
会員増強と 
新クラブ結成に関する出版物 

および各種アワード

あなたのクラブの目標を達成し 
アワードを受賞するために役立つ情報



会員
どのクラブも奉仕の目標を達成するには会員が
必要です。新会員はクラブに新鮮な発想や新し
い事業をもたらし、地域の改善につながる方法
を提供してくれます。以下にご紹介する出版物
は、会員増強のヒントを教えてくれるほか、新
会員にライオンであることの意味を伝えてくれ
るものです。

勧誘の手段
新会員オリエンテーション・ガイド(ME-13):オリエンテーション
は、クラブがどのように機能するか、会員の役割は何か、さ
らには地区、複合地区、国際協会の全体像とは何かを学ぶ上
で新会員の役に立つ基礎知識を提供します。新会員オリエン
テーション・ガイドから、ライオンズクラブの歴史と目的に
ついて学ぶと同時に、クラブに新しい会員とリーダーを加え
ることの重要性を話し合うための情報を得ることができま
す。 

新会員入会式 (ME-22):入会式はライオンズクラブの会員とし
てスタートを切る上での象徴的な儀式です。この資料には、 
入会式企画において参考となる案や入会式での言い回しの例
が掲載されています。

誘ってみよう！－ クラブのための新会員勧誘ガイド(ME-300):新
会員を増やしてクラブを大きく発展させることは、ひとりの
会員でも地域社会に変化をもたらせるという意味で大切なこ
とです。このガイドには、会員増強のための5つのステップ
が説明されており、新会員を勧誘し、さらに多くの奉仕活動
を行おうとするクラブに役立つはずです。

会員勧誘のための資料
ライオンズ　世界を変える力 (ME-40):この資料は、ライオンズ
とはどのような団体で、どんな活動をしているのかについて
詳細を記載した新会員勧誘用パンフレット。入会希望者が記
入できる記入フォームもついています。 

家族会員に関するパンフレット (MPFM-8):家族がどのようにし
てライオンズクラブの活動に参加し、地域社会の改善に貢献
できるかを説明するパンフレットです。  

新会員招請及び申請書 (ME-6B):見た目にも魅力的なこの小型
の入会申請書は、会員候補者に強い影響を与えるに違いあり
ません。

私はライオンズの会員 (ME-37):女性の会員候補をターゲット
にしたこの革新的なパンフレットは、ライオンズクラブとは
何をする団体か、クラブのためにどれだけ時間を取る必要が
あるか、といった質問に答えてくれます。 

ポケットサイズのパンフレット (ME-33):入会申請書と対をなす資
料もしくは会員オリエンテーション・プログラムの補足資料
として多くのライオンに利用されているこのパンフレット
は、折り畳んでポケットに入れられる小型サイズです。協会
の使命、目的、道徳綱領、歴史についての情報が満載されて
います。

レオ変換プログラムの導入について (LL-1):このプログラム
は、レオクラブを修了するレオ会員にライオンズクラブへの
入会や 若手会員を中心とした新規ライオンズクラブ結成を
促すものです。このパンフレットには、レオ変換プログラム
の概略と一般的な質問に対する回答が記載されています。 

ライオンズ家族カブ・プログラム　アクティビティガイド (MPFM-33):
このガイドには、カブをクラブに迎えるためのヒントと、例
会や募金活動、奉仕事業の際に行える年齢別のアクティビテ
ィが満載です。 

カブ・プログラムに関するパンフレット (MPFM-35):ライオンズ家
族カブ・プログラムを実施するようクラブに奨励し、プログ
ラムについての質問に答えるパンフレットです。

ライオネス・ブリッジプログラムに関するパンフレット (MKLP-1):ラ
イオネスがライオンズクラブに入会したり、ライオネス・ラ
イオンズクラブを結成したりする際に利用できる制度や受け
られる特典についてまとめたパンフレットです。ライオネス
の奉仕年歴を報告するための「ライオネス変換プログラム申
込書」も収録しています。



若手会員勧誘ガイド (EX-800):このガイドでは、若い世代がボ
ランティアする動機とは何かをクラブに説明するとともに、
若手を引き付けるためクラブ運営を活性化する方法について
紹介しています。

「意味ある活動に参加しよう」 (EX-801):若い世代を対象とした
勧誘用のパンフレットです。

チャンピオンズ・ライオンズクラブに関するパンフレット (EX-546):
スペシャル・オリンピックスを支援するチャンピオンズ・ラ
イオンズクラブの入会や新規結成を新会員に促す際に役立つ
パンフレットです。

あなたに合ったライオンズクラブ(EX-803):若い人が自分に合っ
たクラブを見つける上で役立つ、異なる形態のクラブについ
て説明したパンフレットです。

会員維持
既存の会員を保つことは、どのクラブの成功にとっても不可
欠です。会員を維持すれば、クラブはいっそう多くの奉仕を
成し遂げることができます。以下の資料を活用して、クラブ
の既存会員の維持にお役立てください。 

あなたの評価は？(ME-15 & ME-15B):問題を小さいうちに見つ
け、それが大きくなる前に修正策を講じることで、時間と
資源を節約できます。クラブ会員からの意見や案を得るため
に、簡単にできるこのアンケートを活用してみませんか。あ
なたの評価は？に記載された指示に従いましょう。アンケー
ト実施の手引きが、アンケート結果の集計と行動計画案に役
立ちます。

ライオンズ・メンター・プログラム(MTR-11:基礎メンター・ガ
イド及びMTR-12:上級メンター・ガイド):ライオンズ・
メンター・プログラムは、地域により良い奉仕を提供
しようという目標を、すべての会員が達成できるよう

支援するものです。このプログラムは、自己開
発を促すプログラムで、クラブの会員がそ

れぞれ持つユニークな能力や知識を生
かせるよう助けるものです。ライオン
ズ・メンター・プログラムは、会員が
ライオンズにおいても個人の生活にお
いてもリーダーシップを発揮できる
よう、準備を整えてくれます。 

会員の満足度確認ガイド (ME-301):
ライオンズクラブが健全で活発な
クラブであるようにするには、会
員のクラブでの体験やクラブに
対する期待について検討する必
要があります。クラブの一員と
して歓迎され、居心地がよいと感

じながら地域の奉仕活動に参加し
ている会員は、長きにわたってクラブ
にとどまるはずです。このガイドは、
確実に会員が満足を得られるよう幾つ
かの提案を示したものです。

新クラブ結成
世界は常に変化しています。今日のボランティ
アたちは、時代に即した社会問題に関わると同
時に、変わり続ける自分たちのライフスタイル
に合った、新しい形の活動方法を探していま
す。このチラシは、エクステンションの重要性
(EX-545)とライオンズクラブの影響力を説明し
ています。地域に根ざしたクラブはライオンズ
の伝統ですが、その形式が常に適切であるとは
限りません。そのため、クラブの形態は以下の
ようなさまざまな種類から選択可能であり、そ
れぞれに対応する結成キットも用意されていま
す。

• 従来型ライオンズクラブ (KITEXT): 地域社会が必要とす
るニーズに何らかの形で対応したいと願う、地域を大
切に思う人々を結集するのに最適です。この種のクラ
ブには、新たな人々に接触し、さまざまな社会奉仕が
できるという柔軟性があります。また、このクラブ形
式を用いて、例えば教育者や医療関係者など、特定の
関心事を持つグループの人々から成るクラブやサイバ
ー・クラブを結成することも考えられるでしょう。関
連資料：

• スペシャル・ライオンズクラブに関するチラシ (EX-
544):このチラシでは、共通の関心や環境をもとに
クラブを結成する機会について紹介します。サイバ
ー・クラブ、チャンピオンズ・クラブ、ライオンズ
クエスト・クラブなどについて説明しています。 
• チャンピオンズ・ライオンズクラブの手引 (EX-547):ス
ペシャル・オリンピックスを支援するチャンピオ
ンズ・ライオンズクラブの結成手順を説明してい
ます。

• キャンパス・ライオンズクラブ (KITCC): 大学生、大学教
職員、同窓生、その他地域社会奉仕に関心を持つ大学
関係者のためのクラブです。メンバーはキャンパスコ
ミュニティに奉仕しながら、価値あるリーダーシップ
や職業上の技能を身につけます。学生会員は国際会費
割引制度の適用を受けることができます。

• ライオネス・ライオンズクラブ (KITEXT+MKLP1)とは、現あ
るいは元ライオネス会員を対象に、ライオネスとして
の奉仕歴を維持しつつ、ライオンズ会員としての権利
および特典を享受する機会を提供するクラブです。現
および元ライオネス会員は、ライオネス会員としての
奉仕年数をライオンズ会員歴に加算できるとともに、
特製のライオネス・ライオンズ・ピンを受け取ること
ができます。

• レオ・ライオンズクラブ (KITEXT+LL1)とは、レオクラブ
を修了するレオ会員と同年代の若者に対し、国際会費
割引制度を活用して、レオクラブ会員からライオンズ
クラブ会員への移行を容易かつスムーズに行う機会を
提供するものです。レオ・ライオンズクラブを結成す
るには、レオ会員を修了する30歳以下の会員が最低10
名必要です。



• クラブ支部 (KITBR)は最低5人という少人数で結成でき
るため、より早く地域社会の改善に着手できます。会
員は「親クラブ」に属しながらも、独自の事業や活動
を選択できます。

申請書はいずれも国際協会ウェブサイトからダウンロードすること
ができます。タイトルまたは出版物番号でご検索ください。

アワード
会員増強及び維持関連アワード   

会員の勧誘、スポンサー、そして会員維持の
成功に対するアワードを獲得することができま
す。

会員キー賞プログラム (ME-36):会員キー賞プログラムは、新
会員をスポンサーした会員を、その数に基づいて表彰する 
ものです。 

年間会員増強プログラム (YRG-15):年間会員増強プログラム
は、会員を勧誘したクラブや個々のライオンに対する 
アワードです。 

家族会員増強賞:家族会員増強賞バナーパッチはチャーター時
に10人またはそれ以上の家族会員を加えたクラブに授与され
ます。

地区家族ピン:年度内に以下の基準を満たした地区ガバナー
に、いずれかのピンが授与されます。

• クリスタル1個付きのピン – 30人の新規家族会員が入
会するか、全会員の少なくとも40%が家族会員で構成さ
れる家族ライオンズクラブが１つ結成された地区に対
するアワード

• クリスタル2個付きのピン – 30人の新規家族会員が入
会するとともに、全会員の少なくとも40%が家族会員で
構成される家族ライオンズクラブが1つ結成された地区
に対するアワード 

奉仕における団結賞:奉仕における団結賞は、会計年度中地区
内で25人以上の女性会員の純増を達成するよう地区ガバナー
に呼びかけるものです。 

マイルストーン・シェブロン・プログラム:シェブロン賞プログラム
は、ライオンズの長期にわたる奉仕を表彰するもので、10年
目から5年刻みで会員の奉仕をたたえます。シェブロンには2
種類の賞があり、見た目が少し異なります。一つはクラブ結

成時入会のチャーター・メンバーのみに与えられるチャータ
ー・モナーク・シェブロン、そしてもう一つはモナーク・シ
ェブロンです。

創始者会員増強賞:この賞は、地区あるいは複合地区の会員増
強をたたえて地区ガバナー、地区及び複合地区のGMTコーデ
ィネーターに贈られます。

新クラブ結成関連アワード:新クラブ結成の重要性を強調する意
味で、ライオンズクラブ国際協会はクラブ結成に熱心に取り
組み、貴重な働きをした会員をたたえるための特別なアワー
ドを数多く用意しています。

エクステンション・アワード:エクステンション・アワードは、受
賞の対象となる年度の地区ガバナーの推薦に基づき、新ライ
オンズクラブの結成に多大な貢献をした2名のライオンズ会
員に授与されます。１－５、10、15、20、25、30、40、50、
75、100及び150クラブの結成に尽くしたライオンに贈られ
ます。

地区ガバナー・エクステンション賞:地区ガバナー・エクステンシ
ョン賞は、地区内でクラブを一つまたはそれ以上結成した前
地区ガバナーに授与されるものです。在任年度中に結成され
たクラブ数が表記されたピンが贈呈されます。

新クラブ・スポンサー・バナーパッチ:新クラブをスポンサーした
クラブには、 所属ライオンズクラブの旗に誇りをもって付
けることができるパッチが贈られます。 

キャンパス・ライオンズクラブ・バナーパッチ:新規のキャンパス・
ライオンズクラブをスポンサーしたライオンズクラブには、
特別なバナーパッチが授与されます。

キャンパス・アワード・ピン:このアワード・ピンは、地区ガバナ
ーの判断により、キャンパス・ライオンズクラブ結成に助力
したライオンズ会員2名までに対し贈呈されます。 

クラブ支部バナーパッチ:支部をスポンサーしたクラブには、ク
ラブ旗につけることができるクラブ支部バナーパッチが授与
されます。  

クラブ支部賞:クラブ支部が編成されると、クラブ支部連絡員
に名誉なラペルピンが贈呈されます。このラペルピンは、贈
呈できるよう、親クラブの会長にバナーパッチとともに送ら
れます。

上記の会員及び新クラブ関連アワードは、適切な時期にライオン
ズクラブ国際協会より自動的に送られます。
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詳しいお問い合わせ、資料の注文等:

会員及び新クラブ・オペレーション課
電話：1-(630) 203-3831

Eメール: memberops@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org


