアワードへのアワードへのアワードへのアワード 

地区ガバナー・エクステンション賞地区ガバナー・エクステンション賞地区ガバナー・エクステンション賞地区ガバナー・エクステンション賞    
地区ガバナー・エクステンション賞は、地区内でクラブを一つまたはそれ以上結成した

地区ガバナーに授与されるもので、在任年度中に結成されたクラブ数が表記されたピン

が贈呈される。 

地区ガバナー・エクステンション賞は、任期翌年の 6月 1日以降に前地区ガバナーに対

して発行される。賞は、任期中に結成されたクラブの中で、任期翌年の 5 月 31 日の時

点でグッドスタンディングを保っているクラブの数を示す。 

    

国際会長国際会長国際会長国際会長賞賞賞賞    
((((理事会方針書理事会方針書理事会方針書理事会方針書 19191919 章参照章参照章参照章参照))))    

親善大使賞親善大使賞親善大使賞親善大使賞    
国際会長は、会長任期中に 40 個までのアワードを贈る。受賞者は、再びこの賞を受け

ることはできない。    

会長賞会長賞会長賞会長賞    
会長は、その任期中に 1125 個までのアワードを贈ることができる。この賞の受賞基準

は国際会長が設定する。 

国際リーダーシップ国際リーダーシップ国際リーダーシップ国際リーダーシップ····アワードアワードアワードアワード 
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ライオンズとレオに受賞の資格がある。会長は、その任期中に 1280 個までのアワード

を贈ることができる。この賞の受賞基準は国際会長が設定する。 

ライオン表彰ライオン表彰ライオン表彰ライオン表彰メダルメダルメダルメダル    
会長は、その任期中に 75個までのアワードを贈ることができる。 

国際理国際理国際理国際理事表彰アワード事表彰アワード事表彰アワード事表彰アワード    
国際理事には、協会への奉仕に対する感謝の印として、その任期終了の際にこの賞が贈

られる。 

国際会長感謝状国際会長感謝状国際会長感謝状国際会長感謝状    
協会のために著しい貢献をしたライオンズとレオに、国際会長の判断で贈られる。 

ライオンライオンライオンライオン名誉勲章名誉勲章名誉勲章名誉勲章    
この賞は、生前たぐいまれな人道的努力をしたライオンズ及びライオンズ以外の人を称

えるものである。国際会長の判断で授与される。 

元首メダル元首メダル元首メダル元首メダルまたは楯または楯または楯または楯    
これは、協会への支持を認めて、国の元首又は政府首席に贈られる。一度この賞を贈ら

れた要人が再度これを受賞することはできない。 

国際会長殊勲賞メダル国際会長殊勲賞メダル国際会長殊勲賞メダル国際会長殊勲賞メダルまたは楯または楯または楯または楯    
国際会長の判断で、首相(国家元首でない場合)、知事、その他類似の役職にある人に贈

られる。一度この賞を贈られた要人が再度これを受賞することはできない。 

国際国際国際国際功労賞功労賞功労賞功労賞メダルまたは楯メダルまたは楯メダルまたは楯メダルまたは楯    
国際会長の判断で、市長など地元政府役人に贈られる。一度この賞を贈られた要人が再

度これを受賞することはできない。 

    

LCIFLCIFLCIFLCIF アワードアワードアワードアワード 

100%100%100%100%クラブ支持感謝状クラブ支持感謝状クラブ支持感謝状クラブ支持感謝状    
地区内全クラブが LCIF にドネーションを送った場合に、地区が認められる。 

100%100%100%100%地区会員支持表彰状地区会員支持表彰状地区会員支持表彰状地区会員支持表彰状    
全会員(年度末会員数に基づく)が LCIF に US$20 以上のドネーションをした地区が認め

られる。 

トップトップトップトップファイブファイブファイブファイブ表彰状表彰状表彰状表彰状（会則地域別）（会則地域別）（会則地域別）（会則地域別）    
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会計年度において LCIF への寄付額が各会則地域で上位 5 位までの地区に表彰状が贈ら

れる。地区 LCIF コーディネーターにも表彰状が贈られる。各会則地域において会員一

人あたりの平均寄付額が上位 5 位に入った地区とその地区 LCIF コーディネーターにも

表彰状が贈られる。 

トップトップトップトップファイブファイブファイブファイブ表彰状表彰状表彰状表彰状（複合地区別）（複合地区別）（複合地区別）（複合地区別）    
会計年度において LCIF への寄付額が各複合地区で上位 5 位までの地区に表彰状が贈ら

れる。地区 LCIF コーディネーターにも表彰状が贈られる。各複合地区において会員一

人あたりの平均寄付額が上位 5 位に入った地区とその地区 LCIF コーディネーターにも

表彰状が贈られる。 

トップトップトップトップ複合地区複合地区複合地区複合地区表彰状表彰状表彰状表彰状    
寄付総額と会員一人あたりの平均寄付額が各会則地域において最多の複合地区の複合地

区 LCIF コーディネーターに表彰状が贈られる。 

 

トップテン表彰状トップテン表彰状トップテン表彰状トップテン表彰状    
LCIF へのドネーションの額が世界でトップテンのクラブに贈られる。 

トップトップトップトップファイブ・クラブファイブ・クラブファイブ・クラブファイブ・クラブ表彰状表彰状表彰状表彰状    
会計年度中 LCIF への寄付額が各会則地域において上位 5 位のクラブに、表彰状が贈ら

れる。 

LCIFLCIFLCIFLCIF 援助の手アワード援助の手アワード援助の手アワード援助の手アワード    
クラブ、リジョン、地区、あるいは複合地区のレベルで LCIF に対する理解を深め、協

力を推進したライオンを称えるための賞である。年間の受賞者数に制限はなく、特定の

人が 1 回以上本賞を受賞することも可能である。アワード受賞者は、LCIF 理事長によ

って決定される。受賞者にはピンが授与される。 

理事長メダル理事長メダル理事長メダル理事長メダル 
年間の資金獲得目標を達成した地区ガバナー、協議会議長、地区 LCIF コーディネータ

ー、複合地区 LCIF コーディネーターが表彰される。獲得目標は、各受賞レベルの最低

寄付額と、前年度の寄付額に対する年間の増加率に基づく。 

クラブ寄付に対するバナーパッチクラブ寄付に対するバナーパッチクラブ寄付に対するバナーパッチクラブ寄付に対するバナーパッチ 
寄付総額が以下に相当する支援をしたクラブをたたえて授与される。 

• 会員一人当たり US$50 

• 会員一人当たり US$100 

• 会員一人当たり US$250 

• 会員一人当たり US$500 

• 会員一人当たり US$1,000 
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パナーパッチは上記全てのレベルでクラブに授与される。会員一人当たりの寄付額が

US$250 以上のクラブには、追加の表彰が行われる。 

LCIFLCIFLCIFLCIF 人類の友アワード人類の友アワード人類の友アワード人類の友アワード    
LCIF のために長年にわたりひときわ優れた貢献をしている選りすぐりのライオンを称

える賞であり、年間の受賞者数は最高 50人までである。本賞は LCIF に多大な財政的支

援をもたらしたか、あるいは LCIF の知名度や認識を高めることに貢献したライオンを

称えるためにある。LCIF 理事長が候補者を承認し、受賞者にはリボンのついた金のメ

ダルが贈られる。個人がこのアワードを受けることができるのは 1回限りである。 

20202020 人の新規メルビン・ジョーンズ・フェロー人の新規メルビン・ジョーンズ・フェロー人の新規メルビン・ジョーンズ・フェロー人の新規メルビン・ジョーンズ・フェロー    
任期中 20 人以上のメルビン・ジョーンズ・フェロー寄付者を出すことに貢献した、ま

たは 20 人以上の個人からメルビン・ジョーンズ・フェロー寄付への誓約を取り付けた

クラブ会長が表彰状を受賞できる。 

地区の地区の地区の地区の資金獲得資金獲得資金獲得資金獲得目標目標目標目標突破突破突破突破    
地区の資金獲得目標を突破した地区ガバナーがピンを受賞できる。この目標は、各年度

用に会則地域別に会員一人あたりの平均寄付額に基づき決められる。 

寄付総額増加寄付総額増加寄付総額増加寄付総額増加    
地区において寄付総額を前年度比で増やした地区ガバナーが表彰状を受賞できる。 

寄付クラブ数寄付クラブ数寄付クラブ数寄付クラブ数増加増加増加増加    
地区において寄付を行ったクラブの数を前年度比で増やした地区ガバナーが表彰状を受

賞できる。 

    

LCIFLCIFLCIFLCIF 表彰表彰表彰表彰 

クラブ楯クラブ楯クラブ楯クラブ楯    
用途無指定で US$1,000 以上の寄付をするクラブには、要請に従って、楯あるいはバナ

ーパッチとシェブロンが送付される。    

献金会員献金会員献金会員献金会員    
US$20、US$50、あるいは US$100 のドネーションをした本人、又は特定の人の名でその

ようなドネーションがあった場合にはその人が、認められる。クラブの全会員が、献金

会員になった時に、それを称えるバナーパッチとシェブロンが、そのクラブに贈られる。 

100100100100％％％％献金会員献金会員献金会員献金会員    
１会計年度中に各会員が LCIF に少なくとも US$20 の寄付を行ったクラブに、バナーパ

ッチが贈られる。 



XVI - 13 

企業企業企業企業楯楯楯楯    
LCIF に US$1,000 以上を寄付する企業を認めるものである。 

芳名録芳名録芳名録芳名録    
US$100 のドネーションをした本人、又は特定の人の名で US$100 のドネーションがあっ

た場合にはその人が認められる。 

LCIFLCIFLCIFLCIF 遺贈遺贈遺贈遺贈    
LCIF を遺産受取人に指定する人が認められる。 

メルビンメルビンメルビンメルビン····ジョーンズジョーンズジョーンズジョーンズ····フェロー表彰フェロー表彰フェロー表彰フェロー表彰    
US$1,000 のドネーションをした人、又、ある特定の人の名で第三者が同額の寄付をし

た場合にはその特定の人は、メルビン・ジョーンズ・フェロー（MJF）として認められ

る。メルビン・ジョーンズ・フェローにはラペルピンと氏名の入った楯が贈られる。ク

ラブ会員が一定のレベルのフェローとなった場合、クラブはバナーパッチとシェブロン

を受け取ることができる。また、MJF となった者の氏名は国際本部の LCIF 展示室にあ

るコンピューター画面に映し出され、さらに各レベルに達するごとに特別なピンを受け

取る。はしか、支援を最も必要とする分野、災害、人道奉仕、視力、青少年の各カテゴ

リーを対象としたドネーションが、メルビン・ジョーンズ・フェローの対象となり得る。 
 

プログレス・メルビン・ジョーンズ・フェロープログレス・メルビン・ジョーンズ・フェロープログレス・メルビン・ジョーンズ・フェロープログレス・メルビン・ジョーンズ・フェロー    
すでにメルビン・ジョーンズ・フェローである場合、プログレス・メルビン・ジョーン

ズ・フェロー（PMJF）によって同フェローシッププログラムにおける更なる昇進をする

ことができる。寄付者は、当初の MJF ドネーションに加え続けて行われる寄付

US$1,000 ごとに、寄付レベルに応じて異なる PMJF ピンをもって新たなレベルの表彰を

受ける。PMJF プログラムには、US$2,000～US$100,000 の間の寄付に応じて 100 のレベ

ルがある。MJF 同様、寄付者は第三者の名前で PMJF のドネーションを行うことができ

る。 
 

100100100100％メルビン･ジョーンズ･フェロー･クラブ％メルビン･ジョーンズ･フェロー･クラブ％メルビン･ジョーンズ･フェロー･クラブ％メルビン･ジョーンズ･フェロー･クラブ    
会員全員がメルビン・ジョーンズ・フェローになったクラブには、約 3 フィート×5 フ

ィート（90 ㎝×150 ㎝）大のメルビン・ジョーンズ・フェロー・バナーが贈られる。す

べての会員がプログレス・メルビン・ジョーンズ・フェローになったクラブには、追加

のバナーが贈られる。クラブ会長にも、この目的用に作られたピンが贈られる。 

記念寄付記念寄付記念寄付記念寄付    
故人を偲んで LCIF にドネーションが送られた(US$25 以上)場合には、寄付者と遺族に

カードが送られる。 

特別行事特別行事特別行事特別行事    
クラブ又は個人が、クラブ会長の誕生日、親族の記念日など、特別な日を記念して

LCIF にドネーションを送った場合には、指定された人に個人的な領収通知が行く。 
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特別表彰特別表彰特別表彰特別表彰    
1 会計年度中に一括で US$1,000 以上の用途無指定寄付を行い、LCIF から他の表彰また

は賞を受けていない場合に、クラブは楯を受け取ることができる。 

    

PRPRPRPR アワードアワードアワードアワード    

下記アワードの詳細については、本マニュアルの PR の章を参照するか、国際本部の PR

及びコミュニケーション部に問い合せる。 

国際会報コンテスト国際会報コンテスト国際会報コンテスト国際会報コンテスト    
クラブ及び地区は、自分たちの最善の会報を 2部、コンテストに出品できる。第 1位及

び佳作 4点入賞者に賞が贈られる。 

国際ウェブサイト国際ウェブサイト国際ウェブサイト国際ウェブサイト····コンテストコンテストコンテストコンテスト    
ライオンズクラブ、地区、複合地区がデザインしてウェブサイトを、このコンテストに

提出できる。第 1位及び佳作 2点入賞者に賞が贈られる。 

    

ライオンズ国際ライオンズ国際ライオンズ国際ライオンズ国際作文作文作文作文コンテストコンテストコンテストコンテスト    
このコンテストに参加する 11歳から 13歳の視力障害を持つ子供に、種々レベルでアワ

ードが贈られる。 

ライオンズ国際平和ポスターライオンズ国際平和ポスターライオンズ国際平和ポスターライオンズ国際平和ポスター····コンテストコンテストコンテストコンテスト    
このコンテストに参加する 11歳から 13歳の子供に、種々レベルでアワードが贈られる。 

EEEE クラブハウス・バナーパッチクラブハウス・バナーパッチクラブハウス・バナーパッチクラブハウス・バナーパッチ    
E クラブハウス・プログラムを利用している各クラブにバナーパッチが贈られる。 
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第第第第 17171717 章章章章    

引引引引きききき継ぎの準備継ぎの準備継ぎの準備継ぎの準備    

ゴールゴールゴールゴールを見据えてを見据えてを見据えてを見据えて出発出発出発出発    

様々な団体やビジネスが直面する最も難しい課題のひとつが、リーダーシップの変化に備えるこ

とである。成功している団体は未来のリーダーを指導し、育てているものである。ライオンズク

ラブ国際協会も、これに近い道を辿ることができる。地区ガバナー・チームの構造は、次期のリ

ーダーが自分の役職に備え、地区の焦点を保ち続けるための完全な機会を提供するものである。 

リーダーシップが突然遷移せずに済むよう、地区ガバナーが任期を通じ効果的にコミュニケーシ

ョンをとり、上手に委任をすれば、第一副地区ガバナーおよび第二副地区ガバナーは、時が来た

ときに新たな役職の責務を引き受ける準備が十分整っていることになる。クラブ公式訪問を数回

委任することは、後任者にとって地区内のクラブとクラブが抱えている課題や機会について理解

する良い方法であるだけでなく、クラブにとっては後任者について知る機会となる。 

地区ガバナー・チームの一人ひとりは、経験やアイディアを分かち合うことで、地区の現在と将

来の成功に投資することになる。地区ガバナーは現状のデータや傾向について最も詳しいだろう

し、副地区ガバナーは既存の情報資料の活用法を学びつつ、物事に対する新たな視点を提供する

ことができるだろう。 

理事会方針には、第一および第二副地区ガバナーが地区で任期を務めると同時に、将来の地区ガ

バナーとしての役職に備えるため担うべき具体的な役割を提示している。しかし、成功を収める

地区ガバナーは、こうした役割にとどまらず、より多くの場面でこのチーム体制を活用する。委

任し、協力し、さらに地区ガバナー・チームの全員を目標設定と実現に関与させることにより、

チーム全体が利益を得、最終的には地区がその恩恵を受けるのである。 

    

後任後任後任後任者の者の者の者の準備準備準備準備    

ガバナーは次期地区ガバナーと会って、地区ガバナーの職務について話し合わなければならない。

このように適切なオリエンテーションを行うことが、地区のみならず協会にとっても極めて重要

である。国際大会までに必要な限り何度でも地区ガバナーエレクトと会合する。 

次期地区ガバナーと討議するべき話題には下記がある。 

• 地区内のクラブで、特別な注意を払うべきクラブ (弱体、ステータスクオなど) 

• 新年度のキャビネットが検討すべき事項 

• 年度末間際に購買した用品のために請求されるはずの代金 

• 会則及び付則 

• 家族と離れて費やす時間 

• 旅行経費 

• 職業に費やす時間が不規則になること 

• 地区役員の任命 
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• 投票権をもつキャビネット構成員 

• キャビネット幹事及び会計 

• リジョン·チェアマンとゾーン·チェアマン 

• 投票権をもたない責任者の任命 

• 地区、複合地区、あるいは国のライオンズ財団、基金など 

• 任務遂行に必要な多くの時間 

• 地区名簿の作成 

• 事務局運営 

• クラブの支援 

これ以外に討議しなければならない事項もあり得るだろう。 

地区ガバナーエレクトには、現在の重要事項をすべて知らせておき、就任後、それら事項に関し

て行うべきであろうことも、話し合っておく。 

協議会会議で地区ガバナー候補者全員のためのオリエンテーションを催すよう、複合地区グロー

バル指導力育成チームに提案する。 

(現職及び次期キャビネット幹事も、同様に話し合いの機会を持つべきである) 
 

事務引事務引事務引事務引きききき継ぎ継ぎ継ぎ継ぎ    

地区の記録や帳簿はすべて、次期地区ガバナーに引き渡さなければならない。その種類は、それ

ぞれの地区によって異なる。記録がきちんとまとまっていれば、新任ガバナーも仕事が始めやす

い。できれば、次期ガバナーとの会合を持ち、今迄の記録を簡単に説明するとよい。その際、キ

ャビネット幹事及び会計と、次期幹事及び会計にも、同席してもらう。 

    

指導力指導力指導力指導力は一生のものは一生のものは一生のものは一生のもの    

地区ガバナーの多くが生涯をライオンとして過ごすため、その指導力は、地区ガバナーとしての

任期終了後も長期にわたり大きな影響力を持ち続ける。元地区ガバナーとなってからは、自らの

経験と能力に適した役割を担う意志があることを会員に日頃から知らせることによって、貴職の

活動と影響力は逆に増大することになろう。また、将来のライオン指導者の育成に一個人として

協力することで、少なくとも自らの名がライオニズムに刻み付けられることを願うであろう。地

区ガバナーとして協会のために行った事のすべてが確実に後世に受け継がれていくようにする方

法の一つである。 

地区ガバナーの功績に感謝している人々の数は計り知れない。 
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第第第第18章章章章 
 
皆さんの協議会皆さんの協議会皆さんの協議会皆さんの協議会 
 

協議会は複合地区の運営機関であり、以下に定義されるように複合地区の運営管理を支

援し、国際会則および理事会方針に従わなければならない。 

 

国際会則及び付則国際会則及び付則国際会則及び付則国際会則及び付則 

国際会則及び付則第8条の地区機構の条項にあるように、ガバナー協議会は下記の通り

に定義されている。 

 

ガバナー協議会ガバナー協議会ガバナー協議会ガバナー協議会 
ここで規定されている場合を除き、準地区の地区ガバナーは複合地区のガバナー協議会

を構成する。ガバナー協議会にはさらに、協議会議長を務める現または元地区ガバナー

を1人含めるものとする。また、複合地区会則及び付則の規定によって、1人又はそれ以

上の前地区ガバナーを加えることができるが、協議会議長を含む元地区ガバナーの合計

数は、地区ガバナー総数の2分の1を超えてはならない。協議会議長を含む協議会の各構

成員は、協議会の決議を必要とする各事柄について1票の投票権を持つ。各複合地区の

協議会には、国際協会の現及び元会長、副会長、現及び元理事を投票権のない顧問とし

て加えることができる。複合地区会則及び付則の規定に従って選任又は選出される協議

会議長は、その役職に就任する時点で、現または元地区ガバナーになっていなければな

らない。協議会議長は1年任期を1期のみ務めるものとし、この役職を再び務めることは

できない。 

 

複合地区ガバナー協議会の権限複合地区ガバナー協議会の権限複合地区ガバナー協議会の権限複合地区ガバナー協議会の権限 
会則及び付則の規定、並びに国際理事会の方針に従って、各ガバナー協議会は、それぞ

れの複合地区会則に定められる通りに、複合地区の運営をすべて管理し、役員を選び、

会議を開き、資金を管理運用し、支払を承認し、その他の運営権限を行使する。 

 

標準版複合地区会則第6条に記述されている協議会の責務協議会の責務協議会の責務協議会の責務：  

 

(a) ガバナー協議会のすべての役員及び代理人、並びに複合地区及び複合地区

大会のすべての委員会を統轄管理する。 

(b) 複合地区の所有物、業務、資金を管理する。 
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(c) 複合地区大会のあらゆる面、並びに複合地区のすべての会合を統轄管理す

る。 

(d) 国際理事会が定める方針及び手続のもとに権限が与えられている場合は、

複合地区内の準地区、ライオンズクラブ、あるいはクラブの会員が申し立

てる会則上の苦情を検討し裁定する。ガバナー協議会が下したそのような

裁定はすべて、国際理事会による検討及び決定の対象となる。 

(e) 複合地区の予算に関するすべての事項、並びに複合地区及び複合地区大会

の委員会を運営管理する。いかなる会計年度にも、予算超過あるいは赤字

を引き起こす債務を承認してはならないし負ってはならない。 

 

標準版複合地区付則第3条に記述されている協議会のその他の責務協議会のその他の責務協議会のその他の責務協議会のその他の責務： 

 

ガバナー協議会は、 

(a) 複合地区大会運営に関連するすべての契約を結び、経費の支払いを承認す

る。 

(b) 複合地区資金の貯蓄機関を指定する。 

(c) 協議会幹事兼会計のために保証金の額を定め、その保証金を出す保証会社

を承認する。 

(d) 年に2回、あるいは更に頻繁に協議会幹事兼会計から財務報告書を受け取り、

会計年度末に協議会幹事兼会計帳簿の検査又は監査の手配をする。 
 

協議会の役員協議会の役員協議会の役員協議会の役員 
複合地区会則及び付則で協議会の役員が指定されている必要があり、それには通常、協

議会議長、副議長、幹事、会計のほか、協議会が必要とみなすその他の役員が含まれる。

一般に、これらの役員は毎年協議会によって選出される。しかし、協議会議長は複合地

区大会で代議員によって選出される場合もある。  

 

国際会則には、協議会議長の解任に関する手順が定められている。ガバナー協議会の過

半数の要請により、協議会議長解任を目的とした協議会特別会議を招集することができ

る。協議会議長の選出方法にかかわらず、正当な理由があれば、ガバナー協議会の全構

成員の3分の2の賛成投票により、協議会議長を解任することができる。 

 

複合地区協議会議長複合地区協議会議長複合地区協議会議長複合地区協議会議長 
協議会議長として選ばれた者は、その役職着任時に現または元地区ガバナーでなければ

ならない。 
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以下が、標準版複合地区付則第3条に記述されている。 

 

複合地区協議会議長は、複合地区の管理運営促進者である。いかなる行為も、複合地区

ガバナー協議会の権限、指示、監督に基づくものとする。 

 

ガバナー協議会との協力の下に協議会議長は下記を行う。 

 

a. 本協会の目的を推進する。 

b. 国際及び複合地区の方針、プログラム、イベントに関する情報伝達を支援する。 

c. ガバナー協議会が設定した複合地区の目標及び長期計画を文書として記録し、そ

れを入手できるようにする。 

d. 会議を開催し、協議会会議でのディスカッションを円滑に進める。 

e. 複合地区大会を円滑に運営する。 

f. 地区ガバナー間の和と結束を作り出し深めることを目的として、国際理事会又は

ガバナー協議会によって始められた取り組みを支援する。 

g. 報告書を提出し複合地区会則及び付則で定められる任務を遂行する。 

h. 複合地区ガバナー協議会から割当てられる他の管理運営の任務を果たす。 

i. 任務終了時には、複合地区の口座、資金、記録の一切が後継者に速やかに引き渡

されるように計らう。 
 

複合地区協議会幹事兼会計複合地区協議会幹事兼会計複合地区協議会幹事兼会計複合地区協議会幹事兼会計  
ガバナー協議会の指導監督のもとに協議会幹事兼会計は、 

 

(a) ガバナー協議会のすべての会議の正確な記録を作成し、その写しを各会議

終了後10日以内にすべての協議会構成員及び国際本部に送付する。 

(b) 複合地区の業務を遂行するガバナー協議会に助力し、会則及び付則に明記

されているか、または示唆されている任務あるいはガバナー協議会から随

時課せられる任務を遂行する。 

(c) 規定により準地区キャビネット幹事兼会計から納入されるすべての会費を

受領して領収書を発行し、ガバナー協議会の指定する銀行にそれを預金す

るとともに、ガバナー協議会の指導監督の下に幹事兼会計が署名し協議会

議長または正式に指名されている協議会構成員が連署した小切手によって

支払を行う。 

(d) 正確な諸会計帳簿及び記録を保管し、ガバナー協議会及び複合地区の全会

議の議事録を作成する。さらに、正当な目的のためであれば妥当な日時に、
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いかなる協議会構成員または複合地区内のいかなるクラブ（あるいはその

いずれかの正当な代理人）にも、これらの記録の検査を許可する。 

(e) ガバナー協議会が要求する場合には、任務遂行に対して保証金ないしこれ

に代わる担保を提出する。 

(f) 任期終了の際には、複合地区の一般及び/又は財務関連の記録並びに資金を

速やかに後任者に引き渡す。 

(g) 協議会幹事と協議会会計の職が個別に設けられている場合には、その役職

の本質に従って、ここで定められている任務がそれぞれの役員に割り当て

られるものとする。 

 

委員会任命に関する更なる情報、複合地区大会の手順、複合地区紛争処理手順、指名推

薦にかかわる指針は、標準版複合地区会則及び付則に詳しく説明されている。 

 

協議会には、複合地区の会則及び付則に定められている改正手続きに従って複合地区会

則及び付則を改正する権限がある。現行の複合地区会則及び付則に規定が設けられてい

ない場合には、標準版複合地区会則及び付則が適用される。 
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第第第第 11119999 章章章章    

    

申請書および書式申請書および書式申請書および書式申請書および書式    ––––      
 
C-30   地区ガバナー旅行及び事務経費支払請求書 
DA-1   クラブ優秀賞申請書 
DA-20   地区大会報告書 
DA-50   地区ガバナー・チーム優秀賞申請書 
DA-903  地区キャビネット役員報告書* 
DA-904  地区ガバナー経歴書 
DA-906  第一副地区ガバナー経歴書 
DA-907  第二副地区ガバナー経歴書 
DA-970  クラブ復帰報告書 
DA-971  ステータスクオ処分勧告書 
DA-972  クラブ再建アワード 
DA-979  クラブ合併規定および申請書 
DA-980  ライオンズクラブ名変更申請書 
DA-PCS  優先クラブ・ステータス 
M-26   地区ガバナークラブ公式訪問及び会議出席報告書 
M-28-A  地区委員長報告書* 
YCE-510D ユースキャンプ及び交換プログラム報告書 
 
 
 
*MyLCIでの提出も可能 
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