
夢を追いかけよう 

ご存じの通り、バリー・パーマー
国際会長は2013～2014年度のテー
マに「夢を追いかけよう」を選び
ました。この単純な言葉が伝える
のは、自信と希望を与える力強い
メッセージです。パーマー会長は
夢を「可能性の種」であると考え、
全てのライオンに、自分の夢をかなえる
よう励ましています。

夢を追いかけるためには、まず自分の夢をはっきりさせる
必要があります。前に進むためには、夢が何かを知る必要
があるのです。夢をはっきりさせたなら、その夢を信じな
ければなりません。わたしたちが夢を信じないのなら、他
に誰がその夢を信じるというのでしょう。

夢を信じる勇気を持つことが難しい時もあるでしょう。し
かしその勇気こそが、夢が実現することと、夢が夢のまま
で終わることとの違いをもたらし得るのです。自分の胸に
問いかけてみてください。あなたは夢に賭けようとしてい
るでしょうか。それとも恐れや疑いがあるでしょうか。恐
れや疑いは、あなたが何かを始めることすら諦めさせるこ
ともあります。

私たちは日々、何を信じるべきかを選ぶ機会に何度も直面
します。そんなときは、あなたを力づけ、夢の実現に向か
って前進させてくれるものを信じてください。

あなたがまくのは「可能性の種」でしょうか、それとも恐
れと疑いの種でしょうか。可能性の種は、不可能を可能に
します。恐れと疑いの種には、夢の実現に向かわせるもの
は何一つなく、ただあなたの方向を見失わせるだけです。

もし夢をはっきりさせたなら、その夢があらわす可能性を
思い描き、それをきちんと自分のものにしてください。あ
なたの夢を信じてください。また、自分自身のことも信じ
てください。そうしてこそ、集中的な取り組みをもって本
当に前に進むことができるのです。

ライオンズの皆さん、夢を追いかけましょう！ 

新しい試験的プログラム： 講師育成エクセレンスシリー

ズ （FDES）

講師育成研究会（FDI）修了生の皆様、研修のスキルを
次のレベルに高める準備はよろしいですか？2014年1月
から、リーダーシップ部はFDI修了生の変化するニーズ
に対応するため、便利なオンライン形式による試験的プ
ログラムを新たに開設します。このプログラム、講師育

成エクセレンスシリーズ（FDES）では、ファシリテーターと
して、及びプレゼンテーションを行う上での、カギとな
る技術の向上に焦点を当てて講師育成研究会のトピック
をさらに深めていきます。さらに、参加者には研修にお
ける成功、チャレンジ、資源について他の人々と共有し
たり議論したりする機会が与えられ、またウェビナーを
進行するための基本的知識を学ぶことができます。

講師育成エクセレンスシリーズは、四つの参加者主導型
ウェビナーによって構成され、2014年1月から4月にかけ
て行われます。参加資格は、国際協会主催の講師育成研
究会を修了していること、及び四つのウェビナー全てに
積極的に参加し、かつ全ての事前課題を完成させる意思
があることです。また、ウェビナー参加に必要な機材を
使用できる必要があります。 

現在のところ、この試験的プログラムは英語のみで行わ
れています。定員は25
人限定です。今すぐお申
込みください！詳細につい
ては、ライオンズクラブ国
際協会ウェブサイトのリーダ
ーシップ情報センターをご確
認いただくか、国際協会本部
のリーダーシップ研究会及び
セミナー課までご連絡くださ
い。
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研修科目の案内と、それぞれの研修日程のサンプルについては、ライオンズ国際協会ウェブサイトの指導力育成プ
ログラムのページをご覧ください。

申込書は研究会が開催される4カ月前から入手できます。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ありません。すべての研究会に関して、以上の経費を補うため参加費95ドルの
支払いが必要です。参加費についてはご返金いたしかねます。参加費は、研究会開始日の4週間前までに支払わなけ
ればなりません。 

ライオンズ指導者の皆様、参加資格のあるライオンを特定し、適切なライオンズ・リーダーシップ研究会への申し
込みを勧めていただくよう、ご協力お願いいたします。あなたの励ましこそが、彼らが夢を追い求めるために必要
なものかもしれないのです！

2013～2014年度上位ライオンズ・リーダーシップ研究会（ALLI）
（開催日時及び場所は変更の可能性あり）

会則地域/地域 1& 2 3 4 5 6 7 アフリカ

日程及び開催地

2014年3月
8～10日

イリノイ州オー
クブルック

米国

2013年10月
26～28日

ブラジル、クリ
ティバ

2014年2月8～10日
ハンガリー、ブダ

ペスト

2013年9月
21～23日 マレ
ーシア、クア
ラルンプール

2014年5月
17～19日 

中国、北京

2014年4月
19～21日

インド、ムン
バイ

2013年11月
15～17日

オーストラリ
ア、メルボルン

2014年2月
3～5日

チュニジア、
チュニス

上位ライオンズ・リーダーシップ研究会の目的は、ゾーン、リジョン、なら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、
その技能を磨く機会をライオンズ指導者に提供することです。

2013～2014年度講師育成研究会（FDI）
（開催日時及び場所は変更の可能性あり）

会則地域/地域 3 4 アフリカ

日程及び開催地
2014年4月25～28日

コロンビア、サンタマルタ
2013年11月4～7日

トルコ、イスタンブール
2014年2月2～5日

チュニジア、チュニス

講師育成研究会の目的は、経験を積んだライオンズ講師のスキルをさらに高めつつ、講師の数を増やし、 
そのような人材をあらゆるレベルでの研修で活用することです。

2013～2014年度芽生えるライオンズ・リーダーシップ研究会（ELLI）

（開催日時及び場所は変更の可能性あり）

会則地域/地域 1& 2 6 7

日程及び開催地
2013年10月5～7日

カナダ、モントリオール
2013年9月14～16日

バングラデシュ、ダッカ

2014年3月15～17日
ニュージーランド、ウェリ

ントン

芽生えるライオンズ・リーダーシップ研究会の目的は、クラブ会長職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ことにあります。

各種指導力育成プログラム

学習は一生続くプロセスです。ライオンズクラブ国際協会は、いかなるリーダーも研修から得るものがあると信じ
ています。この考えに基づいて国際協会はさまざまなリーダーシップ養成の機会を提供し、現在及び将来のリーダ
ーたちがスキルを高めていけるようにしています。

各会則地域に最も適切な研究会がGLTによって決定されています。上位ライオンズ・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ありませ
ん。2013～2014年度リーダーシップ研究会のスケジュールは以下のとおりです。
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2 米テキサス州 
4 米カリフォルニア州 
5 米ノースダコタ州・サ
ウスダコタ州、カナダ 

6 米コロラド州 
11 米ミシガン州 
13 米オハイオ州
14 米ペンシルバニア州
15 米ワイオミング州 
19 米ワシントン州
20 米ニューヨーク州 
22 米メリーランド州 
24 米バージニア州 
26 米ミズーリ州
28 米ユタ州
50 米ハワイ州

51 プエルトリコ 
60 バージン諸島 
101 スウェーデン 
104 ノルウェー 
106 デンマーク 
108 イタリア 
124 ルーマニア
126 クロアチア 
132 マケドニア（旧ユー
ゴスラビア共和国） 
201 オーストラリア 
301 フィリピン
305 パキスタン
306 スリランカ 
307 インドネシア 
308 マレーシア 

315 バングラデシュ 
316 インド
317 インド
318 インド
321 インド 
322 インド 
323 インド
324AB インド 
325 ネパール
337 日本 
354 韓国
355 韓国 
356 韓国 
380 中国 深圳 
381 中国 広東 

385 中国 北京
388 中国 陝西
404 ナイジェリア 
410 南アフリカ 
411 ケニア 
413 ザンビア 
D パナマ
E ベネズエラ
H ペルー 
LA ブラジル 
LD ブラジル 
N カナダ
O アルゼンチン
R ドミニカ共和国 
S ボリビア 
U カナダ 

指導力育成ウェビナーをご活用ください

指導力育成ウェビナーは、2013～2014年度に入ってから900人のライオンズが参加し、好調なスタートを切ってい
ます！全世界のライオンズがセッションに参加し、多様な視点をもってオンライン・ディスカッションを豊かな
ものにしています。例えば、クラブ幹事研修は25カ国から314人が参加し、クラブ会計研修は28カ国から237人の
参加者を集めています。これまで開催されたウェビナーには、ゾーン・チェアパーソン研修やクラブ会長研修が
含まれます。 

現在四つのウェビナーが完成していますが、さらに多くのダイナミックなトピックを計画中です。2014年5月にか
けて、あらゆるレベルのライオンは、指導者としての一般的なテーマやライオンズの指導力育成に関する特定の
アイデアについてのセッションに参加できます。できるだけ多くのライオンが参加できるよう、各ウェビナーの
トピックは少なくとも二つの異なる日程で、英語及びスペイン語で開催されます。 

ぜひ今後のウェビナーにご参加ください。全日程のリスト及びウェビナーへのご
登録については、次の国際協会ウェビナーのリンクをご確認ください。

2013年

9～10月： 奉仕事業の管理 
10月： ライオンズの倫理及びリーダーの役割
11～12月： インターネット上のリーダーシップ情報 

2014年

1月： 効果的な例会：アングリーバードから学ぶリーダーシップ
2月： 夢は続く：元地区ガバナーにとってのライオニズム 
3月： クラブ会長として勤めた先にあるものは？ 
4月： 地区ガバナーになる夢がありますか？ 
5月： 対立の解消

2013～2014年度地方ライオンズ・リーダーシップ研究会

下記の51の複合地区と10の単一地区は、本年度地方ライオンズ・リーダーシップ研究会の実施を承認されました。
おめでとうございます。リーダーシップ育成へのご尽力に感謝すると共に、プログラムの成功に関するご報告を楽
しみにしています！
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ゾーン及びリジョン・チェアパーソンの皆様、グロ

ーバル指導力育成チームへようこそ 

正式発表です！ライオ
ンズクラブ国際理事会
はすべてのゾーン・
チェアパーソン及びリ
ジョン・チェアパーソ
ンを、地区レベルのグローバ
ル指導力育成チーム（地区GLT）に追加しまし

た。優れたリーダーシップは、必要とされる奉仕
を地域に提供する力をライオンズが維持するため
に非常に重要であり、特にクラブレベルにおいて
は極めて重要です。ゾーン及びリジョン・チェア
パーソンは、地区と担当クラブとの間の貴重な架
け橋となる存在です。地区GLTの一員となること
で、GLTは指導力育成の力を最大限に活用でき、
同時に各チェアパーソンはより良くクラブを支援
できるようになることでしょう。 

地区GLTの一員としての、ゾーン及びリジョン・
チェアパーソンの主な責務は以下の通りです。

• クラブもしくはゾーンレベルでリーダー職

に就けそうな候補者を特定する

• 研修や指導力育成の行事を告知し、参加を

促す

• 新しいリーダーに、指導的務めを果たすよ

う励ます

• クラブ役員研修及びゾーン・チェアパーソ

ン研修が効果的に実施されるよう地区GLT
と協力する

• 地区GLTの他のメンバーに研修や育成のニ

ーズを伝える

ゾーン及びリジョン・チェアパーソンの方は、

現在行われている研修、育成プログラム、情報資
料についての詳細をリーダーシップ情報センター
からご確認ください。 また、GLTや指導力育成行
事に関するご質問がありましたら、グローバル指
導力育成チームまでお気軽にお問い合わせくだ

さい。

リーダーシップ情報センターの最新情報

リーダーシップ情報センターの研修教材／資料セク
ションには、アクティビティやアイスブレーカーへ
のリンクがあります。この資料には、アイスブレー
カー、チーム作り、気分転換についての情報が含ま
れています。 

クラブ役員オリエンテーションのページには、2013
年度版のクラブ幹事及びクラブ会計のウェビナー・
プレゼンテーション、ワークブック、よくある質問
があります。これらのプレゼンテーションは、MyLCI
において用いる役員の職責及び役割について再確認
するものです。これらの資料は地区研修ワークショ
ップに適用でき、英語、フランス語、スペイン語、
及びポルトガル語で提供されています。

スピーカー任務用プレゼンテーションページでは、
「新クラブを育てていくには」と、「元地区ガバナ
ーの指導と役割」のスライド・プレゼンテーション
が更新されています。これらのスライド・プレゼン
テーションは、各スライドに台本が含まれており、
研修ワークショップに利用できます。

ライオンズ学習センターでは、ライオンズで担う役
職ごとの、 お勧めのオンライン・コースが新たに
加わりました。お勧めのコースのリンクをクリック
し、興味のある役職を選んでください。クリックす
ると、その役職に従ったお勧めのコースのリストが
表示されます。このリストは、ライオンズが特定の
指導的役職に就く準備を始めるのに役立ちます。ラ
イオンズ学習センターのこうした新しい機能の利用
を促進することにより、ライオンズが最も適切なプ
ログラムを選択できるよう手助けできます。 
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ちょっとしたアイデア 

研修セミナーを開催するとき重要なのは、参加者の熱意と関心を保つこ
とです。2012～2013年度地方ライオンズ・リーダーシップ研究会におい
て高い熱意を保つため、23複合地区（コネチカット州）ではいくつかの
異なるプレゼンテーション方法を研修に用いました。ある時は一つの研
修モジュールで参加者全員が同じ部屋に集い、ある時は小グループに分
かれました。スピーチのモジュールは三つの小グループで行い、それぞ
れのグループにはリアルタイムでフィードバックを行うため、評価する
人を2人配しました。 

参加者の熱意をより高めるため、講師は参加者が最も興味を抱く主題を
用いました。例えば、「多様性」という主題は、多様な人格のタイプも
含めるように変更し、「多様性ゲーム」を用いて参加者自身や他の人の
人格的特徴を見分けるのに役立てました。

参加者に研修セミナーを通して熱意とやる気を保たせる、すばらしいア
イデアです。 

お便りをお待ちしています！

LEADER NETWORKの目的は、研修

と指導力育成に役立つ情報やアイ

デアをグローバル指導力育成チー

ムの皆さんに提供することです。

「ちょっとしたアイデア」、本紙への

ご提案、または次号（2014年1月）

への掲載を希望されるトピックが

ありましたら、ぜひお聞かせくだ

さい。宛先はleadership@lion-

sclubs.org です。

追い求める勇気さえ持てば、夢はすべて叶う。

ウォルト・ディズニー

LN35 JA 9/13

研修ツール：ロールプレイ

ロールプレイとは、研修セッションの参加者に役割を与え、実際に起こりそうなことを演じてもらう活動です。
この応用性の高い研修ツールは、ある概念や手順を具体的に示したり、技能を練習したり、ライオンズの特定の
状況に対して新しい情報を当てはめたりなど、いくつかの方法で活用できます。ロールプレイは、あらかじめ台
本を用意して行うこともできますし、台本なしでも行えます。台本を用いたロールプレイでは、講師が台本を用
意する必要があります。またロールプレイの発表者も、実際にロールプレイを行う前に練習する必要があるかも
しれません。

台本を用いたロールプレイの一例として、ライオンズにインタビューをする人の質問にどう答えるかを示した
り、会員を勧誘する方法を示したりといったことが挙げられます。講師によるロールプレイの実演に続き、参加
者に対して、実演された技術を用い、インタビューへの応答や会員勧誘を練習するようお願いすることができる
でしょう。ある参加者にライオンの役を、別の参加者にインタビューをする人や会員候補の役を演じてもらい
ます。一般に、参加者にはロールプレイを2回行ってもらい、2回目には役を交代します。

ロールプレイを用いるもう一つの方法は、ライオンズの特定の状況に対して新しい情報を当てはめることです。
例えば、対立に対処するいくつかの異なる方法について講師が情報を提供した後、フォローアップとして特定の
状況に即した対立解消の方法の一つをロールプレイで演じます。全員が異なる対立解消の方法を試せるよう、五
つの異なる状況を用意しましょう。全員がそれぞれの役割を1回体験した後、10人の希望者を募り、それぞれの役
割を演じてもらいましょう。これを行うことにより、ロールプレイの結果として、参加者グループ全体がどのよ
うに対立状況に対処したか、その対立解消法を示したことになります。 

これらはロールプレイをどのように用いるかの一例に過ぎません。他にもさまざまな用い方があります。この研
修ツールを用いて参加者を引き込み、学んだことを実際の状況に適用できるようにしましょう。これが学んだこ
とを保つカギです。
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