
チームワーク – 誇るべき力  

2014～2015年度のジョー・プレストン国際会長は、私たち
ライオンズの「プライド（群れ）」が誇るべき真の力はチ
ームワークである、としています。結束したチームとして
目標を目指すことで全体の力が増大し、結果的に成果が高
まります。効果的なチームは成員が個々に達成できる以上
を達成でき、多様なメンバーで構成される時、問題のより
革新的で効果的な解決策が生み出されます。ライオンズの
チームのメンバーが具体的な目標に向けて協力すれば、多
くの場合より大きな喜びと達成感が得られます。チームワ
ークはライオンズクラブの会員に価値をもたらしているの
です。

さて、集団がライオンズのチームとして効果を発揮するに
はどんな行動が必要でしょうか？あらゆるチームは多様な
性格や個性を持つメンバーで構成され、チームの作業環境
を躍動的なものにしています。物事は常に変化しますが、
チームのメンバーが一貫して実行できる重要な行動があり
ます。全体的な効果を最大化できるよう、以下の行動につ
いて考えてみてください。

• 協力する – 他のメンバーと協力し、意思の決定と解決策
の創出に貢献してください。誰の功績になるかは気にか
けず、率直に情報や意見を交換しましょう。他者と協力
してチームが輝けば、あなたも輝くことになるのです。

• 建設的に意見を表明する – 時として、チームで取り組
んでいる時に最も難しいことの一つは、誰かを非難す
ることなく自分の意見を言うことです。建設的に批評
できることは重要です。個人ではなく作業について、
改善の必要な点を指摘できるようになりましょう。同
様に、自分に対する建設的な批評を受け入れられるこ
とも大切です。

• 熱意を示す – メンバーはチームに活力と熱意を注ぎ込
む必要があります。新たなアイディアを受け入れ、立
てられた計画を進んで実行してください。あなたの活
力が仲間を刺激し、チームのためになる行動を促すこ
とになるでしょう。

• 共感と誠意を示す - チームの仲間と理解し合うことを
学びましょう。つまり、常に作業への真剣な取り組み
と人としての誠意を示しながら、他のメンバーの気持
ちに寄り添えるようになるのです。あなたに誠意があ
れば、誰もその行動を疑うことはありません。仲間に
は本心から意見を言い、誠実に接するようにしてくだ
さい。それが尊敬を育み信頼を養う方法であり、結果
的にチームの率直で忌憚のないコミュニケーションが
促されることになるのです。

• バランスを促す - これはチームの優れたメンバーの持
つ一面でありながら、多くの場合見過ごされているも
のです。効果的なチームは目前の状況に基づき役割を
分担します。自分が主導すべき場合と従うべき場合を
知りましょう。状況に対処するために必要な専門知識
が自分にあるなら、先頭に立ってチームを導いてくだ
さい。

チームワークは誇るべき真の力です。以上の行動を実践
してチームの成功に貢献することで、ライオンズクラブ
のメンバーに価値をもたらそうではありませんか。
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2014～2015年度グローバル会員増強チームおよびグローバル指導力育成チーム   

グローバル会員増強チーム（GMT）とグローバル指導力育成チーム（GLT）は会員増強と指
導力育成の促進に向け、並行して機能します。二つの組織は、執行協議会により国際レ
ベルで結びつき、かつ調整されます。エリアリーダーと特別エリア・アドバイザーは
直接会則地域リーダーに報告を行い、同様に会則地域リーダーは執行協議会に報告を
行います。 

GMTには、新会員の増加と新クラブの結成を通して、またクラブの向上により会員の維持
率を高めることで、会員増強を図る責任があります。GLTは、新たなライオンズ指導者候補を発

掘してその指導力向上を奨励するとともに、適切な研修・育成プログラムの提供によってリーダーシップの質を高
め、成果と国際協会の成功を最大化することを目指します。双方のチームのインパクトは、あらゆるレベルでのチ
ームワークと協力によって高められます。両チームは以下の三つの基本的な目標を共有しています。 

• 継続的な会員増強 
• クラブのさらなる向上 
• リーダーシップの質の向上 

これらのライオンズ指導者 は、複合地区および地区GMT/GLTとともに、指導力育成と会員増強へのあなたの取り組
みを指導し支援する役割を果たします。 

2014～2017年度グローバル指導力育成チーム（GLT）コーデ
ィネーター

2014～2015年度の第1四半期はすでに終了しています。あなた
の研修計画の焦点は明確ですか？年度の残りの期間に向けて、
すばらしいアイディアや計画を進めているでしょうか？ チー
ムの仲間と研修の選択肢を検討していますか？  

GLTコーディネーターの役割は複雑になりがちですが、そうし
た時にはチームの仲間に頼りましょう。   地区コーディネー
ターは地区ガバナー・チームと、複合地区コーディネーターは
GLTエリアリーダーや協議会議長と協力すべきです。最も有能
なGLTメンバーは、なすべきこと、その方法、担当者、必要な
資源、設定された期限を含めて、目標、行動計画、具体的な作
業に関する情報を交換します。効果的なコミュニケーションが
欠けていれば、GLTの取り組みがその目的を果たすことは不可
能でしょう。今後数年間の旅を続けていく中で、あなたは知識
豊富で献身的なライオンズを3人まで任命し、成功に必要な支
援を得ることができます。   

また、同位のGMTメンバーと協力することも忘れないでくださ
い。   常に率直に情報を交換し、課題やアイディアを分かち
合うことで、一人では発見できない新たな知見や視点が生まれ
ることもあります。   

あなたは効果的な指導者チームの一員として、グローバル・コ
ミュニティに意義ある優れた奉仕を提供するという国際協会の
使命を遂行し続けるために必要なビジョン、指針、動機を与え
ていくことになります。

2014～2015年度GLT地区資金援助プログラム 

ゾーン・チェアパーソンはGLTとGMTの重要かつ

不可欠な一員であり、ゾーン内のクラブと地区

チームを結び付ける役割を果たします。彼らは

クラブの意欲を高め、相談に乗り、情報を交換

するとともに、クラブの活動や問題点を継続的

に地区の指導者チームに伝えます。また、クラ

ブレベルで指導者候補を発掘し、新たな指導者

に役職への就任を奨励することもできます。   

GLT地区資金援助プログラムは、ゾーン・チェ

アパーソンの役割の重要性を認識し、その研修

に資金を提供するものです。すべての地区には

この資金援助を申請する資格があり、各地区の

支出額に対するマッチング資金として毎年度

US$500を上限に、ゾーン・チェアパーソン研修

の経費が払い戻されます。この貴重なプログラ

ムの詳細と申請書は、国際協会ウェブサイトの

GLT地区資金援助プログラムのページに掲載さ

れています。

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-funding.php
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/gmt-glt.pdf


新たなリーダーシップ育成表彰プログラム 

複合地区および地区GLTコーディネーターを対象に、
新たなリーダーシップ育成表彰プログラムが設けられ
ました！この年次表彰プログラムの目的は、指導力育
成に貢献したライオンズを称えることです。  

以下の基準を満たした複合地区および地区GLTコーデ
ィネーターに対し、翌ライオンズ年度の7月/8月にリ
ーダーシップ育成表彰状と国際会長からの個人的な手
紙が贈られます。

• 一年間（2014年7月1日から2015年6月30日）を通じ
て複合地区GLTコーディネーター（複合地区につき1
名）または地区GLTコーディネーター（地区につき1
名）の任務を全うすること 

• 複合地区および地区GLTコーディネーターが2015年7
月15日までに必要な推薦者の署名が付されたリーダ
ーシップ育成表彰状申請書を記入し提出すること

それだけではありません！GLT任期の3年間に毎年リーダ
ーシップ育成表彰状を獲得した複合地区および地区
GLTコーディネーターは、リーダーシップ育成功労賞
の受賞資格を持つことになります。

この画期的な新プログラムの詳細は、10月から国際協
会ウェブサイトに掲載されています。複合地区および
地区GLTコーディネーターの皆さんは、国際協会ウェ
ブサイトのリーダーシップ育成表彰プログラムのペー
ジでプログラムの詳細と受賞条件をご確認ください。

第一副地区ガバナーの皆さん、アロハ！

現在、2014～2015年度第一副地区ガバナー/地区ガバナーエ
レクト研修プログラムが進められています！この包括的で重
層的なアプローチは、次期地区ガバナーの研修ニーズを満た
すべく綿密に設計されています。四つの要素で構成されるこ
のプログラムを通じて、将来の地区ガバナーは任期中に各地
区を戦略的に管理し、協調を高め、変化に対応し、新たな機
会を活用し、課題を克服するための態勢を十分に整えること
ができるはずです。

• 個別研修 (2014年月10月～12月)：これは、DGEセミナー・グ
ループリーダーの支援と指導を受けながら行う自習部分
です。地区に関する三つの課題と関連資料に取り組むも
ので、これらはGLTエリア研修を受ける際の基礎となり
ます。各課題の最後には理解度を図るオンライン評価が設
けられ、決められた期日（2014年12月15日）までに終えな
ければなりません。 

• 複合地区研修（開催時期は各複合地区が決定）：この部分で
は、GLT複合/単一地区コーディネーターに依頼し、各地域
の第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクト研修にいく
つかのトピックを盛り込んでもらいます。これらの実用的
なトピックは、重要なリーダーシップ・スキルと効果的な
地区運営を焦点とするもので、地域のニーズに応じて柔軟
に適用できます。 

• GLTエリア研修（2015年1月／2月）：この部分は、第一副地区
ガバナー／地区ガバナーエレクトが担当のGLT／GMTエリア
リーダーや同期の仲間と協力し、指導力育成・会員増強に
関する地区の目標と行動計画を完成させる機会を提供する
ものです。 

• 2015年地区ガバナーエレクト・セミナー（2015年6月23～26日）：
このセミナーは米国ハワイ州ホノルルで行われ、対話型ワ
ークショップと情報提供セッションを通して次期地区ガバ
ナー全員に意欲喚起と多文化体験の機会を提供します。

第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクト研修に対するこ
の画期的なアプローチの成功は、全関係者の積極的な参加と
献身にかかって います。詳細は各複合地区GLTコーディネー
ターまたはGLTエリアリーダー、もしくは国際本部のリーダ
ーシップ部までお問い合わせください。ハワイでお会いしま
しょう！ 

mailto:leadership@lionsclubs.org
mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf


2014～2015年度に予定されている今後のライオンズ・リーダーシップ研究会

会則地域Ⅰ
米国、その領域、バハマ、バミューダ諸島

研究会 開催日程 開催地

上級
ライオンズ・リーダーシップ研究会

2015年3月7～9日 カナダ、カルガリー

会則地域Ⅱ
カナダ

研究会 開催日程 開催地

上級
ライオンズ・リーダーシップ研究会

2015年3月7～9日 カナダ、カルガリー

会則地域Ⅲ
中南米、メキシコ、カリブ海諸島

研究会 開催日程 開催地

上級ライオンズ・リーダーシップ研究会 2015年4月25～27日 ボリビア、サンタクルス

会則地域Ⅳ
ヨーロッパ

研究会 開催日程 開催地

講師育成研究会 2015年2月7～10日 ポルトガル、リスボン

会則地域Ⅴ
東洋東南アジア

研究会 開催日程 開催地

講師育成研究会 2015年5月14～17日 フィリピン、マニラ

会則地域Ⅵ
インド、南アジア、中東

研究会 開催日程 開催地

講師育成研究会 2014年11月20～23日 インド、テランガナ州ハイデラバード

上級ライオンズ・リーダーシップ研究会 2015年4月18～20日 インド、マディヤ・プラデーシュ州インドール

会則地域Ⅶ
オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、インドネシア、南太平洋諸島

研究会 開催日程 開催地

芽生えるライオンズ・リーダーシップ研究会 2015年3月14～16日 ニュージーランド、ロトルア

アフリカ

研究会 開催日程 開催地

講師育成研究会 2015年1月31日～2月3日 コンゴ、ブラザビル

上級ライオンズ・リーダーシップ研究会 2015年2月1～3日 コンゴ、ブラザビル

ライオンズ・リーダーシップ研究会 
ライオンズクラブ国際協会では、ライ
オンズ指導者の能力を高めるためにさ
まざまな指導力育成の機会を提供して
います。各会則地域の研修・育成上の
ニーズに最も適した研究会の種類が
GLTによって決定されているため、上
級・芽生える・講師育成の全研究会が
各会則地域で開催されるわけではあり
ません。

各地区・複合地区・地域の有望なライ
オンズに、各自の指導力育成ニーズに
最も合った研究会に申し込むよう奨励
してください。各研究会の簡単な説明
は以下の通りです。

• 上級ライオンズ・リーダーシップ研

究会では、ライオンズ指導者にスキ
ルを高める機会を与え、ゾーン、リ
ジョン、地区レベルで指導的責任を
担う準備を整えさせます。

• 講師育成研究会は有能なライオンズ

講師を養成および増員し、あらゆる
レベルでの研修に役立てようとする
ものです。

• 芽生えるライオンズ・リーダーシッ

プ研究会は、ライオンズ会員のスキ
ルを養い、クラブ会長を含むクラブ
レベルの役職への就任に備えさせま
す。

三種類の各研究会の申込書、内容の
説明、研修日程のサンプルは、国際
協会ウェブサイトの育成プログラムの
ページに掲載されています。

非常に多くの申込書が寄せられるた
め、研究会に必ず参加できるという保
証はありません。また、すべての研究
会について経費を補うための参加費
US$95（返金不可）が求められ、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。 

力を合わせて組織の質と力を高めてい
きましょう。

詳細または申込書についてはリーダーシップ情報センターをご覧いただくか、
研究会及びセミナー課までお問い合わせください。

mailto:institutes@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/index.php


コロンビア、サンタマルタ

2014年4月25～28日

B4 Adriana Acevedo Jones

G2 Alfonso Alava Maldonado

F2 Tatiana Cervantes Cano

S2 Sonia Cuellar Salvatierra

T4 Pedro Garrido Alvarado

D1 Angel Vidal Hoyte 

H2 Miryam Luna Loaiza

J3 Yeanet Lungo Fracchia

D3 Hugo Morales Oliva

D4 Gerald Mory Mora

O4 Patricia Pecci Aznarez

LC8 Fernando Camargo de Anchieta

LC1 Marlene de Souza Santos Freire

LD5 Ester Giraldi

LD1 Marelice da Aparecida Cora Kalinoski

LC1 Pulucena Perera Mederos Malta Selva

LC3 Nelson Mazarin

LA3 Joana Maria Barboza Martins Oliveira

LD9 Joao Batista Oliveira Goulart

LC8 Marli Minetto

LD1 Joao Raul D’Avila Wengerkiewicz

ボスニアヘルツェゴビナ、サラエボ

2014年6月16～19日

119 Zsofia Szopper

119 Gabor Molnar

121 Katarzyna Gebert

121 Pawel J. Cieslinski

123 Marina Barsegova

123 Liudmila “Lusa” Vasilchenko

124 Adriana Maria Cazan

124 Radu Cristea

126 Darko Curuvija

129 Lorena Hus 

129 Janez Stimnikar

130 Plamen Chingarov

131 Aida Raimonda Peceliuniene

132 Andreja Stojkovski

132 Beti Delovska

講師育成研究会修了者

昨年度末までに、新たに36名のライオンズが講師育成研究会修了者の仲間に加わりました。この研究会の修了者と
見なされるには、有能な講師としてのスキルを習得する4日間の集中的な研究会に参加するだけでなく、地元に帰っ
てから各自で研修セッションを企画して実施することを求められます。皆さんの地域で研修の必要性が生じた時に
はいつでも、下記の方々を含む講師育成研究会の修了者を思い出してください。国際協会の継続的な成長を願う彼
らが喜んで手を貸してくれることでしょう！参加者の皆さん、おめでとうございます！



研修と進行のスキルを次のレベルへ！

リーダーシップ部では3月から講師育成エクセレンス・シリーズ（FDES）を開始する予定で、その目的は便利な

オンライン形式で講師育成研究会修了者の進化するニーズに応えることです。2014年春の試験的実施で成功を収め
たこのプログラムでは、重要な進行とプレゼンテーションのスキルを強化することを焦点に、研究会で取り上げた
トピックをさらに詳しく検討します。参加者は研修における成功、課題、資料を共有し討議する機会を持つととも
に、ウェビナーを進行するための基本的知識を学びます。

FDESは、双方向性の高い4回のウェビナーによって構成され、2015年3月10日と3月24日にそれぞれ約75分間のセッ
ションが続けて2回ずつ予定されています。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、

および4回すべてのセッションに積極的に参加するとともに、求められる事前課題を完成させる意思があること

です。また、信頼できるインターネット・アクセスと、ウェビナーに参加するための技術的要件を満たすコンピ

ューター設備が必要です（具体的な技術情報は、オンラインリーダーシップ情報センターのウェビナー・ページを
ご覧ください）。

試験的プログラムのある参加者は、FDESについて次のように述べていました。「とても楽しい研修セッションをあ
りがとうございました。おかげさまで、ライオンズの仲間に研修を提供する私のスキルは間違いなく高まるでしょ
う。これはすばらしいプログラムでした。」当面、このプログラムは英語のみで行われます。参加者は25人に限定
され、申込書は11月にオンラインで提供されます。詳細については国際協会ウェブサイトのリーダーシップ情報セ
ンターをご覧いただくか、国際本部の研究会及びセミナー課institutes@lionsclubs.orgまでお問い合わせくださ
い。

1 米イリノイ州
2 米テキサス州 
4 米カリフォルニア州 
5M 米ミネソタ州
6 米コロラド州 
11 米ミシガン州 
13 米オハイオ州
20 米ニューヨーク州 
22 米メリーランド州
23 米コネチカット州
24 米バージニア州 
32 米サウスカロライナ州
33 米マサチューセッツ州
34 米アラバマ州
36 米オレゴン州
37 米モンタナ州/カナダ

・アルバータ州

50 米ハワイ州 
51 プエルトリコ
101 スウェーデン
104 ノルウェー
105 英国
106 デンマーク
109 アイスランド
118 トルコ
128 イスラエル
201 オーストラリア
202 ニュージーランド
300 台湾
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 
324 インド 
325 ネパール 
337 日本 
356 韓国
380 中国 深圳 
381 中国 広東 
382 中国 大連
385 中国 北京 

386 中国 浙江
387 中国 瀋陽
389 中国 ハルビン
403 コンゴ
404 ナイジェリア 
411 ウガンダ
412 ジンバブエ
413 ザンビア 
G エクアドル 
H ペルー 
J ウルグアイ
LA ブラジル 
LD ブラジル 
M パラグアイ
T チリ 
U ケベック

2014～2015年度地方ライオンズ・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（RLLI）補助金プログラムの目的は、複合および単一地区の指導力育成を奨
励し支援することです。複合および単一地区GLTコーディネーターはこのプログラムを通じて、各地で研究会を行う
ための補助金とカリキュラム支援を申請できます。 

RLLIのカリキュラムはリーダーシップ・スキルを身に付けたいと考えているライオンズを対象とするもので、参加者
は指導に関するさまざまなトピックについて確かな基礎を養うことができます。取り上げられるトピックとしては、
「チームワーク」「時間管理」「スピーチ」などが挙げられます。RLLIの修了者は、習得したリーダーシップ・スキ
ルをそれぞれのクラブや地区で意欲的に活用しています。

この貴重な補助金プログラムの詳細と申請方法については、地方ライオンズ・リーダーシップ研究会のウェブページ
をご確認ください。

下記の53の複合地区と11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。リーダーシップ部には本年度72件の申請が寄せられ、過去最多となりました！指導力育成への
ご献身を称えるとともに、各研究会の最終報告を楽しみにしております。 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/news-train-regional.php
mailto:institutes@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/index.php


新たなクラブ役員研修プログラム！

リーダーシップ部では、新たなクラブ役員研修プログラ

ムの始動を発表できることを嬉しく思っています！この

プログラムは、さまざまな分野のニーズに応じて研修を

カスタマイズできる柔軟なアプローチを提供します。標

準化されたオンラインの要素と、講師によるワークショ

ップを企画するための資料とで構成されており、その双

方によって包括的な研修体制が構築されます。したがっ

て、すべての次期クラブ役員が各クラブのニーズを効果

的に満たせるようになるでしょう。

この研修プログラムには以下の二つの段階があります。

• 第一段階：会長、幹事、会計を対象としたオンライン

の自習モジュール。「クラブ役員チーム・マニュアル

」と「標準版クラブ会則及び付則」に基づき各役職の

基本的な責任を概観し、ライオンズが基礎を理解した

上で第二段階に参加できるようにするものです。

• 第二段階：講師による対話型の研修ワークショップ。

その内容と形式は、研修がクラブ役員のニーズを具体

的に満たすものとなるよう、地区GLTによって決定さ

れます。こうしたニーズは多岐にわたるものですが、

例えば地区のビジョン、クラブ役員の役割と責任、既

存のクラブ役員との質疑応答や、チームワーク・目標

設定・時間管理といった具体的なトピックなどの検討

を含めることができます。

第二段階のカリキュラムの決定と開発を支援するため、

新たに「クラブ役員研修講師ガイド」も用意されていま

す。このガイドには立案用のテンプレートや内容の提案

が含まれるほか、2014年4月に世界中の地区GLTコーディ

ネーターに配布して成功事例を募ったアンケートから、

クラブ役員研修のアイディアも紹介されています。

クラブ役員研修プログラムの資料は国際協会ウェブサイ

トのリーダーシップ情報センター、クラブ役員オリエン

テーションのページにライオンズのすべての公式言語で

掲載されています。新たな資料に関するご質問は、研修

資料学習課 leadership@lionsclubs.orgまでお寄せくだ

さい。

指導力育成ウェビナー
順調にスタート！

新年度の指導力育成ウェビナーは順調なスタートを切り、
「ひとつの大冒険：ゾーン・チェアパーソンの役割」と
「GOAL（会員増強、オリエンテーション、アクティビテ
ィ、リーダーシップ）を目指して」には600人のライオン
ズが参加しました。 

「ひとつの大冒険」では、新ゾーン・チェアパーソンの
リチャードとともに「誇りを高める」ための一年間の任
務に取り組み、四半期ごとにゾーン・チェアパーソン賞
を獲得する道をたどりました。彼の課題、協力者、手段
と道具、必要なスキル、障害、最終的にはゾーン・チェ
アパーソン賞という勝利を経験し、この重要なライオン
ズの役職で成果を上げるために何が必要かを理解する魅
力的な方法となりました。参加を逃した人も残念に思う
必要はありません！このウェビナーは国際協会ウェブサ
イトに掲載されています。

直後の8月には「GOAL（会員増強、オリエンテーション、
アクティビティ、リーダーシップ）を目指して」が行わ
れました。このウェビナーでは「国際協会の強化をクラ
ブから」というプレストン会長のテーマに従い、クラブ
の指導者が会員増強（growth）・会員オリエンテーショ
ン（orientation）・奉仕アクティビティ（activity）・
リーダーシップ育成（leadership）の分野におけるクラ
ブ強化に向けて具体的な計画を立てられるよう、目標
設定のフォーマットを提供しました。また、クラブがク
ラブ優秀賞を、地区ガバナーが新たな栄誉「優秀賞の
誇り」アワードを受賞する上で、これらの分野でのクラ
ブ強化が直接どのように役立つかも取り上げました。

「これまで参加した中で最高のウェビナー」「非常に有
益だった」などの意見を受けて、国際協会のリーダーシ
ップ部では両ウェビナーの資料を国際協会ウェブサイト
のウェビナー・ページに掲載することにしました。これ
らには、録音、パワーポイント・スライド、ワークブッ
クなどが含まれています。  

ウェビナー・ページをご覧になる時には、今後の刺激的
なトピックへのご登録もお忘れなく！

11月： 誇りに調和を：ライオンズクラブの多様な世代を
指導するには

1月： マントが邪魔になるなら：ライオンズのスーパー
ヒーローになろう！

2月： 事業管理
3月： 会員に配慮：強力なチームを指導
4月： クラブ会長職を務めた先にあるものは？
5月： 元地区ガバナーにとってのライオニズム 

リーダーシップ情報センター（LRC）
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新たな「時間管理」コース   

リーダーシップ部では、ライオンズ学習センター（LLC）
に新たなコースを追加しました。一日にやりたかった
ことのすべてを終わらせるには時間が足りないと思うな
ら、「時間管理」コースが最適です！ 
このコースは、主に以下の三つの目標を念頭に設けられ
ました。 

• 一日の間に時間が無駄にされている場合を明らかにす

ること
• 自分の時間管理を改善できるいくつかの分野を見極め

ること
• 時間管理のスキルを磨くためのテクニックを学ぶこと 

受講者はこのコースを全面的に履修してもよいし、時間
のゆとりがなければ、時間管理上の各自の課題に適した
特定の要素を選んで取り組むこともできます。 

英語版は2014年10月から提供されており、2015年の初め
にはライオンズのすべての公式言語で利用できるように
なるはずです。  

ライオンズ学習センターの全コースのカタログは国際協
会ウェブサイトに掲載されています。コースを履修する
には、ライオンズ学習センターのウェブページで「ログ
イン」をクリックしてください。LLCの無料ユーザーアカ
ウントをまだお持ちでない場合には、ライオンズ会員ID
番号で簡単にアカウントを作る方法を示した短い説明ビ
デオをご覧ください。  

新たなライオンズ学習センター

PRビデオ

ライオンズ学習センター（LLC）の新たなPRビデオが、
リーダーシップ情報センターのインデックス・ページ
に追加されました。このビデオは、ライオンズ学習セ
ンターのオンライン・コースを通じた指導力・管理研
修の利点をライオンズクラブの会員に説明するために
役立つでしょう。会員はライオンズ学習センターのユ
ーザーアカウントを持つことで、24時間いつでも20余
りのコースを利用できます。これらの情報源を役立て
るためのLLCアカウントをまだお持ちでない皆さんに
は、簡単にアカウントを作る方法を示した短い説明ビ
デオが用意されています。LLCに関するご質問は、Eメ
ールllc@lionsclubs.orgまでお問い合わせください。 

リーダーシップ情報センター（LRC）
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研修ツール – ゲーム 

ゲームは貴重な研修ツールであ
り、最近は学習者の参加を高め
るものとして挙げられるように
なってきました。ゲームや競争
は従来販売員の研修に役立てら
れていましたが、今では他の分
野でも研修ツールとして取り
入れています。「ちょっと待っ

て。研修は真剣に行うもので、ゲームじゃないよ」とおっし
ゃる方もいるでしょう。ゲームはコンピューターで、または
印刷物や物体を用いて作成できます。研修のツールとしてゲ
ームを作成または利用する場合について、いくつかヒントを
ご紹介しましょう。研修にゲームを利用したことのある人に
も、現在利用を考えている人にも役立つはずです。

学習用のゲームを作成または選択する際に考慮すべき項目：

• 可能な限り実務の状況に近づけて組み立てる。 

• チームで競わせたり、終了時に最高得点の参加者を表彰す

るなど、競争の要素を含める。
• 指示や規則は理解しやすいものにする。

• 選択の機会を設けてその結果を確認させる。

• 安全な環境で学習内容を適用してみる機会を与える。

• 予期せぬ減点/難題やボーナス問題など、不確定要素を入

れる。

「ゲームはやはり研修に適していないのではないか」とまだ
お考えなら、特定のゲームをどのように役立てられるか、い
くつか例を挙げてみましょう。

• モノポリーなどのボードゲームでは資源/お金の使い方を

実演し、ボードの上やカードの中で実生活の出来事や行動
の結果を体験できます。これは、ライオンズクラブの役員
や理事の研修に役立つでしょう。

• コンピューターを使ったクイズ形式のゲームは、ライオン

ズの会員オリエンテーション情報、勧誘とエクステンショ
ンに関する会員委員長の認識、国際協会の道徳綱領など、
さまざまなトピックに関する知識をテストするために役立
ちます。

シミュレーションなどのゲームでは、例えば緊急事態への対
応など、チームに安全な環境でプロセスをたどらせることが
できます。このタイプのゲームは受講者に、意思を決定し結
果に影響を及ぼす数々の機会を与えます。

ゲームをツールとして役立てれば、学習者の積極的な参加を
促し、自身の学習体験への主導権を握らせることにより、研
修の効果を高めることができるでしょう。それだけでなく、
ゲームは学習をより興味深く、やりがいがあり、楽しく記憶
に残るものにします。 

ちょっとしたアイデア

皆さんのクラブや地区では、いつも同じような
会議や奉仕事業を行ってはいませんか？事業の
指導者や参加者はいつも同じ面々ではないです
か？旋風を巻き起こしてください！ 
• 次回の会議ではゲストスピーカーを招いた

り、研修会を企画することを考えてみましょ
う。新会員は紹介し、確実に参加させるよう
にしてください。彼らが自分もチームの一員
なのだと感じられるよう、アイスブレーカー
やチーム作りの活動を役立てるとよいでし
ょう。

• 次回の奉仕事業では、クラブの外に目を向け
ましょう。地域社会の人々と触れ合い、協
力関係を結ぶのです。そうすれば視点を新た
にし、新鮮な発想を確保し、クラブに入会
してくれるかもしれない人々と出会えるでし
ょう。 

• 今度クラブ会員から事業の指導者を募る時
には、新会員に引き受けるよう奨励してく
ださい。新会員をそのメンターとなる経験豊
かな会員と組ませませれば、積極的な会員の
層が拡大し、新会員の参加を促すことができ
ます。

新しいやり方を試すことは決して容易ではあり
ませんが、常に実りが得られるものです。ライ
オンズ学習センターのコースは出発点として役
立つでしょう。「変化の管理」「独創性」「メ
ンタリング」は、提供されているコースのほん
の一部です。旋風を巻き起こせば、クラブを活
性化し、会員を力づけ、その参加を高めること
ができるでしょう。

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
としたアイディア」、本紙へのご提案、または
次号（2015年2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@lionsclubs.orgです。 

「全員が団結して取り組めば、
自ずと成功する」 

ヘンリー･フォード
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