
2014年となりました。       

あけましておめでとうございます。多くの方が、2014年は
もっと自己成長しようと決意したことでしょう。またそれ
だけではなく、今のこの時を、ライオン指導者としての成
長にも心を配る時としましょう。偉大な協会の指導者とし
て、私たちは2014年により多くを達成し、夢の実現にさら
に近付きたいと願っています。指導力の向上は、そうした
道を歩むために私たちの側でできる数少ないことの一つで
す。

皆様のご参考のため、より良いライオンズ指導者になるた
めに決意し実行できる五つのことをご紹介します。

• 長所に目を留めよう私たちは大抵、短所を矯正するこ
とにより改善を図ろうと考えます。しかし最高のリー
ダーというものは優れた長所があることにおいて際立
っているのです。短所を矯正し、欠点をなくそうとす
ることが無用だと言いたいわけではありません。た
だ、あなたが出会ったことのある最高のリーダーにつ
いて考えてみてください。恐らく、その人たちが偉大
であったのは、何かにおいてずば抜けえていたがゆえ
なのです。あなたの長所を見出し、それをどうやって
活かして伸ばしていくかを学びましょう。 

• 力強く伝えようライオンズ指導者としての第一のコミ
ュニケーション・ツールは、言葉です。有意義なたと
えや、個人的体験談、成功例を用いて伝えるべきこと
を語りましょう。語彙を磨き、ライオンズに関する重
要なメッセージを織り交ぜて、聴衆にとってより興味
深く刺激的な話をしましょう。語調、強調や非言語的
コミュニケーションについても気を配りましょう。こ
れら全てが、あなたのメッセージが力強く受け取られ
るために寄与するのです。

• 変化をもたらす努力を指導する役割を担おう変化
をもたらす役目を率先して担いましょう。前向き
で計画的な変化を導き、状況の改善をもたらすこ
とほど、偉大なリーダーシップとは何かを語るも
のはありません。現状を維持するだけならば、指
導力はそれほど必要ではありません。変化をもた
らす務めにおいて重要な役割を担うことは、今年
ライオンズ指導者として最高の働きをする上での
基礎となります。

• 他者に対する思いやりと気遣いを示そうライオン
ズ・リーダーシップにとって重要なことは、必要
とされる人道奉仕を末永く提供するために協会を
改善してゆくことです。わたしたちはボランティ
ア同士で成り立つ協会です。もし会員たちが、あ
なたからの気遣いを感じられなければ、効果的な
指導は困難です。2014年においては、細やかな気
遣いを示すよう心がけてください。人と会ってい
る時に、他のことをするのはやめましょう。Eメ
ールやチャットをしたり、他の人や物事に注意を
逸らしたりしないでください。相手のことに集中
しましょう。とても単純なことです。会員のこと
を大切に思っている、このことを知ってもらう機
会を失ったりしないでください。

• 良き手本となろうあなたはライオンズ指導者とし
て、人から見られているのです。ライオン会員
たちはあなたの振る舞いに注目し、信頼すべき人
かを見定め、従う価値があるかどうかを判断しま
す。リーダーになる可能性がある人は、あなたを
見ることによってライオンズ・リーダーシップと
は何かを見出そうとし、自分自身がそれを目指す
べきかを判断します。一般の人は、あなたを注視
することによって、ライオンズクラブ国際協会と
は何かを判断し、ライオンズクラブの会員となる
ことが自分にとってふさわしいかどうかを確かめ
ます。何を言うか、何を書くかにかかわらず、重
要なのはあなたが示す模範です。あなたの振る舞
いが、あなたがそうでありたいと願うものになっ
ているかどうか、確かめてください。

今年、より良いライオンズ指導者になろうと決意するこ
とは、あなたの夢に近付き、他人が夢に近付くのを手伝
う上で大きな成果をもたらし得ます。

新年のご挨拶を申し上げます。

LEADER
N E T W O R K
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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

2013～2014年度副地区ガバナー／地区エレクトの準備が着々と進んで
います。今年のプログラムは四つの研修要素により構成されてお、
2014年DGEセミナーのグループリーダー、グローバル指導力育成チーム
（GLT）及び国際協会の協力、グローバル会員増強チーム（GMT）の積極
的な参加を通じて提供されています。

研修の第1段階、個別研修は12月に完了しました。この研修段階は、地
区チームのメンバーの効果的な選定、指導力育成戦略の開発、会員増
強の目標及び行動計画という三つの課題に焦点を合わせて構成されまし
た。各課題は、理解度を測るオンライン学習評価で終了します。

複合地区レベルのGLTによって開催された複合地区研修は、リーダーシ
ップ・スキルの要点や、地区の運営責務に関する情報を含む実用的なト
ピックに焦点を合わせています。複合地区GLTは、このカリキュラムを
補い、地域の具体的なニーズに合わせるようお勧めします。

三つ目の要素、GLTエリア研修は2014年1月から2月にかけて行われてい
ます。各GLTエリアリーダーの指導の下、この研修は次期ガバナーに対
し、個別研修用の課題に定められた目標や計画を分かち合ったり修正し
たりする機会を提供します。この終日のワークショップにおいて、
GLTエリアリーダー及びGMTエリアリーダーは、全ての目標がSMART
（具体的、測定可能、実行可能、現実的、期限付き）であること、及び
それを達成するための行動計画をしっかり立てることを徹底するため
接指導します。この研修に参加することにより、新年度の地区ガバナ
ー、GLTおよびGMTは共通の計画に沿って2014～2015年度を同じ方向へと
スタートさせることができるのです。

この2013～2014年度の研修プログラムは、2014年1月2～4日にカナダの
オンタリオ州トロントにおいて開催される最後の研修要素、2014年地区
ガバナーエレクト･セミナーによって完結します。世界中の地区ガバナ
ーエレクトが集い、3日間におよぶ対話型グループセッションやワーク
ショップ、そして情報盛りだくさんのセッションに参加します。2014～
2015年度の国際テーマと優先事項について学ぶとともに、次期ガバナー
は多くの重要なリーダーシップ・スキルを検討できるほか、意見、課
題、経験、計画を分かち合えます。知識、経験、情熱豊かな2014年DGE
セミナーのグループリーダーが開催いたします。

2014～2015年度の任期に備える地区ガバナーの皆様の準備が首尾よく進
むよう、お祈りいたします。

詳細については、国際協会ウェブサイトの「DGEセミナー」ページをご
覧ください。

ゾーン及びリジョン・チェアパーソン
グローバル指導力育成チームの
責務 

リジョン及びゾーン・チェアパーソ
ンは、地区レベルグローバル指導力
育成チーム（GLT）の積極的メンバー
として、ゾーンレベル、クラブレベ
ルそれぞれにおけるリーダー候補の
発掘と育成という重要な任務を担っ
ています。

各ライオンズ・リーダー候補に最
も適した研修の利用を勧められるよ
う、各リジョン及びゾーン・チェア
パーソンは幅広いリーダーシップ関
連プログラム、ツール、情報資料な
どをすべて把握せねばなりません。
国際協会ウェブサイトのライオンズ
学習センターが提供する様々な研修
情報を見ることで、チェアパーソン
は地区GLTの他メンバーとより効果的
に協力し、適切な地区研修を推薦・
手配できます。

リジョン及びゾーン・チェアパーソ

ンは、地区と担当クラブの重要な橋
渡し役として、クラブ役員研修に優
先的に取り組みます。地区GLTは、次
期役員の研修日程が早いうちに確定
され、次期役員の全員が任期開始前
に研修を済ませられるようにする必
要があります。1月は2013～2014年度
の折り返し地点ですが、2014～2015
年度のクラブリーダーの効果的な予
備研修を今から計画しても、早すぎ
ることはありません。

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/JA/news-and-events/international-convention/about-the-convention/dge-seminar.php


2013～2014年度上位ライオンズ・リーダーシップ研究会

（開催日時及び場所は変更の可能性あり）

アフリカ ヨーロッパ 
米国、

その領域、バミューダ、バハマ
諸島、カナダ

インド、南アジア、 
及び中東

東洋東南アジア

2014年3月2～5日

チュニジア、チュニス

定員：35人 
（英語、フランス語）

2014年2月8～10日

ハンガリー、ブダペスト

定員：75人
（英語、フランス語）

2014年3月8～10日

米オークブルック

定員：150人
（英語、フランス語）

2014年4月19～21日

インド、ムンバイ

定員：100人（英語）

2014年5月17～19日

中国、北京

定員：70人
（英語、日本語、中国語、

韓国語）

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年度芽生えるライオンズ・リーダーシップ研究会 

（開催日時及び場所は変更の可能性あり）

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

2014年3月15～17日
ニュージーランド、ウェリントン

定員：50人（英語）

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リーダー職に就任する機会に備えさせるものです。

2013～2014年度講師育成研究会

（開催日時及び場所は変更の可能性あり）

アフリカ
中南米、メキシコ、

カリブ海諸島

2014年2月2～5日

チュニジア、チュニス
定員：20人

（英語、フランス語）

2014年4月25～28日

コロンビア、サンタマルタ
定員：20人

（スペイン語、ポルトガル語）

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。

各種指導力育成プログラム

本2013～2014年度は、残り八つの研究会があります。芽生えるライオンズ・リーダーシップ研究会（ELLI）はクラブレベ
ルの指導者としての責任に備えるため、上位ライオンズ・リーダーシップ研究会（ALLI）は地区レベルの指導者としての
責任に備えるため、そして講師育成研究会は有能なライオンズ講師の育成と増員を目指すためのものです。各研究会の詳

細、及び申請書はこちらをご覧ください。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。一般的に、申請は研究会開始日の約10週間までに、研究会及びセミナー課に対して行いま
す。ぜひ、貴地区の参加資格があるライオンズに、研究会に申し込むよう奨励してください。

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


提出期限：
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
究会を通じ、複合地区および単一地
区は、現地で研究会を行うための資
金とカリキュラムに対するサポート
を要請することが可能です。地方ラ
イオンズ･リーダーシップ研究会で用
いられるカリキュラムの内容は、ラ
イオンズクラブ国際協会主催のライ
オンズ･リーダーシップ研究会のカリ
キュラムを基本とします。

本プログラムの1回目及び2回目の申
請では1万ドルを上限に補助金が交付
され、3回以上補助金を受け取る場合
は7500ドルが上限となります。
複合地区及び単一地区のGLTコーディ
ネーターは、自らの地区において地
方ライオンズ・リーダーシップ研究
会を行うための補助金の申請に関す
る情報があるEメールを1月末に受
け取ります。2014～2015年度補助金
申請書の提出期限は2014年4月30日
です。リーダーシップ部への提出が
遅れると、検討の対象にはなりませ
ん。本研修プログラムについての詳
細や、ご質問がある場合、どうぞ
ご連絡ください。

倫理ウェビナーで、会員にライオンズの道徳基準と行動を教育でき
ます

国際理事会は、クラブ及び地区レベルにおいてライオンズ会員に相応し
い行動基準を検討し作成するため、ライオンズ倫理コンプライアンス及
びガバナンス･ワーキンググループを創設しました。ワーキンググルー
プの提言の一つは、現存するライオンズクラブ国際協会の道徳基準につ
いての知識を深めることでし
た。この試みをサポートするた
め、リーダーシップ部は10月、
「国際協会の倫理と指導者の役
割」ウェビナーを作成し提供し
ました。 

4回のセッション（英語2回、ス
ペイン語2回）では、250人の参
加者がライオンズクラブ国際協
会道徳基準と行動の四つの柱、
倫理面におけるライオンズ指導
者の役割、倫理的問題となりう
る事柄の見分け方、及びライオンズ全会員が入手できる、協会の倫理基
準、手続き、期待されるべきあり方に関する多くの資料について学びま
した。

以下に挙げるのは、協会がウェビナーにおいて挙げている、倫理につい
て理解する理由のほんの一部です。 

• 倫理は前向きなリーダーシップ、及び地域の人々が私たちの組織
をどのように見るかの全ての鍵である

• 私たちが助けようとしている人たちの信頼を獲得するのに役立つ
• 他の人の成長を手伝うのに役立つ
• 倫理基準を確立する
• 誠実、忠誠、クラブと地域に対する誇りという私たちの姿勢をま

とめたものである
• 私たちを団結させる
• 私たちの行動における透明性を示す

ウェビナーの録画とスライドは、国際協会のウェビナー・ページから入
手できます。2014年に予定されているその他のリーダーシップ部のウェ
ビナー：

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 

ぜひ国際協会ウェブサイトをご覧になり、 ウェビナー登録ページから
参加をご予約ください。

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


ちょっとしたアイデア 

次期クラブ会長のための、新しい研修案に
ついてお探しですか？そうでしたら、これ
以上探す必要はありません！地区105Eの第
二副地区ガバナー、ポール・スタッフォー
ドは、クイックスタート会長研修プログラ
ムの成功について報告しています。このプ
ログラムの目標は、次期会長の務めを効果
的に果たすための知識、経験、そして自信
を与えることです。この研修の目的は以下
の通りです。

• 次年度の全地区クラブ会長が、その地
区に対する地区ガバナーのビジョンを
説明できるようになる

• 会長らが自らの責任と役割について論
じ、理解する

• 全会長が、クラブ幹事及び会計の義
務と説明責任について述べることがで
きる

• 各自の指導力の発揮と育成に関するニ
ーズを明確化する

この研修に必要な時間は多くありません。–
約30分から2時間ほどです。上述のメリット
には次期会長にアイデア、知識、経験を分
かち合う機会を与え、参加者が前向きな変
化をもたらすための確信を高め、よりよい
リーダーシップを発揮できるようになるこ
とが含まれています。次期クラブ会長に、
教育的、効果的、双方向的方法で成功に必
要な知識と確信を与えるというのは、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ア」、本紙へのご提案、または次号（2014年4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。

弱点がないということではなく、

明らかに優れた点があるということが偉大な指導者の特徴だ。 

ジョン・ゼンガー（ジャーナリスト）

LN36 JA 11/13

研修ツール：物語を語る 

研修で物語を語ることは、受講者の注意
を引き付け、維持するための効果的な方

法です。参加者が話の筋や細部に引き付
けられるとき、批判は止み、気を散らす
内なる声は治まります。話はセッション

の初めに用いることもできれば、セッシ
ョンの途中で参加者の注意を取り戻すた
めに用いることもできます。聴衆が注意力を維持できる時間は、
通常10～15分に過ぎないことを憶えておきましょう。しかし普
通、物語を聴いている時は、聴衆は完全に集中します。

たとえば、研修セッションの焦点が意欲喚起であり、その内容に
動機付けの価値への認識と個人の動機付けの異なるタイプといっ
たものが含まれている場合、イソップ物語の一つ、ウサギと猟犬が
使えるかもしれません。 

猟犬は隠れた場所からウサギを驚かせ、長い間追いかけた後、追うの
をやめました。それを見たヤギ飼いが、猟犬をからかってこう言いまし

た。「あんたより、あの小さいやつのほうが走るのが速いんだな」猟犬は
答えました。「あなたは私たちの間の違いがわからないんですね。私は
ただ御馳走のために走っていたけれど、ウサギはまさに命がけで走っ

ていたんですよ」
物語の教訓：動機が努力に駆り立てる。

物語を選ぶときは、次の三つの条件を考慮しましょう。まず、研
修の目標やセッションの目的に相応しいものであること、次に受
講者がその研修プログラムに参加する理由に関係していること、
最後に物語の長さは受講者の注意を維持できる短さで、かつ要点
を伝えることができる長さであること。 

研修セッションで物語を用いることは、受講者の参加度と関心を
高めるだけでなく、一般的にセッションの内容の記憶をより高め
ることができます。この研修ツールを用いて、その効果を確かめ
てみてください。
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