
バトンを渡そう – 
ライオンズ・リーダーシ
ップの遺産づくり

ライオンズの年度の終わ
りが近付き、わたしたち
は「短期的」なことを考
えがちになるかもしれま
せん。関心の焦点は、6月末までに今年度の目標を達成し、今
任期を成功裏に終え、期日までに賞を獲得することに向かいま
す。それらすべては、必要な人道奉仕を全世界で提供する主導
的な団体としてのわたしたちの未来にとって、極めて重要なこ
とです。しかしリーダーとして、2013～2014年度の目標を追求
しつつも、「長期的」な視野を失うべきではありません。

2014～2015年度の開始は、GLT及びGMTの新しい任期の始まりで
もあり、また新たな地区ガバナー・チームが就任し、新クラブ
役員がクラブに対する責任を負うことになります。ライオンズ
リーダーにとっての課題は、リーダーシップの引き継ぎによっ
て現れた機会を捉えることです。ライオンズ・リーダーシップ
のバトンを渡すことは熟慮と努力、そして集中的な取り組みが
必要となります。引き継ぎの準備は極めて重要で、成り行き任
せにすべきではありません。以下の事柄をご検討ください。

1.共通性ではなく適性に焦点を当てる
自分たちと同じような人を後任者に求める傾向が、しばしば
見られます。これはとても自然なことかもしれませんが、そ
うすることによる危険もあります。それは、閉鎖的で変化を
嫌うリーダーシップの文化に陥ることになりかねないという
ことです。国際協会における多様性は、協会を偉大なものと
している多くの側面のうちの一つです。リーダーの資質があ
る人を、それまでのリーダーと似ていないという理由で見過
ごさないでください。かわりに、彼らの新しい視点を取り込
み、新しい考えを奨励しましょう。

2.「どのように」を伝えるだけでなく、「なぜ」も伝えよう
研究によると、長期にわたって成功する組織とそうでない
組織との間における重要な違いは、カリスマ的指導者、戦
略計画、感動的なビジョン宣言文とはあまり関わりがあり
ません。むしろ組織の活力を測る最も重要な要素は、必要
に応じてアプローチを変える積極的意欲と相まった、中心
的価値と目的に対する一貫した決意です。

多くの引き継ぎ計画では、過去にどのように事を行って
きたか、そして、過去の成功が未来にわたって繰り返さ
れるために何が必要かということにほとんどの注意が注
がれる傾向があります。もし次世代のリーダーへの引き
継ぎを成功させたければ、どのようによりもなぜに焦点
を合わせるべきです。過去において成功を導いた価値観
や目標を保ちつつ、環境、必要、機会の変化に合わせて
、「どのように」を変えていくことができるような能力
を、あなたの後継者に身につけてもらうことが極めて重
要です。

3.今、始めよう（既に始めていない場合）！
リーダーシップ引き継ぎの計画は、あまり早くから進め
ていくことができないものですが、始めるのが遅くなり
過ぎないように注意してください。引き継ぎのプロセス
において伝えるものの中で最も重要なのは、形には表せ
ないものです。役職の実務面だけでなく、バトンが渡さ
れるときに後継者が経験するメンタリング、模範、人脈
といったものがしばしば最も価値のあるものとなるので
す。こうした教訓や洞察を得るのには、時間が掛かるも
のですが、これがライオンズ・リーダーシップへの長期
的投資となることを心に留めてください。

4.新しい役割を受け入れよう – ためらわず手放そう
多くのリーダーにとって、リーダーシップのバトンを渡
すことは困難なプロセスとなります。退任するリーダー
にとって、役割を手放すことへの抵抗感は自然なことで
すが、組織全体にとってはその抵抗感が有害となる場合
もあります。経験豊かなライオンズリーダーとして、あ
なたは協会にとって非常に価値ある存在です。あなたの
指導者としてのスキルや情熱を無駄にしてはなりません。
奉仕をより良いものとし、協会を建て上げ、新しいリーダ
ーを励まし、国際協会の明るい将来に貢献するために、あ
なたの知識、スキル、エネルギーをどのように生かし続
けるかを選んでください。

覚えておきましょう、あなたのライオンズリーダーとしての
真の影響は, 特定の指導的役職における在職期間中に行っ
たことによってのみで測られるのではなく、むしろ次世代
のライオンズリーダーが何をできるようにしたか、するよ
うに励ましたかによって測られるのです。リーダーシップ
のバトンを渡すことは難しい場合もありますが、あなたの
ライオンズリーダーとしての遺産を遺す絶好の機会ともな
るのです。
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2013～2014年度
地区ガバナーエレクト研修プログラム

現在、2013～2014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、世界中の第一副地区ガバ
ナー／地区ガバナーエレクトは準
備の最終段階–カナダ、トロント
で行われる2014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。 

トロントまでの道のりは、9月下
旬の個別研修から始まるプログラムで、入念な準備によ
り構成されてきました。2014年DGEセミナーのグループ
リーダーの支援と指導のもと、第一副地区ガバナーは目
覚ましい努力をし、3つの課題とオンライン評価の完了
者は全体で99％に達しました。 

次に、1月と2月には第一副地区ガバナーがGLTエリア研
修に出席しました。このプログラムの要素は、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を提
供しました。 

第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクトは複合地区
のGLT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。 

任期へと向かう旅の終着点、トロントにおける2014年
DGEセミナーでは、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。本セミナ
ーは意欲を高め、新たな発想を促し、多文化的視点を養
うことができるよう規格されており、一生に一度の経験
となることでしょう。トロントでお会いしましょう！ 

2014年国際大会 

第97回国際大会の計画は、着々と進んでいます。大会会場の
リーダーシップ部ブースは、皆さんの質問に対する答えを見
いだしたり、研修
及び指導力育成プ
ログラムに関する
アイデアを分かち
合ったりと、今年
も賑やかな場とな
ります。2014～2015年度にご利用いただける様々な資料及び
研修機会についての情報を得てください。もし特に質問がな
くても、とにかくお立ち寄りください。驚きの発見があるか
もしれません！ 

以下の「見逃せない」セミナーに参加する計画を立てましょう

リーダーシップ・エクスチェンジ
7月7日（月曜日）
2:30-4:00 pm
メトロ・トロント・コンベンションセンター（MTCC）

今年はリーダーシップのハットトリック！カナダの活気
あふれる国技アイスホッケーを元にした、活気あふれる
セミナーにご参加ください。この対話型セミナーでは、
ライオンズ・リーダーから選ばれた国際的スタメンが、
ライオンズのリーダーとしての成果を高めるさまざまな
スキルに焦点を当てた、20分間のセッションを3回行いま
す。このセミナーが、ライオンズ・リーダーとしてスコ
アを獲得するための強力なショットとなりますように。

協議会議長セミナー
7月6日（日曜日）
2:00-4:00 pm
メトロ・トロント・コンベンションセンター（MTCC）

あなたは次期協議会議長ですか？もしそうなら、このセミ
ナーはあなたのためにあります！このセミナーは、2014～
2015年度の国際テーマ、目標、優先事項について学ぶ機会
になります。グローバル指導力育成チーム及びグローバル
会員増強チーム双方の正規構成員としての、協議会議長の
役割と責任を確認します。討議のトピックは、成功につな
がるチームワークの要素や、リーダーシップにおいて起こ
り得る問題、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アについてなどです。このセミ
ナーを、大会での予定に必ず入れておいてください。。あ
なたが複合地区を実り多い年に導くための道具を確実に得
るためです。

行先：トロント！ 



2014～2015年度ライオンズ・リーダーシップ研究会の日程

（開催日時及び場所は変更の可能性あり）

会則地域／地域

地域1及び2

米国及びその領域、 
バハマ、バミュー

ダ諸島

カナダ

地域3

南アメリカ、 
中央アメリカ、 

メキシコ
及び 

カリブ海諸島

地域4 

ヨーロッパ

地域5

東洋東南アジア

地域6

インド、
南アジア、
アフリカ、
及び中東

地域7 

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 
及び南太平洋諸島

アフリカ

芽生えるライ

オンズ・リーダ

ーシップ研究会

2014年10月4～6日

米国、オークブルック

2015年3月14～

16日

ロトルア、

ニュージーランド

上級（上位）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

2014年10月25～

27日

メキシコ、メキシコ

シティ

2015年4月25～27日

ボリビア、サンタクルス

2014年10月28～

30日

英国、バーミンガム

2014年 

9月20～22日

香港、中国

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

2014年8月26～

28日

オーストラリア、

アデレード

2015年2月1～3日

コンゴ、ブラザビル

講師育成研究会
2015年2月7～10日

ポルトガル、リスボン

2015年5月14～

17日

フィリピン、マニラ

2014年11月20～

23日

インド、アンドラ

プラデシ州ハイ

デラバード

2015年1月31日～

2月3日

コンゴ、ブラザビル

各種指導力育成プログラム

ライオンズクラブ国際協会は、研修プログラムに参加することにより、全ライオンズ・リーダーが成果を高めることがで
きることを知っています。そして協会は、まさにそのためにさまざまな指導力育成の機会を提供しています。

各会則地域の研修及び育成上のニーズに最も即した研究会がGLTによって決定されています。そのため、上級（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。

申込書は研究会が開催される4カ月前に用意されます。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。 

各研究会で取り上げられるトピックのリストと説明、スケジュールの見本は、国際協会ウェブサイトでご覧いただけます。

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


講師育成研究会修了者

トルコ、イスタンブール

2013年11月4～7日

102E、スイス、Jean-Pierre Gagnebin

103CS、フランス、Gerard Jacquet

103SE、フランス、Christiane Marie Fabre

Loisel

104 J、ノルウェー、Reidar Elnan

105A、英国、Kadambari Shah

106A、デンマーク、Jorn Vangkilde

107N、フィンランド、Antti Forsell

108TA2、イタリア、Anna Dessy Zanazzo

108YA、イタリア、Alba Maria Lucia

Capobianco

110AN、オランダ、Elisabeth Haderer

111MS、ドイツ、Franz Ladwein

112D、ベルギー、Pierre Bracaval

115CS、ポルトガル、Carlos M Torres

117A、ギリシャ、Ourania Mavroyianni

117B、キプロス、Georghios Stasoullis

118E、トルコ、Tayfun Turkalp

118Y、トルコ、Hulya Arikok

120、エストニア、Raivo Kokser

121、ポーランド、Krzysztof Jeske

124、ルーマニア、Benedict Ancar

チュニジア、チュニス

2014年2月2～5日

352、エジプト、Mahmoud El Maghraby

403A2、ベニン、Louis Fidegnon

403A2、ベニン、Claude Bertin Wankpo Sonon

403A2、トーゴ、Ahlonoko Koffi Tobias Bruce

403B、カメルーン、Alice O. Kingue Ekedi

403B、カメルーン、Sophie Ben Roosalem

403B、カメルーン、Charlotte Ekoka Nsom

403B、マダガスカル、Chantal Dixneuf

403B、マダガスカル、Leon Kai Fong Manana

403B、レユニオン、Patrick Herve

404A1、ナイジェリア、Moshood Olugbani

404A2、ナイジェリア、Uno Ijim Agbor

404A2、ナイジェリア、Ekpe Nta Bassey

404B、ナイジェリア、Idowu Omolola Anobili

411A、ケニア、Lawi S Njeremani

411B、ウガンダ、Geoffrey B. Mwesigwa

412、ジンバブエ、Eric Musesengwe

412、ジンバブエ、Alva Mandizvidza Senderayi

414、チュニジア、Slim Ghalloussi



グローバル指導力育成チーム2014～2017年度
コーディネーター任命について 

GLTコーディネーターの最初の3年間の任期も大詰めです。複
合地区GLT及び地区GLTコーディネーターのたゆまぬ努力と指
導力育成に対する献身とに感謝いたします。

リーダーシップの働きの継続のため、複合地区、単一地区、
準地区レベルの2014～2017年度GLTコーディネーター候補者
届出用紙を2014年5月15日までに国際協会にご送付いただく
ようお願い申し上げます。 

ガバナー協議会は、協議会議長及びその複合地区を担当する
GLTエリアリーダーと協議の上、次期3年間の任期の複合地区GMT
コーディネーター（該当する場合）任命に責任を持ちます。単

グローバル指導力育成チーム
（GLT）の組織変更 

このたび国際理事会では、GLT組織の
変更を承認しました。この決定は
2014年度に発効します。GLT任期の最
初の3年間に判明したのは、GLTエリ
アリーダーが指導するGLTエリア、も
しくは特別エリア・アドバイザーが指導するGLT特別エリア
において、そのエリアに複合地区が一つしかない場合、問題
が発生するということです。複合地区レベルのGLTコーディ
ネーターは、双方の取り組みにとって重要なメンバーとみな
されていますが、GLTエリアリーダーまたは特別エリア・ア
ドバイザーと複合地区GLTコーディネーターの間に責任範囲
の混乱と、役割の重複が生じています。

熟考を重ねた結果、以下にご説明するGLT組織編成の変更が
承認されました。

• 新しく編成される次期GLTから、複合地区GLT コーデ
ィネーターの役職は、その複合地区を含むGLTエリア
（または特別エリア）が複数の複合地区によって構成
されている場合にのみ継続します。

• GLTエリア及び特別エリアが複数の複合地区によって
構成されていない場合には、GLTエリアリーダーもし
くはGLT特別エリア・アドバイザーが複合地区レベル
におけるGLTを指導する責任をそれぞれ引き継ぐこと
とします。複合地区GLTコーディネーターは任命され
ません。

• 複合地区GLTコーディネーターが存在しない複合地区
の地区GLTコーディネーターは、各GLTエリアリーダー
もしくは特別エリア・アドバイザーと直接協力し、地
区の指導力育成計画の実施に取り組みます。

2014年度の新GLTと共に協力し合えることを楽しみにしてお
ります。新しいGLT組織に関するご質問は、

globalleadershipteam@lionsclubs.orgまでご連絡ください。

一地区レベルにおいては、地区ガバナー・チームは、その
単一地区を担当するGLTエリアリーダー及び／または特別エ
リア・アドバイザーと協議の上、3年任期のGLT単一地区コ
ーディネーター任命に責任を持ちます。準地区レベルの地
区GLTコーディネーターは、複合地区GLTコーディネーター
及び、その準地区レベルを担当するGLTエリアリーダー及び
／または特別エリア・アドバイザーと協議の上、地区ガバ
ナー・チームにより任命されます。 

GLTへの任命は3年任期（任期の継続が毎年確認される）で
あることから、じっくりと検討し、協力して適任者を選任
することが極めて重要です。GLT候補者届出用紙は、地区情
報センターのページの、グローバル指導力育成チーム・コ
ーディネーター書式の下にあります。

GLTの目指すところは、将来のライオンズリーダーを見
出し、育てていくだけでなく、リーダーの研修、指導、
意欲喚起をも行うことです。GLTの努力が、私たちの協
会の将来の活力を確実なものとするべく、スキルを備え
たライオンズリーダーの数を増やし、私たちが効果的に
引き継ぎ準備を行えるようにしていくのです。

詳細については、GLTのウェブページをご覧になるか、
globalleadershipteam@lionsclubs.orgまでEメールでお
問い合わせください。

「夢を追いかけよう」というテーマ
に焦点を合わせたセミナー      

バリー・パーマー国際会長のテー
マ夢を追いかけように合わせ、リー
ダーシップ部は、リーダーシップ
の旅の途上の様々な位置にいるラ
イオンが、いかにそのリーダーシップの夢を追いかけ続
けることができるのかに焦点を合わせた一連のウェビナ
ーを実施しました。2月の「夢は続く：元地区ガバナーに
とってのライオニズム」では、 個人的な満足を得られる
と共に国際協会の使命と目標を推し進めることができる
ような、元地区ガバナーが担いうる役割について議論し
ました。3月の「クラブ会長職を務めた先にあるものは？
」では、クラブレベル以上の指導職について考察しまし
た。一連のウェビナーの3つ目となる「地区ガバナーにな
りたいですか」は、向上心あふれるライオンに対して地
区ガバナーの役割と責任について教えると共に、彼らが
指導力育成の道を戦略的に考えるよう励ましました。全
体で、約700人の英語及びスペイン語を話すライオンがこ
れら対話型のオンライン講座に参加しました。

来年度も国際協会のオンライン学習が大きく伸びること
を期待しております。引き続き、ウェビナー登録ページ
でウェビナー開発の最新情報を確認し、今年最新のウェ
ビナー、「対立の解消」に今すぐ登録しましょう。 

http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
mailto:globalleadershipteam@lionsclubs.org
mailto:globalleadershipteam@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
mailto:globalleadershipteam@lionsclubs.org


研修ツール - 手遊びグッズ     

研修を受けるライオンのテーブルに、触れるおもちゃのような、「
手遊びグッズ」を置くと、学習効果を高めることができます。一部
の専門家によると、これは「脳にやさしい」学習動作の1つだとい
うことです。また、こうしたことが研修環境の魅力を高めるという
人もいることでしょう。研修を受けるライオンをリラックスさせ、
研修セッションに興味を抱かせて、より積極的に学習するようにな
るというわけです。他の観点として、動的スタイルの学習者の注意
を引き付けておくために触れるも
のが必要となります。研修中に多
様な手法を用いれば、研修を受け
るライオンのグループの中で、違
なる学習スタイルを持つ人々に対
応できます。曲がるもの、色々な
色のモール、クッシュボール、小
さいストレスボール、可動式の輪
がついたブロックチェーンなどの
「手遊びグッズ」の入手を検討し
ましょう。

上に挙げた理由の他に、こういったものがライオンズ研修セッシ
ョンの成功に貢献するような活動の道具になることもあります。

• 短い時間の間に、参加者が1つの物
の使い道をできるだけ多く挙げてみ
るといった創造的なウォーミングア
ップ活動は、アイデアを述べたり分
かち合ったりする空気を作り出して
くれます。

• 活気付けのための、クッシュボール
をセッション参加者同士で投げ合う
ような運動などは、脳の血流の中の
酸素を増やし、注意力と学習効果に
良い影響をもたらします。 

• チーム選びやグループ作りのためにグッズを活用できます。
テーブルの上の物から、全員が何か1つを選んで手に取り、同じ
物を持った者同士がチームやグループを作るのです。これは、
参加者を動かし、研修活動のためのグループを作る簡単で楽し
い方法です。

ご覧のように、研修ツールに「手遊びグッズ」の導入を検討すべ
きさまざまな理由があります。部屋に入った参加者の興味をすぐ
にひくだけでなく、研修セッション
中に参加者のニーズに合った活動の
材料にすることができるのです。テ
ーブルの上にこうした物があるのを
見ると、ライオンはこのセッション
がパワーポイントを見るだけのもの
ではなくて、楽しめるものだという
メッセージを受け取るのです。

ちょっとしたアイデア

複合地区GLTコーディネーターのティム・アーバイン
元地区ガバナーは201複合地区の2013年11月の地方ラ
イオンズ・リーダーシップ研究会において、参加者が
自分のクラブの事業を紹介することができる「展示会
」が行われたことを報告しています。参加者は事前に
クラブの事業を視覚
的に展示する準備を
行うよう伝えられ、
それらが「展示会」
のような形で並べら
れました。参加者は
展示を見て回ること
により、よりお互い
について知ることが
できました。アーバ
イン複合地区GLTコー
ディネーターは言い
ます。「何人かの人
が展示の準備に費や
す努力には驚かされ
ました。事業にかけ
る誇りを見ることが
できたのです」ライ
オンズの皆と多くのアイデアを分かちあいながら、ク
ラブの奉仕事業への誇りを広く伝えるとは、なんと素
晴らしいアイデアでしょうか。 

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（2014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leader-
ship@lionsclubs.orgです。 

成功の真価を測るのは
継承である。 

（作者不詳）
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