
不満を抱えたやる気のない会員に、めざましく思いやりに
満ちた人道奉仕を提供し、他者に熱心に入会を呼びかけ、
国際協会を前進させる意欲的・革新的な研修プログラムを
行うことができるでしょうか？それは無理というものです。し
たがって、仲間のライオンズが自分で知っている限りの、
またそれ以上の力を発揮するよう突き動かせるかどうか
は、リーダーである皆さんの肩にかかっています。

ライオンズの年度の変わり目、さらには国際協会100周年と
いう一生に一度の経験が近づいています。人を動かすリー
ダーシップを発揮する上で、今以上の好機はないでしょう。

カーマイン・ガロはその著「Fire Them Up！（彼らに火を
つけろ！）」の中で、人を動かすリーダーに共通する7つの
重要な資質を指摘しています。ライオンズ・チームのメン
バーから「やる気を高めてくれる」と思われるには、以下
の資質を実証し続ける必要があります。

自分の熱意を燃え立たせる。 
自分を動かすことができなければ、他者を動かすことは
できません。ライオンズのリーダーとして、私たちは情
熱を持たねばなりません。奉仕の企画・準備面には熱意
を感じなくても、私たちのインパクト、つまり恵まれな
い人々や地域社会に対するライオンズの奉仕の意味につ
いては、大いに情熱を持つべきです。

行動方針を示す。
何か大きなことを起こすには、リーダーがビジョンや行
動方針を伝えなければなりません。それはまさしくジョ
ー・プレストン国際会長がしたことであり、彼はそのテ
ーマ「誇りを高める」ための優先課題を示してくれまし
た。こうしたビジョンは共通の目的に向けた熱意を生
み、取り組みを促します。

メリットを売り込む。
会員たちはいつも、「私たちにとってどんなメリットが
あるの？」と聞いてきます。彼らの推測に任せるのはや
めましょう。例えば、彼らは会員数を増やすことには興
味を持たないかもしれません。数字のための数字では人
を動かすことはできないのです。リーダーとして、新し
い発想、さらなる機会、新鮮な活力、奉仕能力の強化な
ど、会員数が増えることでもたらされる利益を強調し、
明確なメリットに照らして私たち全員がなすべきことを
捉え直せるようにしてください。

実例で語る。
私たちの脳は抽象的観念
よりも物語向きに出来て
います。ライオンズの奉
仕が他者の生活をどのよ
うに改善しているか、実
例をあげて物語を描いて
ください。個人の逸話を
含めれば、リーダーとチ

ームをより密接に結び付けるために役立つでしょう。ス
ピーチは情報を伝達するものですが、物語は純粋なつな
がりを生むものです。

参加を呼びかける。 
人々が求めるのは会員カードだけではありません。彼
らは自分自身より大きな何かに加わりたい、意味を生
み出したい、自分の意見が評価されていることを確か
めたいと願っています。あらゆる機会を利用して、
アイディア、活力、労力を提供してくれるよう呼びか
けましょう。

楽天性を高める。 
優れたリーダーは平均よりも楽天的です。皆さんの楽
天性を分かち合えば、豊かなアイディア、情報、機会
への扉が開かれることになるでしょう。この言葉を広
めてください - 楽天性は人から人へと伝わります！

気遣いを見せる。 
皆さんがライオンズのリーダーとして会員一人ひとり
が満足していることを心から気にかけていることを、
彼らに分かってもらいましょう。「君の気遣いの深さ
を知るまでは、君の知識の深さなど誰も気にしないも
のである」というセオドア・ルーズベルトの名言を聞
いたことがあるはずです。気遣いを見せることで、彼
らが全力を発揮するよう促してください。

一層の成果に向けてチームを突き動かせるかどうか
は、ライオンズのリーダーである皆さんの肩にかかっ
ています。これらの資質を発揮すれば、ライオンズの
リーダーシップのインパクトを最大化することができ
るでしょう。それは2014～2015年度の目標を達成し、
将来に向けて誇りを高めることへとつながります。
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アロハ！ 2015年地区ガバナーエレクト・
セミナーへの準備を万全に

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
ナーエレクトは現在、準備の最終段階–米国ハワイ州ホノル
ルで行われる2015年地区ガバナーエレクト・セミナーに照
準を合わせています！

各DGEセミナー・グループリーダーと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メンバーによる手慣れ
た指導のもと、地区ガバナーエレクトは年間を通じてたゆ
みなくこの重要な役職への準備に取り組んできました。彼
らは各地区チームのメンバーと協力して目標を設定し、行
動計画を立案し、任期を成功に導こうとしています。

ホノルルにおける2015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。2015年DGEセミナーのフェイスブックページ
（www.facebook.com/2015dge）で最新情報を確認し、他の
地区ガバナーエレクト、グループリーダー、ライオンズの
リーダーと交流してください！ハワイでお会いしましょう！ 

2015年国際大会 

国際大会の期間中にはリーダーシップ部のブースに立ち寄
り、2015～2016年度の計画をご確認ください。ライオン
ズ・リーダーシップ研究会からインターネットベースの情
報源や対話型のウェビナーに至るまで、リーダーシップ・
スキルの向上に関心を持つ誰もが自分に適した何かを見つ
けることができるでしょう！ブースにはリーダーシップ部
のチームも控え、その場で質問に対応し、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させてい
ただきます。一同、皆さんとお会いするのを楽しみにして
います！

次期協議会議長セミナー

2015年6月28日（日）
14:00 – 16:00
ホノルル・コンベンションセンター  – 311号室 

リーダーシップ部では複合地区の引き継ぎの準備をお手
伝いするため、ハワイ州ホノルルでの国際大会でも次期
協議会議長を対象とした特別セミナーを開催する予定で
す。

このセミナーは次期協議会議長にとって、2015～2016年
度の国際テーマ、目標、優先事項について学ぶ場となり
ます。彼らはグローバル指導力育成チームとグローバル
会員増強チームの責任と、国際協会100周年記念計画を
確認します。また、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。

次期協議会議長にはすでに協議会幹事を通じて参加案内
が届けられ、事前の反響は良好です。何かご質問があれ
ば、研究会及びセミナー課programs@lionsclubs.orgま
でお問い合わせください。

リーダーシップ・エクスチェンジ

2015年6月29日（月）
14:00 – 16:00
ホノルル・コンベンションセンター  – 311号室 

リーダーシップの波に乗って….
….世界の頂点に立ちましょう！

ホノルルに上陸するリーダーシップ・エクスチェンジに参加
し、喜びをともにしようではありませんか。ライオンズ
のリーダーで構成される国際チームがさまざまなスキル
を焦点に、4つのディスカッションを進行します。彼ら
と「ハングテン」するこの機会をお見逃しなく。この活
気あふれる対話型セミナーでは、それぞれ関心のあるト
ピックを選択できます。これらのサーフボードに磨きを
かけ、「ライオンズのリーダーとして波のトンネルをく
ぐる」自信を養いましょう!!

ハワイを
目指して！

mailto:institutes@lionsclubs.org


2015年講師育成エクセレンスシリーズ 修了者

2015年講師育成エクセレンスシリーズ（FDES）修了者の皆さん、おめでとうございます！この一連の対話型オンラ
イン・ウェビナーの焦点は、講師育成研究会修了者の継続的な育成と活用に置かれています。今年のプログラ
ムは、世界中からの熱心な参加者22人に経験豊かな講師4人を交えて行われました。参加者はパワーポイントの高度
な技術とプレゼンテーションのスキルに関する新たな概念を学び、研修の成功・課題・資料について討議し、ウェ
ビナーを進行する方法を身につけました。 

GLTコーディネーター：2014～2015年度リーダーシップ
育成表彰状 

2014～2015年度、皆さんはGLTの責任を果たすべく懸命に取り組んでく
ださいました。その努力は、ライオンズのあらゆるレベルでリーダーシ
ップの質に効果を及ぼしています。リーダーシップ育成表彰プログラム
は、指導力向上に対するGLTコーディネーターの皆さんのご尽力と献身
を称えるために設けられました。

皆さんは、リーダーシップ育成表彰状の受賞資格を満たしているでしょうか？申請は簡単です！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資格情報を確認し、申請書を入手してください。申
請書の提出期限は2015年7月15日ですので、お忘れなく！

2015年FDESの下記修了者の
皆さん、
おめでとうございます

4 C5, Derek L. Ledda
5M 6, Dennis W. Kelly III
8 N, Judith K. Dudley
19 H, Stephen E. Somerset
21 A, John F. Walker
106 C, Knud D. Lokkegaard
108 L, Mauro De Angelis
108 YB, Massimo Di Pietro
118 Y, Nursel Ulucam
201 C2, Bryan K. Hearn
201 N2, David L. Robson
201 Q1, Ross Gibbins
201 Q1, Lesley A. Lyons
300 A2, Chai-Wei Yao
301 A2, Susan R. Santillana
315 B1, Nishat Parveen Huq
321 D, Ravi Manuja
323 A2, Ruchita R. Mehra
325 A2, Biju Bajracharya
403 B1, Glorieuse Mbe Emane
403 B1, Sophie Ben Roosalem
413, Abraham Nyirongo

このプログラムの修了者の感想をいくつかご紹介いたしましょう。 

「最近（FEDSに）参加した私は、極めて有能な企画者や講師だけでなく、世
界中からの参加者にも多くを学ぶことができました。彼ら自身が研修に関し
て非常に豊かな経験を持っており、各自のプレゼンテーションや研修の能力
とスタイルを改善する方法について幅広い視点を与えてくれました。」
–Derek Ledda元協議会議長、4 C5

「…ライオンズの講師にとって、これ以上に満足感と達成感を与えてくれる
機会はありません。世界中のライオンズの指導力育成にこのすばらしい、独
特の研修を活用することは、次のチャンスになると同時に意欲的な挑戦にも
なることでしょう。」–Ravi Manuja元地区ガバナー/GLT特別エリア・アドバ
イザー、321 D

「私たちが講師としてのスキルを養えるよう、FEDSプログラムを開始してく
れた国際協会の計らいに心から感謝します…やりがいのあるカリキュラム
は、さまざまな情報源を活用し、ライオンズの講師としての成果を高める方
法を知るために役立ちました。」–Nishat Parveen Huq元地区ガバナー、315
B1

「これはすばらしい経験でした… 私は長年の会員として上級ライオンズのコ
ース、講師育成研究会やいくつかのオンライン・ウェビナーに参加してきま
した…その情報は絶えず更新され、ライオンズに最新の技術を提供してくれ
ます。このシリーズに参加する機会を与えてくれた皆さんに感謝します。」
–Lesley Lyons元地区ガバナー、201 Q1

次回FDESに参加したいとお考えですか？2015～2016年度の早期にリーダーシ
ップ部より詳しい情報を提供いたしますので、お見逃しなく！

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-resources.php


ライオンズ学習センターをご利用ください

オンラインライオンズ学習センター（LLC）のアカウントをお持ちでしょうか？すでにお持ちの皆さんは、このオンラインのリ
ーダーシップ情報源を役立てている10,000人余りのライオンズの一人です。まだアカウントを作成していない皆さん、それは
なぜ–どんな理由があるのでしょう？

アカウントを作り、ライオンズ学習センターのオンライン・コースを活用し始めることを、あらゆるライオンズにお勧めします。

LLCのコースは以下を可能にします。
• スキルを高められる、またはリフレッシュできる
• リーダーシップに関する重要な概念、用語、戦略を理解できる
• 自分のペースで学習できる
• 1日24時間、週7日間、1年365日コースにアクセスできる
• 自宅でくつろぎながら、対話型のインターネットベースの形式で学習できる
• 新たなスキルに自信を持てるまでコースを繰り返せる

上記に加えて、リーダー職への就任を目指している皆さんには以下のような利点があります。
• 他者に自分の意欲を示すことができる
• スキルの向上によってリーダーとしての効果が高まるため、投じた時間に対して十分な見返りが得られる
• 自己鍛錬が促される
• コミュニケーションやリーダーシップのスキルを養える
• 人的資源、結果的に組織が強化される
• 個人的にも職業的にも成長に役立つ

アカウントの作成は、ライオンズの会員番号を用いて簡単に行えます。国際協会ウェブサイトのライオンズ学習センターで簡
単な説明ビデオ、利用できるコースのリスト、よくある質問（FAQ）を確認し、今日にでもアカウントを作成してログインして
ください！

「LLCでコースを履修する時間がない。」

「他の指導力育成コースも受講していないが現在リーダー職に就いているため、LLCでコースを取る必要はない。」

「ライオンズクラブ国際協会を通して利用できる研修機会の存在を知らなかった。」

「何年も授業を受けたことがなく、コースの課題を終えられるか心配だ。」

世界的に増え続けるリーダーシップ部ウェビナーへの参加者 

「このウェビナーは、私が会員増強委員長としての力を高める上でも、また自分の人生においても役立つでしょう。」–ライオン　シ
ャロン W. アクセルベルク、地区31-H

シャロンが言っているのは、2015年3月にリーダーシップ部が提供したウェビナー「会員に配慮：強力なチームを作るには
」のことです。「会員に配慮」に参加したライオンズは、共感、対立の解消、変化の創出、絆の構築など、強力なチー
ムを築いていくリーダーの能力について考えました。

「会員に配慮」は今年度リーダーシップ・ウェビナーで取り上げられた10のトピックの一つです。各ウェビナーの内容
はあらゆるレベルのライオンズと協力して作成され、トピックは世界中のライオンズからの情報に基づき選定さ
れます。「会員に配慮」の場合には、ゾーン・チェアパーソンとグローバル指導力育成チームのメンバーから、ライオ
ンズ・チームの良好な状況と困難な状況の例を募りました。内容にはすべての参加者が検討できるよう、この情報に基
づくケーススタディが盛り込まれていました。

適切なトピックが実例を用いて説明されることは、今年度リーダーシップ・ウェビナーへの参加が劇的に拡大している
理由の一つです。ウェビナーへの平均参加者数は昨年から今日までに倍増し、各トピック当たり約450人となっていま
す。

これらのウェビナーが人気を博しているもう一つの理由は、今やオンライン学習の時代が来ているからかもしれ
ません。組織や学習者が時間と距離を超えてオンラインで提供される授業やコースに順応するに伴い、学習の性質は変
わりつつあります。世界規模の組織として、私たちも遅れを取ってはなりません！役職別の研修から世代間の調和、対
立の解消、事業管理、ライオンズとしての次なる夢の明確化といったより幅広く訴えるトピックに至るまで、きっと皆
さんの関心にかなったリーダーシップ・ウェビナーがあるはずです！

オンラインのリーダーシップ・ウェビナーのページライオンズクラブ国際協会指導力育成ウェビナーで2015～2016年度
のスケジュールを確認してください。何千人ものライオンズがすでに知っている事実を皆さんも発見することになるで
しょう。これらのウェビナーではすべて1時間の楽しい対話型セッションを通して、リーダーとしての知識、スキル、
能力を高めることができるのです。

http://members.lionsclubs.org/EN/resources/webinars/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/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/TC/member-center/leadership-development/news-train-llc-video.php
http://www.lionsclubs.org/TC/common/pdfs/faq-llc.pdf


ちょっとしたアイデア 
ご自身の研修セッションに異なった視点を取り入れる方法をお探しですか？次回の

研修行事に、さまざまな年齢のライオンズやレオを招いてはいかがでしょう。複合

地区201のティム・アービンGLTエリアリーダーは最近、会員をうまく取り混ぜた地

方ライオンズ・リーダーシップ研究会を実施しました。20代と30代のレオ3名とラ

イオンズ3名を、3日間の研究会に参加させたのです。年齢層の異なる人々を参加さ

せることで、研修セッションでは活力と活気が大いに高まるとともに、まったく異

なった視点がもたらされることになりました。皆さんの地区や複合地区での研修に

も、あらゆる世代のライオンズとレオが参加するよう奨励してください。研修に多

様な人々を参加させれば、一層の熱意、独創性、新鮮な発想が促されることになる

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

イデア」、本紙へのご提案、または次号（2015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。

自らの行動をもって、他の人々により大きな夢を抱かせ、より多くを学び、
より多くを成し遂げ、人として成長しようという気持ちにさせることができる人こ

そ、リーダーである。

ジョン・クインシー・アダムス、元アメリカ大統領

LN40 JA 4/15
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