
ライオンズクラブ・ガイド

ライオンズクラブ国際協会

ライオンズ奉仕における

若い指導者アワード

青少年に奉仕を呼びかけよう



ラ

イオンズ奉仕における若い

指導者アワードは、12カ月

間に以下の時間の地域社会

奉仕を行った青少年（推奨対象年齢

12～18歳）を称えるものです。

• 50時間の地域社会奉仕活動

= 銀賞シール

• 100時間の地域社会奉仕活動

= 金賞シール

受賞者には、銀賞または金賞の証書

とライオンズクラブ国際会長からの

お祝いの手紙が贈られます。

このアワードは、ライオンズの2つ

の重要な誓いを果たそうとするもの

です。

• 「ウィ・サーブ」のモットーに

集約されるように、地域社会の

生活、文化、福祉および公徳心

の向上を図ること。

• 青少年が責任ある大人に、また

地域社会の指導者に成長できるよ

う支援すること。

ライオンズ奉仕における若い指導

者アワード・プログラムに参加す

る各ライオンズクラブは、その目

標の達成を目指し、地域社会奉仕

に対する青少年の意欲を高め、青

少年とライオンズクラブに利益を

もたらすことができます。

青少年の利益

ライオンズ奉仕における若い指導者

アワードは、以下によって青少年に

利益をもたらします。

• 地域社会奉仕への参加を促すこ

とにより、青少年に自己を実現

させ、成功のための重要なスキ

ルを身につけさせる。

• アワード、大学、または就職の

申込書に記載できる国際組織か

らの表彰経験を提供する。

• ライオンズクラブ国際協会と、

国際協会が奉仕精神に満ちた青少

年と成人に提供する機会に対する

認識を高める。

ライオンズクラブの利益

ライオンズ奉仕における若い指導者

アワードは、以下によってスポンサ

ー・クラブに利益をもたらします。

• 奉仕を重視する学校、青少年

団体、個々の青少年との関係を

構築する。

• ライオンズの「ウィ・サーブ」

の精神を推進する。

• クラブの既存の奨学金と青少年

アワードを強化する。

• アワード関連の広報活動によっ

てクラブのPRの機会を拡大する。

• 将来の奉仕活動やリーダーシッ

プ発揮の機会を青少年に紹介す

る。

事前準備

ライオンズ奉仕における若い指導者

アワード・プログラムに参加するた

めの第一の条件は、各クラブが地域

の青少年に対するこのプログラムの

提供を決定することです。その上

で、アワード・プログラムを調整す

る責任をクラブ会員に割り当ててく

ださい。クラブの青少年奉仕の機会

委員会に参加している会員が適任で

しょう。

本ガイドと付属の宣伝用チラシに

は、各地のアワード委員長が活用で

きる指示、見本、書式が含まれてい

ます。

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

ボランティアを経験した若者は奉仕する大人へと成長します。ライオンズ奉仕における若い指導者アワ

ードを通して、ライオンズクラブは地域社会奉仕の理念と習慣を青少年に奨励することになります。

ライオンズ青少年

奉仕の機会

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、「ライオンズ

青少年奉仕の機会」の取り組みの一

環です。「ライオンズ青少年奉仕の

機会」の目的は下記の通りです。

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の

方法とみなされる活動を通して世界

の青少年に提供する。



アワード・プログラムを成功に導くためのステップアワード・プログラムを成功に導くためのステップ

1. ライオンズ奉仕における若い指導

者アワード・プログラムがクラブにとっ

てどのように役立つかを検討する。

まず、以下を含む本ガイドを熟読す

ることから始めてください。

• アワード情報

• 表彰に関する提案

• 青少年奉仕記録フォーム

• 学校/青少年団体アワード証明書

• ライオンズクラブ・アワード申請書

• 紹介用プレスリリースの見本

• アワード発表用プレスリリースの

見本

• ライオンズの奉仕の機会に青少

年を参加させるための指針

付属の宣伝用チラシは、学校、レオ

クラブ、その他の青少年団体が使用

できるよう作成されています。その

内容は以下の通りです。

• 青少年の参加を促すミニ・ポス

ター

• 学校または青少年団体の成人指

導者に対する指示

クラブが既に奨学金その他のアワ

ードを青少年に提供している場合に

は、既存のアワード・プログラムに

奉仕における若い指導者アワードを

組み入れる方法を検討すべきです。

ライオンズ奉仕における若い指導者

アワード・プログラムの調整担当者

を任命してください。

ライオンズクラブ国際協会の手紙と

証書に加えて、クラブで記念品、奨

学金、賞品などを授与するかについ

ても検討します。その場合には、関

連費用を地元の企業や個人に負担し

てもらえるかを調査しましょう。

2. 各クラブでライオンズ奉仕における

若い指導者アワード・プログラムの日

程と期限（任意）を決定する。

ライオンズクラブ国際協会ではこの

プログラムに期限を設けていないた

め、クラブは年度内に随時アワード

申請書を提出できます。

しかし、期限を設定することが有効

であると考えるクラブもあるでしょ

う。青少年の奉仕の成果とクラブに

対する人々の注目を集めるような方

法で、一度にアワードを授与するこ

とができるからです。（アワードの

授与に関する提案は次のページを参

照してください。）

学校/青少年団体アワード証明書の

返送期限を設定する場合には、その

日付を宣伝用チラシと学校/青少年

団体アワード証明書に追加してくだ

さい。

3. 学校、レオクラブ、その他の青少

年団体に参加を呼びかける。

学校に電話またはEメールで連絡

し、適切な成人指導者の氏名と電話

番号を尋ねてください。学校で活動

している青少年団体があれば、その

連絡先も確認します。レオクラブの

スポンサーとなっている場合には、

レオに参加を呼びかけましょう！

スカウト団や宗教団体など、多くの

青少年団体は地域社会奉仕を重視し

ており、ライオンズ奉仕における若

い指導者アワード・プログラムの最

適のパートナーになってくれる可能

性があります。

各成人指導者に電話または手紙で連

絡し、アワードへの参加に対する学

校または青少年団体の関心について

尋ねます。ライオンズ奉仕における

若い指導者アワードが、青少年にど

のような利益をもたらすかを説明し

てください。参加団体に詳細な情報

とアワード・プログラムの資料を提

供できるよう手配します。会合また

は郵送によって、各成人指導者に以

下を配布してください。

• 宣伝用チラシ（適宜期限を

記入）

• 青少年奉仕記録フォーム

• 学校/青少年団体アワード証明書

（適宜期限を記入）

複数の団体と協力する場合には、ラ

イオンズクラブ国際協会のウェブサ

イト(www.lionsclubs.org)から必要

な部数を印刷してください。また

は、本ガイド裏面の住所を利用し

て、ライオンズクラブ国際協会に追

加を注文してください。

4. アワード・プログラムを紹介するプ

レスリリースを地元メディアに配信す

る。

本ガイドに含まれる紹介用プレスリ

リースの見本を役立ててくだ

さい。

5. 参加する学校、レオクラブ、青少年

団体と継続的に連絡を取る。

初回の会合以降は進捗状況を見守

り、書類の提出期限の1カ月前に再

度連絡を取りましょう。

ライオンズ奉仕における若い指導者

アワード・プログラムの日程と期限

には以下を含めるとよいでしょう。

• 学校、レオクラブ、その他の青少

年団体の成人指導者への連絡

• 学校/青少年団体および各ライオ

ンズクラブと関係のある個々の青

少年への宣伝

• 奉仕に参加した期間（期間は学校

の年度、暦年、その他の時間枠に

左右される）

• 学校や青少年団体の成人指導者が

各ライオンズクラブに学校/青少

年団体アワード証明書を提出する

期限

• ライオンズクラブ・アワード申請

書に学校/青少年団体アワード証

明書を添えて提出

• ライオンズクラブ国際協会がアワ

ードの手紙と証書を処理および発

行（郵送期間に加えて2～3週間）

• 特別な表彰行事でアワードを授与



6. アワード授与の手配を整える。

下記の該当する提案を参考にしてく

ださい。

7. 参加する各学校/青少年団体から

学校/青少年団体アワード証明書を回

収して提出する。

アワードを申請する前に：

• 提出された学校/青少年団体ア

ワード証明書に目を通し、すべ

ての情報が正確で判読できるこ

とを確認します。

• 証明書の右下の欄にクラブ名を

記入します。

• 本ガイドに含まれるライオンズ

クラブ・アワード申請書を記入

します。

• ライオンズクラブ・アワード申

請書にすべての学校/青少年団

体アワード証明書を添えて、ラ

イオンズクラブ国際協会の青少

年プログラム課に送付してくだ

さい。

ライオンズクラブ国際協会が申請書

を受け取って処理するには、郵送期

間に加えて2～3週間が必要です。学

校/青少年団体アワード証明書に記

載された各受賞者について、手紙と

証書が発行されます。ライオンズク

ラブ国際協会は、アワード受賞者に

授与できるよう、これらの手紙と証

書を各クラブ宛に郵送します。

8. アワード授与に関する計画を受賞

者とその家族に通知する。

アワード受賞者に出席を確認してく

ださい。適切な場合には、ライオン

ズクラブの来賓として近親者を招待

するとよいでしょう。

9. アワード受賞者を発表するプレス

リリースを地元メディアに配信する。

下記の該当する提案を参考にしてく

ださい。

10. 特別な表彰行事で手紙と証書を

授与する。

下記の該当する提案を参考にしてく

ださい。

11. 参加してくれた学校、レオクラブ、

その他の青少年団体の支援に感謝す

る。

次回のライオンズ奉仕における若い

指導者アワード・プログラムその

他、クラブの活動への参加を彼らに

呼びかけましょう。

ライオンズ奉仕における若い指導者

アワードを、青少年の成果だけでな

くライオンズクラブ自体に対する人

々の注目を集めるような方法で、一

度に受賞者に授与したいと考えるク

ラブもあるでしょう。アワード授与

を公開で行うことは、このプログラ

ムが青少年とクラブの双方にもたら

す利益を全面的に実現する格好の方

法です。

表彰行事の種類

人々の注目を集める最善の方法は、

公開行事や定着した行事でアワード

を授与することです。例えば以下の

ような機会が考えられます。

• ライオンズクラブが主催する青

少年表彰式や晩餐会

• ライオンズクラブまたはレオク

ラブの例会

• 学位授与式や卒業式

• 学校の授賞式、表彰式、または

晩餐会

• 青少年団体の晩餐会や授賞式

• 地域のボランティア表彰行事

• 奉仕現場での授与

• 地域の祝祭

• 宗教的な行事や集会

学校、青少年団体、地域社会の行事

でアワードを授与したい場合には、

十分に前もって手配しておきましょ

う。

アワードの内容

ライオンズクラブ国際協会は各クラ

ブが提出した書類に基づき、ライオ

ンズ奉仕における若い指導者アワー

ドの各受賞者について国際会長か

らのお祝いの手紙と証書を用意し

ます。証書と手紙は、アワード授

与式で受賞者の青少年に贈呈すべ

きです。各クラブはこれらに加

えて、受賞者に小さな記念品、

奨学金、または賞品を贈ること

ができます。ライオンズクラブ用

品カタログまたはオンライン・ス

トア（www.lionsclubs.org）で使用

する品目を選ぶとよいでしょう。

来賓

可能な限り多くの受賞者が出席でき

る日時と場所を選びます。受賞者に

加えて、以下の人々を招待するとよ

いでしょう。

• 参加した学校、レオクラブ、青

少年団体の成人指導者

• 報道機関の記者

• ライオンズクラブの役員と会員

• 地域の指導者

• 受賞者の父母や保護者などの近

親者

• 奉仕活動を行った受賞者が所属

する団体、機関、施設の代表者

広報活動

クラブのPR委員長と協力し、メディ

アに取り上げられるよう努力しまし

ょう。

• 本ガイドに含まれる見本を使っ

てアワード発表用のプレスリリ

ースを作成し、地元メディアに

送付する。

• 可能であれば、プレスリリース

に各アワード受賞者の写真を添

える。

• メディアの代表者をアワード授

与式に招待する。

アワードの授与に関する提案アワードの授与に関する提案



ライオンズクラブ名 地区

市町村 都道府県 クラブ番号

本書の提出者：

氏名

役職

電話 FAX Eメール

アワードの手紙と証書の郵送先：

宛名(氏名)

住所：番地等（私書箱は不可）

市町村 都道府県 国名 郵便番号

郵送先電話番号

指示：

1. 必要な情報を記入してください。

2. 提出された学校/青少年団体アワ

ード証明書の情報がすべて判読で

きることを確認してください。

3. 学校/青少年団体アワード証明書

の右下の欄にライオンズクラブ名

を記入します。

4. 適切に提出された学校/青少年団

体アワード証明書の原本を添付し

てください。それらの証明書につ

いて、本書により手紙と証書を申

請します。(今後の参照用にすべ

ての書式のコピーを保管しておき

ましょう。)

5. 記入済みの書式は下記まで郵送

してください。

Youth Programs Department

Lions Clubs International

300 W 22nd Street

Oak Brook, IL 60523-8842 USA

FAX： 630-571-1692

Eメール：

programs@lionsclubs.org

ライオンズクラブ国際協会がこれ

らの書類を処理し、各アワード受賞

者について手紙と証書を発行するに

は、郵送期間に加えて2～3週間が必

要です。手紙と証書はすべて上記の

宛先に郵送されます。

ライオンズ奉仕における若い指導者アワード

ライオンズクラブ・アワード申請書

ライオンズクラブがライオンズクラブ国際協会に提出



ライオンズクラブ国際協会と地元のライオンズクラブは、地域社会に奉仕した青少年を表彰しま

す。このフォームを使って、あなたの奉仕時間数を記録してください。記入済みのフォームはあな

たの所属する学校または青少年団体の成人指導者にお返しください。

50時間の地域社会奉仕活動 = 銀賞シール

100時間の地域社会奉仕活動 = 金賞シール

名 姓

住所：番地等

市町村 都道府県 郵便番号

電話 Eメール 年齢

� 男 � 女

日付 奉仕活動 奉仕分野の番号* 奉仕活動の場所 時間数

* 奉仕分野の番号

下記の番号を使用し、上の欄に各奉仕活動の分野を記入してください。

1 - 環境 4 - 識字と教育 7 - 児童支援 10 - その他

2 - 保健 5 - 災害援助 8 - 高齢者支援

3 - 安全 6 - 地域社会の改善 9 - ホームレス/飢えた人々を支援

私は、上記の情報が正確であることを証明いたします。

青少年署名 日付

父母/保護者署名 日付

総時間数

ライオンズ奉仕における若い指導者アワード

青少年奉仕記録フォーム

参加する青少年が使用



ライオンズ奉仕における若い指導者アワード

学校/青少年団体アワード証明書

学校/青少年団体の成人指導者が使用

本書をご記入の上、右記の期日までにライオンズクラブの代表者にご

返送ください。黒いインクを使って活字体(ローマ字)で記入し、

すべての情報が判読できることをご確認ください。ライオン

ズクラブ国際協会では、記入済みの本書を用いてアワード受

賞者に対する手紙と証書を発行させていただきます。

学校、レオクラブ、青少年団体に関する情報

学校、レオクラブ、青少年団体の名称

成人指導者氏名

役職

住所

電話 FAX Eメール

アワード証明

私は、本書に記載の情報が完全かつ正確であることを証明いたします。

成人指導者署名 日付

ライオンズ奉仕における若い指導者アワードの受賞資格を有する各生徒または青少年団体の各メンバー

について、以下の情報をご記入ください。

青少年情報

名 姓

住所：番地等

市町村 都道府県 郵便番号

電話 Eメール 年齢

� 男 � 女

達成したアワード・レベル： � 銀賞シール (12カ月間に50時間の奉仕活動)

� 金賞シール (12カ月間に100時間の奉仕活動)

青少年奉仕記録フォームに記載された奉仕分野別のおよその時間数：

(青少年が奉仕したすべての分野について、前の欄に時間数を記入してください。)

____ 1 - 環境 ____ 4 - 識字と教育 ____ 7 - 児童支援 ____ 10 - その他

____ 2 - 保健 ____ 5 - 災害援助 ____ 8 - 高齢者支援

____ 3 - 安全 ____ 6 - 地域社会の改善 ____ 9 - ホームレス/飢えた人々を支援

期限 ____________________________

返送先：

ライオンズクラブ・アワード委員長

ライオンズクラブ名

住所

電話 Eメール



ライオンズ奉仕における若い指導者アワード

学校/青少年団体アワード証明書(続き)

学校/青少年団体の成人指導者が使用

受賞者が増えた場合に備えて本書をコピーしておきましょう。

青少年情報

名 姓

住所：番地等

市町村 都道府県 郵便番号

電話 Eメール 年齢

� 男 � 女

達成したアワード・レベル � 銀賞シール (12カ月間に50時間の奉仕活動)

� 金賞シール (12カ月間に100時間の奉仕活動)

青少年奉仕記録フォームに記載された奉仕分野別のおよその時間数

(青少年が奉仕したすべての分野について、前の欄に時間数を記入してください。)

____ 1 - 環境 ____ 4 - 識字と教育 ____ 7 - 剴ｶ支援 ____ 10 - その他

____ 2 - 保健 ____ 5 - 災害援助 ____ 8 - 高齢者支援

____ 3 - 安全 ____ 6 - 地域社会の改善 ____ 9 - ホームレス/飢えた人々を支援

青少年情報

名 姓

住所：番地等

市町村 都道府県 郵便番号

電話 Eメール 年齢

� 男 � 女

達成したアワード・レベル � 銀賞シール (12カ月間に50時間の奉仕活動)

� 金賞シール (12カ月間に100時間の奉仕活動)

青少年奉仕記録フォームに記載された奉仕分野別のおよその時間数：

(青少年が奉仕したすべての分野について、前の欄に時間数を記入してください。)

____ 1 - 環境 ____ 4 - 識字と教育 ____ 7 - 児童支援 ____ 10 - その他

____ 2 - 保健 ____ 5 - 災害援助 ____ 8 - 高齢者支援

____ 3 - 安全 ____ 6 - 地域社会の改善 ____ 9 - ホームレス/飢えた人々を支援

ライオンズクラブ使用欄

ライオンズクラブ名



紹介用プレスリリースの見本

[必要な情報を入力してクラブの便箋に印刷した上で、地元メディアに送付してください。]

詳細のお問い合わせ先：

[担当者名]

[担当者電話番号]

即時リリース用

地域の青少年に奉仕を呼びかけよう

[クラブの所在地名、日付]—[クラブ名]ライオンズクラブは青少年に、地域社会に奉仕して成果を達成

するよう奨励しています。 [クラブ名]ライオンズクラブの会長[クラブ会長氏名]は次のように述べて

います。「私たちは成人のボランティアとして、地域社会奉仕が自己実現につながり、成功するための重

要な経験になることを理解しています。また、ボランティアを経験した若者が奉仕する大人へと成長する

ことも知っています。私たちは現在の取り組みを通して、地域社会に大きく貢献するよう青少年に呼びか

けています。」

この呼びかけに応える地域の12～18歳の青少年には、ライオンズ奉仕における若い指導者アワードの受賞

資格が与えられます。このアワードは、[奉仕期間の開始日]から[奉仕期間の終了日]の期間に50時間（銀

賞シール）または100時間（金賞シール）の地域社会奉仕を行った青少年を表彰するものです。アワードの

申請期限は[期限を設ける場合にはその日付]です。受賞者には、[アワードが授与される月]に行われる特

別な授与式で、ライオンズクラブ国際協会からの手紙と証書[適宜各クラブが授与する補足的なアワードに

関する情報を追加]が贈呈されます。

[参加している学校、レオクラブ、青少年団体の名称]は、[クラブ名]ライオンズクラブと協力して参加者

を募り、アワードの申請に必要な手続を進めています。参加を希望する青少年は、[提携している学校/青

少年団体の名称と成人指導者の氏名およびライオンズクラブの連絡先]まで連絡する必要があります。

ライオンズクラブ国際協会は、世界205の国と地域に約45,000のクラブと135万人の会員を擁する世界最大

の奉仕クラブ組織です。1917年以来、ライオンズクラブは世界各地で視覚障害者を支援し、社会奉仕と青

少年育成に尽くしています。

# # #



アワード発表用プレスリリースの見本

[必要な情報を入力してクラブの便箋に印刷した上で、地元メディアに送付してください。]

詳細のお問い合わせ先：

[担当者名]

[担当者電話番号]

即時リリース用

地域の青少年がライオンズ奉仕における若い指導者アワードを受賞

[クラブの所在地名、日付]-地域の青少年[人数]人が、[クラブ名]ライオンズクラブとライオンズクラブ

国際協会が授与するライオンズ奉仕における若い指導者アワードを受賞することになりました。

青少年に地域社会奉仕を奨励することを目的としたこのアワードは、12カ月間に50時間または100時間の地

域社会奉仕を行った若者に贈呈されます。ライオンズ奉仕における若い指導者アワードを受賞する地域の

青少年は以下の通りです。

100時間の奉仕活動を行った金賞シール受賞者

[全員の氏名を記入]

50時間の奉仕活動を行った銀賞シール受賞者

[全員の氏名を記入]

このアワードは、[場所]で[日時]に行われる[表彰行事の名称または説明]で授与される予定です。各受賞

者には、ライオンズクラブ国際協会から手紙と証書[適宜各クラブが授与する補足的なアワードに関する情

報を追加]が贈呈されます。

[クラブ名]ライオンズクラブの会長[クラブ会長氏名]は次のように述べています。「ライオンズは、地域

社会を支援して成果を達成することが青少年にとって重要であると信じています。ボランティアを経験し

た若者は奉仕する大人に成長するものであり、ライオンズクラブの主な目的は奉仕にあります。」

[参加している学校、レオクラブ、青少年団体の名称]は、[クラブ名]ライオンズクラブと協力して参加者

を募り、アワードの申請に必要な手続を進めています。[クラブ名]ライオンズクラブは、本アワード・プ

ログラムを支援してくださった下記の成人指導者の皆様に感謝しています。[成人指導者の氏名]

ライオンズクラブ国際協会は、世界205の国と地域に約45,000のクラブと135万人の会員を擁する世界最大

の奉仕クラブ組織です。1917年以来、ライオンズクラブは世界各地で視覚障害者を支援し、社会奉仕と青

少年育成に尽くしています。

# # #



高齢者支援

• 高齢者の自宅や介護施設を訪問

する。

• 高齢者のために家の簡単な修繕

や家事を行う。

• 高齢者の用事を引き受ける。

• 高齢者のコンピュータ・スキル

の習得を支援する。

児童

• 恵まれない児童のために衣類、

玩具、学用品を収集する。

• 幼い子供たちに本を読み聞か

せ、または学齢児童の指導員を務

める。

• 小児病棟や地元の病院を訪問

する。

環境

• 植樹を行う。

• 道路、公園、海岸、公園の清掃

を行う。

• リサイクル運動を組織する。

• 落書きの上に鮮やかな壁画を

描く。

ホームレス/飢えた人々を支援

• 食料、衣類、衛生用品を集めて

地元の保護施設に寄付する。

• ハビタット・フォー・ヒューマニ

ティの住宅建設事業に参加する。

• 恵まれない家庭のために食料の

詰め合わせを用意する。

識字

• 児童や成人の—読み書きの—学習を

支援する。

• 古本市を開き、利益を地域の識

字事業に寄付する。

• 視覚障害者に本を読み聞かせる。

またはテープに録音して「録音図

書」を作る。

保健

• 視覚、聴覚、糖尿病検査を支援

する。

• リサイクル用の中古眼鏡や補聴

器を収集する。

• HIV、ティーンエイジャーの自殺、

薬物乱用に対する認識を促す。

• 若年性糖尿病などの健康問題のた

めの資金獲得を支援する。

安全および特別なレクリエー

ション

• 水の安全、防火、交通認識、シ

ートベルトの着用、自転車安全な

どに関するセミナーを開催する。

• スペシャルオリンピックスとの

協力によるライオンズ国際オープ

ニングアイズ視力検査プログラム

に参加する。

青少年奉仕事業の例青少年奉仕事業の例



詳細は下記にお問い合わせください。

ライオンズクラブ国際協会

青少年プログラム課

300 W 22nd Street

Oak Brook, IL 60523-8842

USA

電話: 630-571-5466

FAX: 630-571-1692

programs@lionsclubs.org

www.lionsclubs.org

IAD-133 JA 6/10
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