
チャンピオンズ・ライオンズクラブ

スペシャルオリンピックスを支援するチャンピオンズ・ライオンズクラ

ブは、知的障害のある人たちが生き生きと生活できるように奉仕し

ています。スペシャルオリンピックスとライオンズクラブ国際協会は

連携し、世界中の知的障害者の視力改善に加えて、ライオンズの

組織構造を活かし、障害のあるなしにかかわらずすべての人によ

り多くの奉仕の機会を与えようと取り組んでいます。  チャンピオン

ズ・ライオンズクラブは、ライオンズクラブ国際協会が奉仕の数と範

囲の両面でトップクラスの奉仕団体であることを示す、スペシャルテ

ィクラブの1つです。

 

奉仕の機会の拡大
ライオンズクラブ国際協会とスペシャルオリンピックスのグローバル

パートナーシップはオープニングアイズ・ビジョンケア・プログラムの

拡大に伴い2001年に開始されました。ライオンズクラブ国際財団

（LCIF）の支援を受け、3,000万ドルを超える資金が世界中のスペシ

ャルオリンピックスアスリートの視力保護と失明予防に提供されてい

ます。2001年以降、以下のような実績が上げられました。

•  35万人超のスペシャルオリンピックスアスリートに質の高い眼科治

療を提供

•  11万人超のアスリートに処方眼鏡を配布 

•  世界中の3万人を超えるライオンズが時間を割き能力を活かしてス

ペシャルオリンピックスに奉仕し、「われわれは奉仕する」というモッ

トーを実践

 

チャンピオンズ・ライオンズクラブはオープニングアイズだけでなく、

ヘルシー・アスリート® イニシアチブ、誰もが参加できるスポーツモ

デル、乳幼児発育イニシアチブ、ファミリーヘルスセミナー、募金活

動、大会をサポートするボランティアなどさまざまな機会を通じてス

ペシャルオリンピックスアスリートを支援します。チャンピオンズ・ライ

オンズクラブは、スペシャルオリンピックス開催中に現場で競技をサ

ポートすることに加えて、以下の事業を通じたスペシャルオリンピック

スアスリートとその家族の生活向上支援において重要な役割を果た

しています。 

•  質の高いスペシャルオリンピックス視力検査とフォローアップサー

ビス

• 地元の試合や地域のトーナメントへのボランティアとしての参加

• スペシャルオリンピックスのイベントをスタンドで応援する

•  レオを対象とした、スポーツへの参加の機会の推進

•  知的障害者の家族の意識向上のためのファミリーヘルス・フォーラ

ムの開催およびゲストスピーカーとしての奉仕 

•  地域を拠点としたアスリートとその家族の支援

• スポーツトレーニングや試合の指導者または役員を務める

• アスリートリーダーのメンターとなる

 

これに加え、知的障害のある人たちにもあなたが結成するチャンピ

オンズ・ライオンズクラブの会員になるよう勧めましょう。 

 

真のチャンピオン

2010年、ライオンズクラブ国際協会とスペシャルオリンピック

スは、知的障害者を対象とするスペシャルオリンピックス関

連の事業を中心として取り組むライオンズクラブの名称とし

て「チャンピオンズ」という言葉を選択しました。チャンピオン

ズ・ライオンズクラブは、「チャンピオン」であるスペシャルオ

リンピックスアスリートを支援します。アスリートたちは競技

場やコートで戦うチャンピオンです。チャンピオンたちは人々

を笑顔にし、態度を変えさせ、寛容さを教えてくれます。チャ

ンピオンたちはすべての人を受け入れる世界を築きます。

スペシャルオリンピックスについて

スペシャルオリンピックスは、リーダーを育て、自信を与え、

知的障害者と彼らが暮らす地域の人々に直接利益となる行

動を推進します。人々の力によって人の心や振る舞いを変

え、すべての人を受け入れ共に暮らす社会を築きます。

 

1968年にユニス・ケネディ・ シュライバーによって創設され

たスペシャルオリンピックスは、知的障害を抱える子供や大

人のための世界最大のスポーツ団体です。スペシャルオリ

ンピックスは、年間を通じて170カ国で450万人を超えるアス

リートたちに、30以上のオリンピック競技種目に準じたトレー

ニングと競技の場を提供しています。詳細はson.or.jpをご覧

ください。
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チャンピオンズ・ライオンズクラブ
結成ステップ
チャンピオンズ・ライオンズクラブは、二つの

独立した組織間でのチームワークとコミュニケ

ーションを必要とする、独特のクラブです。プ

ロセス開始にあたって、地域のライオンズクラ

ブと地域のスペシャルオリンピックスの両方に

とってクラブ結成が有益であるとともに、この

二つの組織間での適切な協力とコミュニケー

ションが不可欠です。チャンピオンズ・ライオ

ンズクラブ結成プロセスは従来のライオンズク

ラブ結成プロセスと同じです。 

エクステンションチームを結成し、新会員を勧

誘する前に、ライオンズクラブ国際協会に連

絡して新クラブ結成キットを依頼します。新ク

ラブ結成支援として、ライオンズクラブ国際協

会が提供する下記の情報資料を利用すること

ができます。 

•  新クラブ結成ガイド (TK-1)

•  ガイディング・ライオン

•  誘ってみよう！ガイド (ME-300)

•  チャンピオンズ・ライオンズクラブに関するパ

ンフレット（EX-546）

•  新クラブ結成についての研修（ライオンズ学

習センター）

  

新しいチャンピオンズ・ライオンズクラブの結

成プロセスには、8週間以上かかることがあり

ます。入会希望者が関心を失うことを避けるた

め、結成のプロセスが8週間より長引く場合は

クラブ支部の結成を検討してください。そうす

れば、奉仕事業を実施したり、勧誘活動も新

会員で行うことができます。少人数（5～20人）

でもクラブ支部を結成し、より早く活動を開始

することが可能になります。クラブ支部の会員

数が20人に達したら、新ライオンズクラブに転

換してください。結成プロセス全般において、

入会希望者に最新情報を継続的に知らせる

ことが重要です。 

 

クラブ結成プロセスの概要を以下に示しま

す。詳しい説明は、新クラブ結成ガイド（TK-1

）をご覧ください。 

ステップ 1：地域のスペシャルオリンピックス・プログラムおよびライオンズクラブに連絡する

ライオンズクラブ国際協会とスペシャルオリンピックスはグローバルなパートナーではありますが、スペシャルオリンピックスの各認定プログラ

ムは必ずしもライオンズクラブの組織構造を承知しているわけではなく、地域のライオンズもチャンピオンズ・ライオンズクラブを知らないこと

があります。したがって、地域のライオンズクラブとスペシャルオリンピックス両方に連絡を取って、パートナーシップについて、およびチャン

ピオンズ・ライオンズクラブ結成希望であることを説明してください。 

 

クラブ結成を希望する地域の既存のライオンズクラブに連絡を取ることも同じく重要です。こうした会合の目的は、新しいチャンピオンズ・ラ

イオンズクラブと地域のこれらの組織に共通するビジョンを策定するとともに、地域のスペシャルオリンピックス・プログラムやアスリートたち

のニーズを明らかにすることです。

新クラブの結成
チャンピオンズ・ライオンズクラブを結成するには、以下の条件を満たすことが

必要です。

• 20名またはそれ以上のチャーターメンバー

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

ゾーン。地区内外から共同スポンサークラブを指名することもできます。既存

のチャンピオンズ・ライオンズクラブに共同スポンサーを依頼することを検討し

てください。 

•  地区ガバナーの承認

•  必要事項を記入した チャーター申請書

•  適切なチャーター費と証明書

スペシャルオリンピックス・プログラムは、いずれの国や地域においても、ボラン

ティアや専任のプログラムディレクターによって運営されています。日本国内の

プログラムの連絡先は、son.or.jpの「地区組織一覧」から確認できます。地域の

事務局が、最寄りのスペシャルオリンピックス・プログラムや、新クラブにぜひ支

援してほしい大規模なイベント・健診などの詳細を紹介してくれるはずです。
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ステップ 2：エクステンションチームを編成する

新クラブへの勧誘や活動そのものを成功させるには、チームとして取り組むこと

が必要です。チャンピオンズ・ライオンズクラブ・エクステンションチームには、新

クラブ結成を目指し、スペシャルオリンピックスを支援して知的障害者の生活向

上に貢献するという熱意を持った、経験豊かなライオンズにメンバーとして参加

してもらうべきです。ライオンズクラブとスペシャルオリンピックスのパートナーシッ

プの力を認識するライオンズがチームの貴重なメンバーとなるでしょう。地域のス

ペシャルオリンピックスのスタッフや関係者もチームにとっての素晴らしい助言者

となってくれるはずです。チーム編成方法の詳しい情報は、新クラブ結成ガイド

(TK-1)をご覧ください。 

 

ステップ 3：広報と勧誘 

エクステンションチームが新会員を勧誘する際は、「ライオンズがライオンズを勧

誘する」ことを忘れないでください。新会員勧誘はスペシャルオリンピックスの責

任ではありません。スペシャルオリンピックスのスタッフやボランティア、アスリー

ト、家族にも参加を呼びかけることはできますが、クラブ会員勧誘に協力するか

どうかは彼ら次第です。チャンピオンズ・ライオンズクラブのウェブサイトに、勧誘

に役立つ招待状サンプルとパンフレットが掲載されています。

 

ステップ 4：説明会の実施

説明会は、会員候補者がライオンズクラブ国際協会や新クラブについて詳しく

知ることができる最初の機会です。この説明会では、地域のチャンピオンズ・ライ

オンズクラブのビジョンや今後の事業・活動予定、会合予定、場所、他のチャン

ピオンズ・ライオンズクラブの例、会員の特典と義務についての情報を提供しま

す。説明会後は、参加者に出席の御礼を伝えて、結成会議への参加を呼びか

けます。また、欠席した入会候補者に説明会の内容を伝えて次回のミーティング

に招待します。   

 

ステップ 5： 結成会議

クラブ結成会議は、クラブ会員が役員を選出し、最初の奉仕事業の計画に着手

する場です。結成ステップを進める前に、会員が損害賠償責任保険の適用を受

けてライオンズとして地域奉仕を実施するためには、新クラブまたは支部の申請

書が必要となります。   

 

ステップ 6： 新クラブ申請と結成承認

自治体名の後に、クラブには「区別するための名称」として「チャンピオンズ」と付

されます。登録商標規定により、チャンピオンズ・ライオンズクラブの名称にスペ

シャルオリンピックスという語を使用することはできません。スペシャルオリンピッ

クスの登録商標規定の詳細については、最終ページまたはウェブサイトの FAQ 

をご覧ください。 

 

チャーター申請書が承認されると、チャーターメンバーピンと証書を含むチャー

ターメンバー用の用品・資料が、新クラブのガイディング・ライオンに送られます。 

 

新クラブの認証状は、国際会長からの祝辞とスポンサー・パッチを添えて地区ガ

バナーまたはコーディネーター・ライオンに送られ、チャーターナイトの式典で贈

呈されることになります。他のクラブ用品については、ライオンズクラブ国際協会

クラブ用品部を通して購入することができます。  

 

ステップ 7： チャーターナイト

チャーターナイトはチャンピオンズ・ライオンズクラブの結成を祝うとともに、スペ

シャルオリンピックスアスリートならびにその家族にこのクラブが奉仕するという心

構えを新たにする機会です。アスリートとその家族、スペシャルオリンピックスのス

タッフ代表を招待します。チャーターナイトでの各グループへのスピーチ依頼を

検討してください。アスリートのプログラムへの参加も検討してください。この行事

の計画には チャーターナイト計画の手引 (TK-26) を参考にしてください。 

初年度以降 

チャンピオンズ・ライオンズクラブの成功には、クラブ

会員および地域のスペシャルオリンピックス・プログラ

ムと良好な関係を築いて維持することが重要です。こ

の関係性を築く最初のステップが、ライオンズクラブと

スペシャルオリンピックスの間での情報共有を推進す

る連絡役のライオンを指名することです。また、以下

を行うこともできます。

•  クラブ会議に、スペシャルオリンピックス・スタッフを

少なくとも年3回、CEO を少なくとも年1回は招待す

る。.

•  奉仕するスペシャルオリンピックスとアスリートに関

して、継続的にライオンズを教育し最新情報を提供

する。

•  スペシャルオリンピックス・グローバルメッセンジャ

ー、スタッフ、アスリート、ボランティアに、クラブ会議

や地区大会、その他の行事に参加してもらう。

•  スペシャルオリンピックスのイベント、資金調達、トー

ナメントを推進または企画する。

•  スペシャルオリンピックスとライオンズクラブ両方の

成果を広報する。

•  スペシャルオリンピックス会議やイベント、フォーラ

ム等でライオンがスピーチすることが可能か打診す

る。

•  スペシャルオリンピックスのイベントでユニファイドス

ポーツ®チームに参加する。

•  スペシャルオリンピックスのイベントや会議にブース

やテーブルを出すことを依頼する。

•  従来の地元ライオンズクラブや地区の事業・活動に

積極的に関わる。 

•  ライオンズクラブリーダーとスペシャルオリンピックス

地域リーダーとの年次計画会議を開催する。

会員の勧誘:
新会員勧誘に際しては、スペシャルオリンピックスと

密接な関係がある人やあらゆる能力の人を受け入

れる社会を築くことへの関心が高い人に依頼するこ

とを考えてください。  

•  スペシャルオリンピックスアスリート 

•  地域のスペシャルオリンピックスのスタッフ、コー

チ、ボランティア

•  スペシャルオリンピックスアスリートの家族

•  スペシャルオリンピックスへの関心があるライオン

ズ

•  特殊教育の教職員 

•  知的障害者支援を行う地域団体

•  スペシャルオリンピックスのスポンサー
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スペシャルオリンピックスの一般規定
ライオンズクラブ国際協会がクラブや地区、協会を法的に保護

するために登録商標規定を定めているのと同様に、スペシャル

オリンピックスも規定や規則を定めています。スペシャルオリン

ピックス公式一般規定に沿ったライオンズクラブのための情報

を以下に示します。

1.   ライオンズクラブはスペシャルオリンピックスの名称またはロ

ゴをライオンズクラブ公式チャーター文書に使用しないもの

とする（つまり、ライオンズクラブは「スペシャルオリンピック

ス」やその略語をクラブ名に使用することができない）。

2.   但しライオンズクラブは、スペシャルオリンピックス・プログラ

ムならびにスペシャルオリンピックス運動の使命・目的・目

標を支援するためのマーケティングイベント、資金調達、ラ

イオンズクラブの活動を通じてスペシャルオリンピックスを支

援していることを示すことができる。

3.   スペシャルオリンピックス支援を明示するライオンズクラブ

は、スペシャルオリンピックスの支援限定ではなく他の慈善

活動も支援することができる。

4.    ライオンズクラブがスペシャルオリンピックス・プログラムに限

定した支援を希望する場合は、スペシャルオリンピックス・イ

ンターナショナルのライセンスに従い、マーケティングやコミ

ュニケーションに以下の表現を使用することができる。 

•  スペシャルオリンピックス【プログラム名とロゴ】を支援する

○○ライオンズクラブ 

     •  スペシャルオリンピックス【プログラム名とロゴ】と連携する

○○ライオンズクラブ 

  スペシャルオリンピックスのライセンスは会員課

（memberops@lionsclubs.org）にリクエストすることができ

る。

5.   これらの条件でのスペシャルオリンピックスのロゴ使用は、

スペシャルオリンピックスのブランドガイドラインに準拠する

ものとする。

6.   ライオンズクラブによって調達された資金の一部または全

額がスペシャルオリンピックスの活動を支援するものである

かどうかを問わず、スペシャルオリンピックスはその資金を

監督しないものとする。

7.   ライオンズクラブが調達した資金の全額がスペシャルオリン

ピックス支援目的である場合は、そのクラブが支援するスペ

シャルオリンピックス・プログラムと協力して両者間の連携と

協力をはかるものとする。

 

ライオンズクラブ国際協会はスペシャルオリンピックスのパート

ナーです。すべてのライオンズクラブには、上述の規定を順守

することが求められます。

スペシャルオリンピックスアスリートの 22.4% が視力検

査を受けたことがありません。

ライオンズクラブ国際協会
会員開発部
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Eメール：membershipdev@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org

EX-547.JA 10/17


