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レオクラブ・プログラム諮問パネル 
 

レオ用 資格及び推薦用紙 
2016～2017 年度 

 
 
レオクラブ・プログラム諮問パネル 
レオクラブ・プログラム諮問パネルの目的は、レオクラブ・プログラムに影響を及ぼす問題について、レオ

とライオンのパネリストに各会則地域を代表する機会を与えることです。諮問パネルは、ライオンズクラブ

国際協会の顧問という立場でレオクラブ・プログラムに関連する事項を吟味します。プログラムを左右する

ような項目に関しては、ライオンズクラブ国際理事会に提出し、検討と最終承認を仰ぎます。 
 
 
構成 
パネルは、各会則地域およびアフリカ大陸地域を代表するライオン 2 人とレオ 2 人によって構成されます。

毎年各会則地域およびアフリカ大陸地域からライオンとレオが 1 人ずつ選出されます。パネリストの任期は

2 年です。 
 
 
レオ資格及び主な責任 
1. グッドスタンディングのレオ会員であること。 
2. 理事会方針書に説明されているレオクラブ・プログラムの年齢制限に関する条件を満たしていること。 
3. レオクラブおよびレオクラブ・プログラムの規則や手続きに関する最新情報を把握していること。 
4. 国際本部レオクラブ・プログラム課や地域の情報源などから提供されるレオクラブ・プログラムの各種

情報について最新情報を把握していること。 
5. ウェブ会議を利用し、および/またはフォーラムや大会への参加を予定している場合には直接会って、年

数回パネルのメンバーと会議を行うこと。 
6. 常にレオクラブ・プログラムに関する最新情報を把握していること。 
7. 諮問パネルとレオ地区／複合地区、および国際協会の間の連絡役を務めること。 
8. レオクラブ・プログラム課がレオの取り組みを評価および計画する際、その顧問としての役割を果たす

こと。 
 
 
また、レオ候補者は、以下のうち一つの条件を満たすものとする。 

• レオ地区もしくは複合地区の現または元役員であること。候補者は、単一地区、複合地区、または複

合地区内の準地区のどのレベルの役員であってもよい。 
• 現または元レオクラブ役員（会長、副会長、幹事、または会計）であること。 

 
候補者は、国際本部レオクラブ・プログラム課に、役員として報告されていなければなりません。 
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レオ推薦手続き 
パネリストの推薦をするためには、公式の推薦用紙に必要な署名を得た上で、1 月 15 日までに国際本部のレ

オクラブ・プログラム課に提出しなければなりません。締切りを過ぎてから届いた推薦は、選考の対象とな

りませんのでご注意ください。 
 
クラブレベル 
現または元レオクラブ役員は、レオクラブ顧問およびスポンサー・ライオンズクラブ会長から推薦を受け、

現職の地区ガバナーの承認を得るものとします。単一地区および準地区は、会計年度につき 1 人のレオクラ

ブ役員のみを推薦できます。 
 
地区レベル 
現および元地区（単一または準地区）レオ役員は、現職の地区レオ委員長がいる場合はその推薦を受け、現

職の地区ガバナーの承認を得るものとします。地区レオ委員長が任命されていない場合は、現職の地区ガバ

ナーから推薦および承認を得ることができます。単一地区および準地区は、会計年度につき 1 人のレオ候補

者のみを推薦できます。 
 
複合地区レベル 
現および元複合地区レオ役員は、現職の複合地区レオ委員長がいる場合はその推薦を受け、現職の協議会議

長の承認を得るものとします。複合地区レオ委員長が任命されていない場合は、現職の協議会議長から推薦

および承認を得ることができます。複合地区は、会計年度につき 1 人のレオ候補者のみを推薦できます。 
 
これに加え候補者は全員、800 字以内で以下の点についてまとめた志望動機書を提出しなければなりません。 

• 候補者のレオクラブ・プログラムにおける経験 
• 候補者の経験が、パネリストとしてレオ諮問パネルに貢献する上でいかに役立つか 
• 候補者がレオ諮問パネルでパネリストを務めることを志望する動機 
• その他、選考の助けになると思われる補足情報 

 
志望動機書は、公式の推薦用紙に添えてご提出ください。 

 
選考過程 
レオクラブ・プログラム課は集まった推薦書を 2017 年 3 月/4 月理事会会議で奉仕事業委員会に提示し、同委

員会が審査、選定を行います。奉仕事業委員会は、パネリストが 2 年の任期を完了できない場合に備え、補

欠メンバーとして、各会則地域からライオン 1 人とレオ 1 人も選出します。 
 
パネルの運営 
パネリストは、E メールを介して互いに、また国際本部と意見を交換します。また、必要に応じて、国際本

部がパネルとの電話会議を開きます。これに加え、パネルメンバーがすでにフォーラムや大会への出席を計

画している場合は、直接会って会議する機会も年に数回あるかもしれません。国際本部の職員は、パネリス

トがそれぞれの代表する地域のメンバーと連絡を取り合うのを手助けします。さらに、パネリストと地域メ

ンバーとの連絡を促すため、各パネリストの氏名と E メールアドレスが国際協会のウェブサイトに掲載され

ています。 
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レオクラブ・プログラム諮問パネル 

レオ用推薦用紙 

 

2017 年 7 月 1 日から 2019 年 6 月 30 日までの二年任期 

パネリストの推薦をするためには、公式の推薦用紙に必要な署名を得た上で、1月15日までに国際本部のレオクラブ・

プログラム課に提出しなければなりません。活字体 (ローマ字) でご記入ください。 

候補者に関する情報 

名 ________________________________________________ 姓   

レオクラブ名 ______________________________________________ レオクラブ番号 __________________________ 

ライオンズ地区／複合地区名___________________________ レオ地区／複合地区名 ___________________________ 

2016～17 年度の役職________________________________________________ レオ歴（年数） __________________ 

住所（番地、ビル名等） ___________________________________________ （市町村） ________________________ 

（都道府県） （郵便番号） （国名） 誕生年  

電話番号 ____________________________________ E メール ______________________________________________ 

1. この職務の候補者資格に該当する奉仕または職業経験を説明してください。必要に応じて別紙を追加添付してくだ

さい。 
 
 
 
 
 
 
2. 候補者はこの職務を遂行するため、週に約何時間を当てられますか。 
 
 
 
3. 候補者は、ウェブ会議を利用し、および/またはフォーラムや大会への参加を予定している場合には直接会って、

年数回パネルのメンバーと会議を行うことができますか。 はい  いいえ 
 
4. 候補者は、2 年の任期を務めることができますか。 はい   いいえ 
 
5. 候補者が職務を遂行する時間または労力を制限するその他の事情があれば、記入してください。 
 
 
 
 
 
6. ご提出の際には、本推薦書に必ず候補者の志望動機書をご添付ください。 
 
 

       本書式表裏両面に必要事項をもれなくご記入ください。 
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レオ候補者記入欄  

私、レオ_________________________________は、レオクラブ・プログラム諮問パネリストの資格および主な責任を

精読しました。その上で、その遂行に全力を尽くすことに同意します。 

    
    候補者署名            日付 
 

ライオンズクラブ記入欄 

2017 年 7 月 1 日から 2019 年 6 月 30 日まで任期を務めるレオクラブ・プログラム諮問パネリストとして、上記候補者

を推薦いたします。 

レオクラブ顧問      
         氏名（活字体のローマ字で記入してください）   署名    日付 

スポンサー・ライオンズクラブ会長      

 氏名（活字体のローマ字で記入してください） 署名   日付 
 

地区記入欄  

2017 年 7 月 1 日から 2019 年 6 月 30 日まで任期を務めるレオクラブ・プログラム諮問パネリストとして、上記候補者

を推薦いたします。 

地区レオ委員長       
            氏名（活字体のローマ字で記入してください）   署名    日付 

地区ガバナー      
         氏名（活字体のローマ字で記入してください）   署名    日付 
 

複合地区記入欄  

2017 年 7 月 1 日から 2019 年 6 月 30 日まで任期を務めるレオクラブ・プログラム諮問パネリストとして、上記候補者

を推薦いたします。 

複合地区レオ委員長       
   氏名（活字体のローマ字で記入してください）   署名    日付 

協議会議長       
  氏名（活字体のローマ字で記入してください）    署名    日付 
 

 
すべての欄に記入し、1 月 15 日までに以下にご送付ください。 
 
 

Lions Clubs International  
Leo Club Program Department 
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA  
電話： +1 630 571 5466  
FAX： +1 630 571 1692  
E メール: leo@lionsclubs.org  
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