
地区100周年記念コーディネーター・ガイド 

地区100周年記念コーディネーターにご就任されましたことをお祝い申し上げます。あなたのリーダーシップが、1

00周年成功のカギとなります。  

100周年記念の概要 

100周年記念プログラムは、ライオンズの100年にわたる人道奉仕を記念して実施されます。プログラムは2014年7

月に始まり、2018年6月まで続きます。世界中のライオンズは、奉仕を行い、他者にも奉仕への参加を呼びかける

ことで、記念活動に加わります。  

奉仕を通して導く  

ライオンズのモットーは「われわれは奉仕する」です。100周年記念奉仕チャレンジは、記念期

間に1億人以上に奉仕を提供するようライオンズに呼びかけるものです。ライオンズクラブは、

記念期間中の各年度に、青少年、食料支援、視力、環境の分野で少なくとも一つの事業を主催

することで、このチャレンジに参加します。  

新会員を招請してインパクトを高める 

より多くの人々に奉仕できるよう、ライオンズは周囲に入会を呼びかけます。100周年記念期間

の各年度に、クラブは最低3人の新会員を、地区は最低一つの新クラブを増やすことが奨励され

ます。100周年記念会員増強賞プログラムは、新会員の勧誘、新クラブの結成、及びその会員と

クラブの維持に成功したライオンズとクラブを表彰するものです。1人のライオンが年間に奉仕

する人の数は平均でおよそ50人と推定されています。もし私たちが100周年プログラム終了時ま

でに、過去に記録された年度末の最大会員合計数を超えることができれば、今より2,400万人多くの人に奉仕でき

る計算となります。   

地域社会とつながる 

ライオンズクラブは、奉仕事業と100周年記念事業を通して地域社会を巻き込みます。100周年

記念コミュニティ・レガシー・プロジェクトは、地域社会に長く残る贈り物をし、ライオンズ

クラブの認知度を上げるものです。公園のベンチや駐輪スタンドの寄贈から、公園の修繕や浄

水システムの提供、あるいは診療所や学校の建設まで、すべてのクラブが地域のためになるレ

ガシー・プロジェクトを一つ行うことが奨励されます。  

100周年記念チームの体制 

 

100周年記念計画の策定と実行において、100周年記念実行委員会（CAC）が理事会に助言と支援を行います。CACに

は各会則地域とアフリカからの代表と、大会、財務及び本部運営、会員増強、PR、奉仕事業の各委員会の代表が含

まれます。最新のCACメンバーのリストは、Lions100.orgウェブサイトの「説明」セクションに掲載されています。 

100周年記念コーディネーターは、世界各地で複合地区/地区レベルの100周年記念事業を支援する700人以上のライ

オンズのチームの一員です。クラブレベルでは、各クラブで100周年記念事業を取り仕切るクラブ100周年記念委員

長を立てることが奨励されています。 
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地区コーディネーターの責任、活動、参考資料 

100周年記念コーディネーターの責任は、「啓蒙」、「実施」、「伝達」、「報告」の四つのカテゴリーに分かれ

ます。以下は、各カテゴリーにおける活動内容と参考資料です。参考資料はすべて、Lions100.org ウェブサイト

に掲載されています。 

0B啓蒙 
地区コーディネーターは、100周年記念事業の情報源として、常に100周年についての情報を

得、発信し続けます。  

活動 

• 100周年記念コーディネーター・ニュースレター、及び Lions100.org から、常に100周年記念に関する最新

情報を得る 

• コーディネーターの説明会、会則地域フォーラム、地区の行事に出席する  

• クラブを対象とする100周年記念の説明会を開催する  

さらに、地区・複合地区や会則地域レベルの大会/会議で、100周年記念セミナーの実施や100周年ブースの出展な

どを申し出てもよいでしょう。 

参考資料 

• Lions100.org – 100周年の関連情報や、プレゼンテーション、研修用資料、配布資料などのツールがまとめ

られたウェブサイトです。 

• 100周年ニュースレター – 100周年祭ニュースレターが年4回すべてのライオンズに送付されます。100周年

記念コーディネーター向けの情報は、隔月の100周年記念コーディネーター・ニュースレターで配信します。  

1B実施 
地区コーディネーターは、地区の記念行事や活動の計画と実施をとりまとめます。また、100

周年記念に際してクラブや地区の役員を支援します。  

活動 

• 地区ガバナー及び地区キャビネットと協力し、地区レベルの100周年記念活動の企画・実行を取り仕切る 

• 各ライオンズクラブや、各クラブ100周年記念委員長、地区のリーダーが地区やクラブの100周年記念活動や

イベントを企画し参加するよう、モチベーションを高め支援する 

また、複合地区レベルの100周年記念活動の計画・実施に積極的に携わるとよいでしょう。  

参考資料 

• クラブ100周年記念企画ガイド – 奉仕事業の実行、会員増強の促進、レガシー・プロジェクトの実施、記念

行事の主催など、クラブのあらゆる100周年記念活動の企画において役立つガイドです。  

• 100周年ビデオシリーズ – ライオンズクラブ国際協会の創立、発展、奉仕における功績について紹介する短

い映像で、100周年記念行事での上映や、奉仕やレガシー・プロジェクトのヒントとして利用できます。  

2B伝達 
地区コーディネーターは、100周年に関する情報を各クラブや地区のリーダーに伝える重要な

中継点としての役割を果たします。  

活動 

• リジョン、ゾーン、クラブレベルの100周年記念リーダーを激励し、支援する 

• 100周年記念の目標と目的をクラブに伝える 

http://lions100.lionsclubs.org/JA/
http://lions100.lionsclubs.org/JA/about/newsletters.php
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/lions100/club-centennial-planning-guide.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/JA/videos/
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• クラブ訪問やEメールを通じ、100周年に関するニュースや今後の期限についてクラブに連絡する 

• クラブが100周年記念活動を企画するよう奨励し、支援する  

• グローバル会員増強チーム（GMT)の会員増強とクラブ結成を支援する  

• 「Lions100 Centennial Coordinators」フェイスブックグループに参加し、100周年記念に関する考えや思

いを分かち合う（任意） 

さらに、地区の会報編集者やPR委員長と協力し、地区内メンバーや地元メディアに100周年をアピールするとよい

でしょう。 

参考資料 

• ライオンズ・タッチストーン（試金石）ストーリー – ライオンズの歴史や重大なプログラムなどに関する

数々の短い記事で、会報や会議でライオンズの興味を引いたり100周年の意識を高めたりするのに有効です。

ローカル紙に掲載してもらうことも可能です。 

• Lions100のソーシャルメディア – 世界中のライオンズの実用例を見て、ソーシャルメディアやハッシュタ

グ#Lions100の使い方を学びましょう。  

3B報告 
報告は、主要な100周年記念活動にスポットを当て、コーディネーターと他のリーダーたちと

の協力関係を築くための会話のきっかけともなります。  

活動 

• MyLCIで100周年記念関連レポートを確認し、地区内の100周年記念アクティビティについて把握しておく 

• 100周年記念報告期間中に、100周年記念活動について複合地区コーディネーターに報告する  

• 年次100周年記念予算申請書を複合地区コーディネーターに提出し、承認を得る 

また、MｙLCIでの奉仕アクティビティやレガシー・プロジェクトの情報入力で助けを必要としている人がいたら、

進んでアシストしてください。事業が多く報告されれば、その分ライオンズの世界的なインパクトが増します。  

参考資料 

• 100周年記念報告期間の概要 – 100周年記念報告期間の目的、手順、日程が説明されているほか、報告フォ

ームの見本も確認できます。  

• 地区予算申請書  – 各コーディネーターが年間予算の利用計画をこの用紙に直接入力し、Eメールで送付し

て承認を得ます。  

活動のタイムライン 

日付 活動 説明 

2016年1月～2月 コーディネーター 

研修 

• 複合地区コーディネーターによって実施される研修セッシ

ョンに出席する 

2016年4月～5月 地区100周年記念 

報告期間 1 

• 各クラブの代表に連絡を取り、アクティビティに関するデ

ータを収集する 

• 報告用紙に記入し、複合地区コーディネーターと面談して

進度や課題について話し合う  

2016年7月 地区の予算計画 • 2016～2017年度の予算計画を立て、複合地区コーディネー

ターに提出する 

2016年8月～12月 2017年 100周年記念

計画 

• 2017年に向けた地区の祝賀行事、奉仕事業、レガシー・プ

ロジェクト等に関する計画策定において中心的役割を果た

す 

https://www.facebook.com/groups/291224181047840/
http://lions100.lionsclubs.org/JA/toolbox/touchstone-stories/
http://lions100.lionsclubs.org/JA/lions100/
https://mylci.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/docs/lions100/Centennial-Report-Days.docx
http://lionsclubs.org/resources/JA/docs/lions100/bp-dc-7-2015.docx
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日付 活動 説明 

2016年9月～10月 地区100周年記念 

報告期間 2 

• 各クラブの代表に連絡を取り、アクティビティに関するデ

ータを収集する 

• 報告用紙に記入し、複合地区コーディネーターと面談して

進度や課題について話し合う 

2017年1月～12月 2017年 100周年記念

事業実施 

• 2017年の地区の祝賀行事、奉仕事業、レガシー・プロジェ

クト等の実施において中心的役割を果たす 

2017年3月～4月 地区100周年記念 

報告期間 3 

• 各クラブの代表に連絡を取り、アクティビティに関するデ

ータを収集する 

• 報告用紙に記入し、複合地区コーディネーターと面談して

進度や課題について話し合う 

2017年6月 国際レベルの主要 

奉仕分野の発表 

• 2017年国際大会において国際レベルにおける新たな主要奉

仕分野が発表されたら、それをクラブや地区のリーダーに

伝える 

2017年7月 地区の予算申請書 • 2017～2018年度の予算計画を立て、複合地区コーディネー

ターに提出する 

2017年8月～12月 2018年 100周年記念

計画 

• 2018年に向けた地区の100周年奉仕事業やレガシー・プロジ

ェクト等に関する計画策定において中心的役割を果たす 

2017年9月～10月 地区100周年記念 

報告期間 4 

• 各クラブの代表に連絡を取り、アクティビティに関するデ

ータを収集する 

• 報告用紙に記入し、複合地区コーディネーターと面談して

進度や課題について話し合う 

2018年1月～6月 2018年 100周年記念

事業実施 

• 2018年の地区の100周年奉仕事業やレガシー・プロジェクト

の実施において中心的役割を果たす 

2018年3月～4月 地区100周年記念 

報告期間 5 

• 各クラブの代表に連絡を取り、アクティビティに関するデ

ータを収集する 

• 報告用紙に記入し、複合地区コーディネーターと面談して

進度や課題について話し合う  

連絡先一覧 

国際本部のスタッフが、100周年記念に関する各方面の質問にお答えします。  

100周年記念奉仕アクティビティ Programs@LionsClubs.org 

100周年会員増強関連 CentennialMembership@LionsClubs.org 

100周年記念コミュニティ・レガシー・プロジェクト LegacyProjects@LionsClubs.org 

100周年関連コミュニケーション（広報等） Communications@LionsClubs.org 

100周年記念クラブ用品 orderdetails@lionsclubs.org 

MyLCI mylcijapan@lionsclubs.org 

その他の質問 LCICentennial@LionsClubs.org 

 

mailto:Programs@lionsclubs.org
mailto:CentennialMembership@lionsclubs.org
mailto:LegacyProjects@lionsclubs.org
mailto:Communications@lionsclubs.org
mailto:orderdetails@lionsclubs.org
mailto:mylcijapan@lionsclubs.org
mailto:LCICentennial@lionsclubs.org
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