
2012～2013年度の
ゴールが近づいて
きました。       

ご存知のように力強
いスタートを切るこ
とは大切であり、ラ
イオンズはそれが得
意な人ばかりです。
しかし、ゴールを目
前に控えた今、すべ
ての指導者はラストスパートをかけるべきです。

ラストスパートをかけるとは、指導者としての各自の責任
を見極め、最後まで全力を尽くし、後継者に効果的にバト
ンを引き継ぐことを意味しています。そのためには目標の
達成に向けて献身し、努力し、明確な焦点を持つことが必
要です。  

皆さんには有終の美を飾る機会があります。以下について
考えてみてください。

• どのような手段を講じれば、確実に2012～2013年度の

目標を達成し、あるいは超えることができるか？

• ラストスパートの効果を保証するため、誰に協力を求

めることができるか？

• 後継者を勢いづけるために何ができるか？どうすれば

リーダーシップのバトンを最も効果的に引き継ぐこと
ができるか？

以上の質問に思慮深く答えれば、成果の達成に集中的に取
り組むと同時に、後継者が自信を持って進んでいけるよう
にすることで、2012～2013年度の最後の数週間を最大限に
活かすことができるでしょう。   

忘れないでください。順調なスタートは早くゴールに到達
するために役立ちますが、最後の強い押しがなければ、物
足りない結果に終わるかもしれません。ゴールには全員が
たどり着くものであり、問題はそれをどのように迎えるか
ということです。

選択するのは皆さん自身です–有終の美を飾りませんか？

ハンブルクに続くDGEの道：2012～2013年度
地区ガバナーエレクト研修プログラム

現在、2012～2013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の最初の3段階が完了し、
世界中の地区ガバナーエレクトは準備の最終段階–ドイ
ツ、ハンブルクで行われる2013年地区ガバナーエレク
ト・セミナーに期待を寄せています。今年度のプログラ
ムには初めてGLTエリア研修の要素が盛り込まれ、第3段
階までの反響は極めて良好です。 

2013年DGEセミナーのグループリーダーの支援と指導を
受けて、第一副地区ガバナーの準備は9月下旬に
プログラムの個別研修の要素から始まりました。彼らの
努力は目覚ましく、3つの課題とオンライン評価の完了
者は全体で97％に達しています。 

1月と2月には新たなGLTエリア研修の要素が実施され、
第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクトがGLT/GMTエ
リアリーダーや同期の仲間と協力し、会員増強・指導力
育成に関する地区の目標と行動計画を立案する特別な
機会となりました。この新たな要素に関する評価と感
想は、次期地区ガバナーの進化するニーズに対応する上
で、こうした地域的アプローチが有効であることを示し
ています。 
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第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクトは複合地区が
各地で実施する研修にも参加し、この重要な役職に向けて
準備を高めています。複合地区のトピックには、次期ガバ
ナーが幅広く準備を整えられるよう、重要なリーダーシッ
プ・スキルと実践的な知識が含まれていました。 

ハンブルクにおける2013年DGEセミナーでは、意欲を高
め、新たな発想を促し、多文化的視点を養うための対話型
ワークショップ、情報提供セッション、国際交流が予定さ
れ、次期地区ガバナーは刺激的な3日間を過ごすことがで
きるでしょう。この一生に一度の体験を逃してはなりませ
ん。ハンブルクでお会いしましょう！ 

2013年ハンブルク国際大会に参
加しよう

ドイツの美しい都市、ハンブルク
で開催される2013年国際大会の計
画がまとまりつつあります。リー
ダーシップ部では、以下の2つの
対話型セミナーを提供する予定

です。

次期協議会議長セミナー
7月7日（日）
14:30-16:30 
コングレスセンター・ハンブルク（CCH） - Hall G-2
ハンブルク国際大会に併せて、7月7日（日）に次期協議会
議長セミナーが計画されています。この2時間のセミナー
では、次期協議会議長が2013～2014年度の国際テーマ、目
標、優先事項について学習する機会を提供します。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の責任
と、両チームのメンバーとしての協議会議長の役割を確認
するほか、成功につながるチームワークの要素と予想され
るリーダーシップの課題について討議し、複合地区の主要
リーダーとして最大限の影響力を発揮するためのアイディ
アも交換します。

リーダーシップ・エクスチェンジ
7月8日（月）
13:30–15:30
ハンブルク・メッセ - シカゴルーム
人気に応えて、リーダーシップ・エクスチェンジが帰って
きます！世界に冠たるバンド、ビートルズの誕生をともに
ロックンロールで祝いましょう。ハンブルクは「愉快な4
人」が演奏技術を磨いた地であり、リーダーシップ・エク
スチェンジは皆さんがリーダーシップ・スキルを磨く場で
す！ この活気あふれる対話型セッションでは、それぞれ
関心のあるトピックを選択できます。リーダーとしての効
果を高めるさまざまなスキルを焦点に、ライオンズ指導者

で構成される国際チームが4つのディスカッションを進行
します。彼らと「ツイスト・アンド・シャウト」するこの
機会をお見逃しなく。

大会会場に設けられるリーダーシップ部のブースにお立ち
寄りください。指導者チームがその場で質問に答え、アイ
ディアを分かち合い、皆さんのリーダーシップの成功を祝
福します。一同、皆さんとお会いするのを楽しみにしてい
ます！

2012～2013年度講師育成研究会修了者

講師育成研究会の新たな修了者は下記の通りです。お祝い
を申し上げるとともに、指導力育成を向上させるためのご
献身に感謝いたします。

アルジェリア、オラン
2013年2月2-5日
103SW, France, Didier Soule
352, Egypt, Mona Elsaghir 
352, Egypt, Elias Zakhoura
403A1, Burkina Faso, Oumarou Idani
403A1, Burkina Faso, Monhamed J I Compaore
403A2, Benin, Jeannot Gboton
403A2, Ivory Coast, Jean-Claude Crinot
403A2, Togo, Olivia Viviti-Musinde
403B, Gabon, Glorieuse Mbe Emane
404A, Nigeria, Lami Ahmed
404A, Nigeria, Anthony Okpere
404B, Nigeria, Yinka Bolarinwa
404B, Nigeria, Abiola Odeyemi
411B, Uganda, Edgar Mbahamiza
411B, Uganda, Mercy Mirembe Ntangaare
411B, Uganda, Yese Mubangizi
411B, Uganda, John Bosco Ntangaare
411B, Uganda, Emelda Twongyeirwe
415, Algeria, El Jaber Otman Benchikh El Fegoun
415, Algeria, Farouk Benkhelil



グローバル指導力育成チー
ム（GLT） には、明日のラ

イオンズ指導者を発掘し育
成するという任務が課せら
れています。GLTの各メンバ
ーは、リーダーシップ情報セン
ター（LRC）からオンラインで入手できる多様な
資料を熟知しています。各自の具体的な研修・
育成ニーズを見極め、最も適切な資料を役立てれ
ば、私たちの全員がリーダーシップの目標を達成
できるでしょう。

リーダーシップ情報センター（LRC）は、指導力
を養うためのあらゆるニーズを満たせる便利なサ
イトです。オンライン・コースを試してみてはい
かがでしょう？ライオンズ学習センター（LLC）
には新たなコース「奉仕するリーダーシップ」が
加えられ、現在英語版（各言語版もこれに続く）
で提供されています。指導力の習得と向上を目指
し、奉仕するリーダーシップの高速道路に沿って
自己発見の旅に出かけましょう。まだLLCのアカ
ウントをお持ちでない皆さんは、今日にでもアカ
ウントを作成し、ライオンズの研修ポートフォリ
オの構築に着手してください！

指導力育成関連コミュニケーションのセクション
では、最新のリーダーシップ成功談が紹介されて
います。国際協会のウェブサイトで共有できるよ
う、ご自身の成功談もお寄せください。 

指導力育成への皆さんの取り組みを支援するた
め、他には何を利用できるでしょうか？　LRCを
探索し、各GLTの代表と相談しながら見極めてく
ださい。

研修ツール：エナジャイザー 

エナジャイザーは、研修中に受講者の活力や集中力
を高めるために利用される簡単で楽しい活動です。
受講者の反応が鈍くなる食後
や、活力が衰えて意欲が低下
する1日の遅い時間には特に
有効です。動作、音楽、ユー
モア、なぞかけを用いたもの
など、エナジャイザーにはさ
まざまなタイプがあります。

動作を用いるエナジャイザー
は、全員を立たせる、伸びを
させる、深呼吸をさせること
などで簡単に行えます。受講者を2人1組にして、一
方の動作を他方にまねさせるなど、手足を動かさせ
てもよいでしょう。 

ユーモアのあるエナジャイザーとしては、嫌味のな
い漫画を見せて、全員を笑わせることなどが挙げら
れます。笑いは受講者に活力を取り戻させ、再び集
中できるようにすることが分かっています。漫画に
よってはこの活動を膨らませ、個々の登場人物を知
っているかと尋ねることもできます。クイズやなぞ
なぞを役立ててもよいでしょう。  

音楽を用いたエナジャイザーでは、通常テンポの速
い音楽や動作を取り入れます。例えば、韓国の
YouTubeの音楽ビデオ（4分弱）に合わせて、「江南
スタイル」を躍らせることなどです。また、音楽を
かけながら受講者を立たせて室内を回らせ、音楽が
止まったら近くの椅子に座らせることも一案です。
音楽の再開とともに全員が再び動き回り、止まった
らまた新しい椅子に座ります。この活動は、研修会
場で席替えを行う方法としても役立つでしょう。

全員を参加させることで受講者の集中力を高め、結
果的に学習効果を向上させるエナジャイザーは、ト
レーナーにとって重要なツールです。 どんなタイプ
を利用する場合にも、簡単で楽しく、受講者を積極
的に参加させるものであるべきです。エナジャイザ
ーに関する詳細は、リーダーシップ情報センターの
研修教材/資料のセクションでご確認ください。

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/leadership-communication/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/index.php


ちょっとしたアイディア 

研修セミナーを行う場合、与えられた時間内にすべてのトピックを取
り上げることは難しいものです。GLTエリアリーダーのオーブリー・
チェリー（GLTエリア1-F）は革新的な方法によってこの問題に対処し
ました。MD-2（テキサス州）の地方ライオンズ・リーダーシップ研究会
プログラムに、特別セッションとセミナー・セッションを取り入れたの
です。各特別セッションでは、全参加者がそろう昼食、夕食、または朝
食の席で特別スピーカーが講演を行い、   その後で質疑応答、ブレイ
ンストーミング、小グループ討議の時間が設けられました。 

セミナー・セッションは、同時進行で異なったトピックを取り上げる1
時間のセッションです。7つのセッションの中から3つを選択できるよ
うにしたことで、参加者は独自のニーズにとって最も有益なセッション
に出席することができました。一人ひとりに最も適した研修を提供す
ることにより、限られた時間を最大限に活用するすばらしいアイディ
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ィ
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（2013年8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。

大抵の場合、勝敗を分けるのはあきらめないことである。

ウォルト・ディズニー
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ウェビナー：都合に合わせて研修を

今年度のリーダーシップ・ウェビナーでは、クラブレベルから地区レベルの指導者を対象に、クラブ役員のチー
ムワークからキャビネット幹事の役割までを取り上げました。これらのウェビナーには個々の役職の責任と、各
役員用の新たなMyLCIの説明という二重の焦点がありました。ウェビナーの録画とスライドは、リーダーシップ情
報センターのウェビナー・ページからダウンロードできます。 

現在ウェビナーは英語とスペイン語で行われていますが、将来的に他の言語にも拡大される予定です。各ウェビ
ナーは大半の会員の都合に合わせて、日中と夜間の異なった時間帯に2～3回提供されています。2012～2013年度
には、どこからでも簡単にアクセスできるリーダーシップ・ウェビナーに1900人余りの会員が参加しました。ウ
ェビナーのトピックと参加人数は下記の通りです。

• クラブ幹事研修/MyLCI-WMMR（スペイン語：264人） 

• クラブ会計研修/MyLCI-WMMR （英語：353人、スペイン語：163人）

• クラブ役員のチームワーク（英語：150人、スペイン語：73人）

• 指導者・管理者としてのクラブ会長（英語：200人、スペイン語：88人）

• ゾーン・チェアパーソンの役割（英語：144人、スペイン語：68人） 

• 奉仕事業の管理（英語：61人、スペイン語：44人）

• キャビネット幹事の役割（英語：172人、スペイン語：60人） 

• 対立の解消（英語：95人、スペイン語：45人）

ライオンズのトレーナーとしての経験があり、リーダーシップ・ウェビナーのファシリテーターになることに関
心をお持ちの皆さんは、リーダーシップ部leadership@lionsclubs.org までご連絡ください。また、新たなウェ
ビナーのトピックについてご提案があれば、同じアドレスにアイディアをお寄せください。 

mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
mailto:leadership@lionsclubs.org

