
 

エクステンション・プログラム 
 

プログラムの概要： 
新たなライオンズクラブの結成（＝エクステンション）は、社会の改善に尽くし、恵まれない人々を援

助するとともに、地域に新たな事業をもたらす機会をより多くの人々に与えます。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。地域に根ざしたクラブはライオンズ

の伝統ですが、その形式が必ずしもすべてに通用するとは限りません。だからこそ、ライオンズクラブ

国際協会は数種のクラブ形式を提供しています。 

 従来型ライオンズクラブは、地域におけ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。 

 キャンパス・ライオンズクラブは、大学生、大学教職員、同窓生、その他地域社会の改善に関心

を持つ大学関係者のためのクラブです。メンバーは大学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。また、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。 

 レオ・ライオンズクラブは、レオ修了者とその同年代の仲間に対し、国際会費割引制度を活用し

てレオクラブからライオンズクラブへとスムーズに移行する機会を提供します。レオ・ライオン

ズクラブを結成するには、30歳以下のレオ修了者が最低10人必要です。 

 クラブ支部では、小人数のグループでライオンズクラブを編成し、迅速に地域社会の改善に取り

掛かることができます。メンバーは「親クラブ」に属しますが、独自の事業や活動を選択するこ

とができます。 

 

スペシャル・インタレスト・クラブは、特定の関心や環境に基づき結成され、共通の趣味、職業、文化、

民族性などを持った会員によって構成されます。 

 

 クラブの活動に家族会員や子どもたちが参加できるよう家族向けクラブの結成を検討してくださ

い。家族会員は国際会費割引制度の適用を受けることができ、子どもたちはカブ･プログラムを

通して活動に参加することができます。 

 共通の趣味を持っていたり、地域社会で取り組みたい事業があったり、あるいは職場の同僚との

ボランティア活動に関心があるといった人々がいる場合もあるでしょう。こういった場合には、

多くの会員候補に共通する要素に焦点を絞ったスペシャル・インタレスト・クラブを結成するこ

とができます。スペシャル･オリンピックスやライオンズクエストを主眼としたライオンズクラ

ブを結成するのも一案です。 

 

よくある質問： 
新クラブを結成するには何が必要ですか？ 

 20人以上のチャーターメンバー 

 スポンサーとなるクラブ、リジョン、ゾーン、地区キャビネットまたは地区委員会 

 必要事項がもれなく記入されたチャーター申請書及びチャーターメンバー報告書 

 地区ガバナーの承認 

 適切なチャーター費と証明書類 

 

チャーター費はいくらですか？ 

 新規のチャーターメンバー：30ドル 

 転籍チャーターメンバー：20ドル 

 家族会員：すべての家族会員が1度限りのチャーター費を支払います。 

 学生会員：チャーター費は免除されます。キャンパスクラブ及び学生が過半数を占めるクラブの

場合は、1年分の国際会費の前払いが必要となります。 



 

 現/元レオ及び資格のある若年成人：チャーター費が免除されます。 

 支部会員：クラブ支部が正規のクラブに変換する場合には、変換時にグッドスタンディングの支

部会員に対して、チャーター費が免除されます。 

 

新クラブには、結成された時点で月割計算された国際会費が請求されます。 

 

チャーターナイトはいつ行われますか？  

チャーターナイトは任意の行事ですが、チャーター申請書が承認されてから90日以内に行われるのが普

通です。チャーターが承認されてから90日以内、もしくはチャーターナイトが行われる前（いずれか先

に来た日）までに新クラブに入会したライオンは、チャーターメンバーとみなされます。 

 

参考資料： 
 新クラブ結成キット（KITEXT） 

 キャンパスクラブ・キット（KITCC） 

 クラブ支部キット（KITBR） 

 

重要な日： 
 6月20日：新クラブ結成が現行の会計年度の記録に加えられるためには、エクステンション・ア

ワード受賞者名などの情報も記されたライオンズクラブ･チャーター申請書が、国際協会本部に

現地時間6月20日の業務終了時までに届いていなければなりません。 

 

国際協会の連絡先： 

会員オペレーション課 

電話：630-203-3831 

Eメール：newclubs@lionsclubs.org  

mailto:newclubs@lionsclubs.org


 

クラブ支部プログラム 
 

プログラムの概要： 
少人数でもライオンズクラブを結成し、いち早く地域に貢献することを可能にしてくれるのがクラブ支

部です。クラブ支部の編成は、20人未満の会員しか集まらず、新しいライオンズクラブを結成すること

が不可能な場合でも、あるいは例会の時間、会費、親クラブが対象とする層など何らかの理由で親クラ

ブに適合しない会員に対しても、クラブの奉仕を広げる機会を作り出してくれます。 

 

支部会員は既存の親クラブの一員となりますが、独立した例会を開き、独自の奉仕事業や活動に取り組

みます。クラブ支部は事業計画、出席規定、資金の使用等について独自に決定を下すことができ、ライ

オンズクラブとほぼ同じ自立性を備えています。 

 

クラブ支部は会員を増やす絶好の方法です。例えば、配偶者で構成されるクラブ支部を作ってもよいし、

キャンパスクラブ支部の形式で、若い世代にライオンズへの参加を促す機会にしてもよいでしょう。ク

ラブ支部はまた、ライオネスをライオンズの正会員に変換する方法にもなり、ライオネスが親クラブの

一員になると同時に、別個に活動することを可能にします。 

 

よくある質問： 
クラブ支部の結成には会員が何人必要ですか？ 

新規のクラブ支部を結成するには、会長、幹事、会計を含む最低5人の会員が必要です。 

 

親クラブは、どのようにしてクラブ支部との連絡を保つのですか？ 

親クラブは、クラブ支部との橋渡し役を務める支部連絡員を1人任命します。また、支部連絡員として支

部の例会に出席し、頼りになる顧問として支部が発展し、成功するようにします。 

 

会費などの納入金はいくらですか？ 

クラブ支部に入会する場合には、通常の入会費と国際会費が適用されます。支部が正規のクラブに変換、

つまり新たなライオンズクラブを結成する場合、グッドスタンディングの支部会員にはチャーター費が

免除されます。親クラブの幹事が正クラブに変換するクラブ支部の会員報告書（CB-21）に署名し、これ

を提出することによって、正クラブへの会員の転籍を証明します。 

 

クラブ支部プログラムを特定のグループに合わせて利用することができますか？ 

できます。別々のクラブに所属している夫婦や、別々のクラブへの入会を希望する夫婦が多い地域では、

配偶者のみを対象としたクラブ支部を設け、同時に家族会員割引制度から恩恵を受けることができます。

また、クラブ支部プログラムを使って、若い世代にライオンズへの参加を促したり、キャンパスクラブ

支部を結成させたりすることも可能です。 

 

参考資料： 
 クラブ支部キット（KITBR） 

 クラブ支部通知書（CB-1） 

 クラブ支部会員報告書（CB-2） 

 クラブ支部ガイド（CB-4） 

 クラブ支部に関するパンフレット（CB-17） 

 正クラブに変換するクラブ支部の会員報告書（CB-21） 

 

 

アワード： 
 

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/cb21.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/cb1.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/cb2.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/cb4.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/cb17.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/cb21.pdf


 

 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、記念となるバナー

パッチが贈られます。 

 

国際協会の連絡先：  
会員オペレーション課 

電話：630-203-3831 

Eメール：newclubs@lionsclubs.org 

 

mailto:newclubs@lionsclubs.org


 

キャンパス・ライオンズクラブ・プログラム 
 

プログラムの概要： 
大学内にライオンズクラブを設けることは、学生及び学校関係者に、彼らが抱える独自の問題に団結し

て取り組み、役立つ指導力や事業管理能力を磨くとともに、奉仕について学ぶ機会をもたらします。学

生たちは、クラブへの参加を通じ、地域のニーズを見極め、実社会の問題に取り組むための問題解決の

技法を学びます。 

 

よくある質問： 
キャンパス･ライオンズクラブを構成するのは、大学生をはじめ、大学の経営陣、職員、同窓生、地域の

住民、教職員などです。こうしたクラブが、学生と教職員の間に強い絆を築きます。 

 

学生会員にはどのようなメリットがありますか？ 

 キャンパス、地域、そして世界のコミュニティでボランティアする機会が得られる 

 世界最大の奉仕クラブ団体の会員として活動できる 

 リーダーシップ研修 

 ビジネスやマネジメントのスキルを強化できる 

 人脈づくりができる 

 履歴書にも書ける経験が積める 

 他のクラブに転籍することもできる 

 

大学にはどのようなメリットがありますか？ 

 学生にリーダーシップを発揮するチャンスを与えることができる 

 知名度の高い奉仕クラブの会員になる機会を与えられる 

 キャンパス内や近辺のコミュニティでの人道的奉仕活動が増える 

 注目度の高い奉仕事業を行って地域への前向きなPRにつなげられる 

 ライオンズクラブ国際協会と、協会が持つ広大なボランティア・ネットワークの支援を得られる 

 

学生会員プログラムは、キャンパス･ライオンズクラブ･プログラムにどのような恩恵をもたらします

か？ 

学生会員プログラムは学生に特別な会費割引を提供することにより、学生の参加を促します。教育機関

に籍を置く30歳以下の学生には、入会費/チャーター費が免除されるだけでなく、国際会費も半額となり

ます。さらにキャンパス・ライオンズクラブには、一般的な学校の年間スケジュールに対応できるよう、

会費請求修正期間の延長が認められます。キャンパスクラブの学生会員と、学生会員が大半を占めるク

ラブの会員は、チャーターの時点で学生会員割引に基づく国際会費全額1年分を前納する必要があります。 

 

30歳を超える学生がキャンパス・ライオンズクラブに入会した場合には、何らかの割引があるのです

か？ 

はい。30歳を超える学生のチャーター費・入会費は、学生会員証明書（STU-5）が提出されれば、10ドル

となります。国際会費は通常額が適用されますが、前払いの必要はありません。 

 

参考資料： 
 キャンパス・ライオンズクラブ・キット（KITCC） 

 キャンパス・ライオンズクラブ結成の手引（EX-517） 

 キャンパスクラブ・パンフレット（EX-537） 

 キャンパスクラブ用ポスター（EX-538） 

 キャンパスクラブについての教員顧問用パンフレット（EX-514） 

 学生会員証明書（STU-5） 

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/stu5.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/ex517.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/ex537.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/ex538.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/ex514.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/stu5.pdf


 

アワード： 
 キャンパスクラブ・アワード・パッチ - キャンパスクラブ・アワード・バナーパッチは、新規

キャンパス・ライオンズクラブをスポンサーするライオンズクラブに贈られます。 

 キャンパス・アワードピン - キャンパス・アワードピンは、エクステンションに努め、キャン

パス・ライオンズクラブの結成に貢献したとして地区ガバナーの判断で選ばれたライオンに授与

されます。 

 

重要な日：  
 「キャンパス・ライオンズクラブ」には、6月30日までと12月31日までとがあります。 

 キャンパスクラブは通常7月と1月に半期分国際会費の請求を受け、支払いは請求から90日以内、

あるいは未納期間が120日過ぎる前に行う必要があります。 

 

国際協会の連絡先： 
キャンパス・ライオンズクラブに関する問い合わせ先： 

会員オペレーション課 

電話：630-203-3831 

Eメール：membershipoperations@lionsclubs.org 

 

MyLCIサポートセンター 

Eメール：MyLCI@lionsclubs.org  

 

会員サービスセンター 

電話：630-203-3830 

Eメール：Memberservicecenter@lionsclubs.org 

 

mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:Memberservicecenter@lionsclubs.org


 

レオ・ライオンズクラブ・プログラム 
 

プログラムの概要： 
レオ・ライオンズクラブは、レオ修了者がレオとしての活動で培ってきた技能を、ライオンとしてさら

に磨き上げ活用する場となります。この移行を容易にするために、ライオンズクラブ国際協会は元レオ

会員及び他の同様の志を持つ若年成人に、特別な会費割引を適用するとともに、新クラブ結成という素

晴らしい機会を提供しています。 

 

よくある質問： 
レオ・ライオンズクラブを結成するための特別な必要条件がありますか？ 

はい。レオ・ライオンズクラブを結成するには、レオクラブに少なくとも1年と1日在籍した10人以上の

元レオを中心として、最低でも合計20人の会員が必要です。この条件を満たした場合、元レオ会員及び

彼らが勧誘した若年成人はチャーター費/入会金が免除され、30歳まではレオ変換プログラムの特典を受

ける資格があり、国際会費は半額のみで済みます。この割引を受けるには、証明が必要となります。 

 

ライオンとなるレオと若年成人はどのようにして証明を受けるのですか？ 

新クラブの場合には、入会したレオ及び若年成人の一人ひとり個別に「レオ変換証明書及びレオ奉仕歴

報告書」（LL-2）を提出する必要があります。既存のクラブの場合は、入会したレオ・ライオンまたは

若年成人をMyLCIで報告した上で国際本部に同書を提出します。 

 

レオ・ライオンズクラブに入会できるのはどのような人ですか？ 

ライオンズの会員となる要件を満たす個人は誰でも、レオ・ライオンズクラブの会員となる資格があり

ます。ただし、31歳以上の会員は、レオ変換プログラムの会費割引の対象とはなりません。 

 

参考資料： 
 レオ変換証明書及びレオ奉仕歴報告書（LL-2） 

 レオ・プログラム修了者のための特別な機会（LL-1） 

 

国際協会の連絡先：  
レオ・ライオンズクラブに関する質問の問い合わせ先： 

会員オペレーション課 

電話：630-203-3831 

Eメール：membershipoperations@lionsclubs.org 

 

MyLCIサポートセンター 

Eメール：MyLCI@lionsclubs.org  

 

会員サービスセンター 

電話：630-203-3830 

Eメール：Memberservicecenter@lionsclubs.org 

  

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/ll1.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:Memberservicecenter@lionsclubs.org


 

公認ガイディング・ライオン 
 

プログラムの概要： 
公認ガイディング・ライオン・プログラムは、この重要なライオンが担当のクラブを効果的に支援でき

るよう、彼らが個々のクラブに合わせて実用的な研修プログラムを考案し、最新のツールや研修に精通

する手助けをするために開発されました。 

 

そのコースは自習または講師の進行により履修でき、以下の6つのセクションに分かれています。 

 

 セクション1：成功するガイディング･ライオンのスキル：このセクションでは、効果的に任務を

果たすために必要なリーダーシップ・スキルを分析し、各自が磨く必要のありそうなスキルを評

価できます。 

 セクション2：最初が肝心 – 情報通になろう：このセクションでは、役立つツールや研修に精通

し、それらを特に担当クラブの役員に合わせて考案した研修プログラムの一環として活用できる

ようにします。 

 セクション3：クラブ役員メンター・チームの編成：このセクションでは、担当クラブの役員の

ニーズに合った専門スキルを持つ知識豊富な他のライオンを、そのクラブの効果的なメンター・

チームに参加させる方法について概説します。 

 セクション4：クラブ役員研修の企画：このセクションでは、ガイディング・ライオンに基礎か

ら始まる研修テンプレートを提供します。それを役立てれば、ゾーンや地区が行う研修に向けて

強固な基盤を養うことができるでしょう。 

 セクション5：ガイディング・ライオン用の資料及び情報源：クラブの例会案、研修チェックリ

スト、個々のライオンズクラブ特有のニーズに対応するための「ガイディング・ライオン・ホッ

トライン」など、ガイディング・ライオン及び/または担当クラブの役員が利用できる重要な資

料や情報源を紹介します。 

 セクション6：クラブ再建：この新たなセクションは、公認ガイディング・ライオンのツールや

テクニックを弱体クラブや解散クラブの再建に応用できるよう設けられました。このセクション

には、クラブの強みと課題を見極めるための評価フォーム、任命用紙、実地のワークショップで

使える追加パワーポイント・スライドが含まれています。 

 

研修を終えると、テストを受けて受講確認書と答案を国際本部に提出するよう求められます。修了を認

められると認定書が送られ、地区ガバナーが活用できるよう、公認ガイディング・ライオンとしてデー

タベースに登録されます。地区ガバナーはこのリストを役立てて、クラブの担当者として最もふさわし

いライオンを任命できます。 

 

2010年10月4日より、公認ガイディング・ライオンが「公認」の認定を維持するためには、3年ごとに改

めて公認ガイディング・ライオン研修コースを履修しなければならないことになりましたのでご留意く

ださい。 

 

よくある質問： 
研修コースの資料はどこにありますか？ 

本コースの資料は国際協会のウェブサイトに掲載されており、検索エンジンに「公認ガイディング・ラ

イオン」と入力して見つけることができます。 

 

コースはいつ受ければよいのでしょうか？ 

可能であれば、支援すべきクラブが割り当てられる前に履修してください。そうすることで、コースの

内容を十分に理解した上でクラブの育成計画を立てるゆとりができます。 

 



 

私はライオンとなって長いのですが、なぜコースを受講する必要があるのですか？ 

コースでは利用できる最新の補助資料やプログラムが取り上げられているので、経験豊かなライオンに

とっても役に立ちます。また、支援計画の策定にあたって見落としがないよう、体系的できめ細かいア

プローチの仕方も教えてくれます。 

 

コースを修了したら、自動的に支援すべきクラブを割り当てられますか？ 

いいえ。ガイディング・ライオンは、新クラブが結成された場合やクラブが弱体化していると見なされ

た場合に、地区ガバナーによって任命されます。ただし、公認ガイディング・ライオンのリストが用意

され、地区ガバナーが有資格のライオンをクラブに割り当てる際に役立てられます。 

 

参考資料： 
コースの資料を入手するには、国際協会のウェブサイト（www.lionsclubs.org）の検索エンジンに「公

認ガイディング・ライオン」と入力してください。あるいは、地区及びクラブ行政部まで電話（630-468

-6828）もしくはEメール（districtadministration@lionsclubs.org）で連絡し、コースの資料一式、講

師ガイド、研修用パワーポイント・スライドを取り寄せることもできます。 

 

国際協会の連絡先： 
地区及びクラブ行政部 

電話：630-468-6828 

Eメール：districtadministration@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/JA
mailto:districtadministration@lionsclubs.org
mailto:districtadministration@lionsclubs.org


 

会員増強交付金プログラム 
 

プログラムの概要： 
地区及び複合地区がこうした新たなマーケットを確保したり、新たな勧誘戦略を試したりする際の援助

を行うため、会員増強委員会は会員増強交付金用に資金を割り当てています。 

 

交付金が承認された会員増強事業に対しては、承認済みの事業経費の75％（地区の場合には上限5千ドル、

複合地区の場合には上限1万ドル）が、特定のカテゴリーにおいて対象となる交付金支給監査規定に沿っ

て払い戻されます。 

 

よくある質問： 
会員増強及び新クラブ結成に取り組むための事業案に対して、どれだけの資金が利用できるのですか？ 

世界各地でまんべんなく活用されるよう、比較的大きい会則地域（第1、第3、第4、第5、第6の会則地域）

には年間1万5千ドルまでの資金、また小さい会則地域（第2及び第7の会則地域）には年間5千ドルまでの

資金交付が可能です。他の会則地域において未使用の資金がある場合には、すでに交付金を受けた地域

に対して、3月/4月の理事会会議での審議により追加の資金が交付される場合もあります。 

 

事業案は、他の会則地域に未使用の資金がある場合には交付金支給の対象となります。 

 

資金はどのようにして申請するのですか？ 

マーケティング・チームがすべての申請書の審査を行い、申請書が完全なものであり、実行可能なマー

ケティング方法を用いた会員増強事業案であることを確認します。追加の情報を入手し、会員増強の機

会について検討するため、チームのスタッフが申請者に連絡を取る場合があります。交付条件を満たし

た申請は、その後、最終的な承認を受けるべく、会員増強委員会によって審議されます。 

 

新クラブ結成及び会員増強の実質的な目標を定めた地区への交付が優先されます。交付対象となる会員

増強活動計画は、結果として、最低二つの新規クラブ及び/または100人の新規会員をもたらすものでな

ければなりません。交付金の申請は各理事会会議で審議されます。3月/4月の理事会会議で審議される交

付金申請書にはすべて、副地区ガバナーの署名が必要となります。 

 

交付金事業の実施期間には制限がありますか? 

交付金が交付されたら、交付日から18カ月以内に事業を実施・完了しなければなりません。この期間、

事業は専門的な支援を提供する国際協会スタッフとの密接な協調のもとに行われます。 

 

交付金受領者は、資金を全額使用済みであっても、18カ月が経過するまで新たに交付金を申請すること

はできません。 

 

参考資料： 
 会員増強交付金申請書（MGA） 

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mga.pdf


 

重要な日： 
 交付金申請書は、次に予定されている理事会会議で審議されるためにはその会議の少なくとも45

日前までに国際本部に届いていなければなりません。 

 交付金支給限度枠に達している地域は、3月/4月の理事会会議の45日前までに交付金の申請をす

ることができます。 

 

国際協会の連絡先： 
マーケティング・チーム 

電話：630-203-3846 

Eメール：membershipgrants@lionsclubs.org 

mailto:membershipgrants@lionsclubs.org


 

レオクラブ・プログラム 
 

プログラムの概要： 
レオクラブはライオンズクラブ国際協会ネットワークの一部を成し、世界中の地域のライオンズクラブ

によって結成、スポンサーされています。現在、140を超える国と地域に約6,700のレオクラブが存在し

ます。レオクラブによる活動や事業は、地域社会の改善だけでなく、青少年が指導力や物事をまとめて

いく力、そして社会技能を身につけ、発揮する上でも役立っています。レオクラブへの参加を通し青少

年は、生涯を通じて人の役に立とうという強い意志を養うことができます。 

 

地域社会奉仕に関心を持つ善良な青少年は、誰でもレオクラブに入会できます。学校または地域社会を

基盤とするレオクラブは、アルファとオメガの2種類に分けられます。アルファ・レオクラブは、12歳か

ら18歳までの青少年を対象としています。その焦点は、中高生の個人的及び社会的な成長です。オメ

ガ・レオクラブは18歳から30歳までの若年成人を対象としています。その目的は、若い世代の人格的及

び職業的な成長に置かれています。 

 

よくある質問： 
レオクラブはどのようにして結成すればよいですか？ 

レオクラブの結成に関する情報は、レオクラブ結成キットに含まれています。このキットは国際本部の

レオクラブ・プログラム課から無料で取り寄せることができます。キットの注文については、leo@lions

clubs.orgまでご連絡ください。  

 

レオクラブをスポンサーすると、どのような費用がかかりますか？ 

スポンサーとなるライオンズクラブは、一度限りのレオクラブ結成費100ドルを納めなければなりません。

結成費は以下の用途に充てられます。 

 結成確認書 

 レオクラブ役員キット 

 レオクラブ・スポンサーキット 

 レオクラブ結成時の会員人数分のレオ・ラペルピン 

 

レオクラブ･プログラムの運営事務経費として、スポンサー・ライオンズクラブはさらに100ドルのレオ

クラブ年間納入金を支払わなければなりません。この納入金は、毎年7月にスポンサー･ライオンズクラ

ブの口座を通して請求されます。レオクラブが結成された年度は納入金が免除されます。 

 

スポンサー･ライオンズクラブとレオクラブの関係はどういったものですか？ 

スポンサー･ライオンズクラブにはレオクラブを指導し、助言を与えるという責任があります。また、レ

オと緊密に協力することで、レオクラブが確実にライオンズクラブ国際協会の方針に沿って運営される

ようにします。ライオンズは率直かつ建設的にレオを監督します。 

 

レオには年齢制限がありますか？ 

あります。レオクラブ会員は、12歳から30歳まででなくてはなりません。アルファ・クラブは12歳から1

8歳までの会員を対象とし、オメガ・クラブは18歳から30歳までの会員を対象とします。 

 

複数のライオンズクラブが一つのレオクラブをスポンサーしてもよいのですか？ 

はい。文書による地区ガバナーの承認があれば、二つ以上のライオンズクラブが共同で一つのレオクラ

ブをスポンサーすることができます。その場合、各スポンサー･ライオンズクラブから同数の代表者がレ

オ諮問委員会に加わります。ただし、レオクラブ関連の請求や運営に関する国際本部との常設の窓口と

なるクラブを、スポンサー・ライオンズクラブの中から一つ指定する必要があります。なお、一つのラ

イオンズクラブがスポンサーできるレオクラブの数に制限はありません。 

 

mailto:leo@lionsclubs.org
mailto:leo@lionsclubs.org


 

別のライオンズクラブが代わりにレオのスポンサーとなることは可能ですか？ 

はい。その場合には、新たにスポンサーとなるライオンズクラブの役員からの手紙（スポンサーとなる

ことを引き受ける旨を記載）が、前スポンサー・ライオンズクラブの役員からの手紙（スポンサーを取

り消す旨を記載）とともにレオクラブ・プログラム課に提出されなければなりません。 

 

クラブ支部またはライオネスクラブはレオクラブをスポンサーできますか？ 

できません。レオクラブをスポンサーすることができるのは、ライオンズクラブだけです。クラブ支部

とライオネスクラブの会員がレオクラブの共同アドバイザーを務めることは可能です。 

 

レオクラブのスポンサー･ライオンズクラブがステータスクオ処分を受けるか､あるいは解散すると、そ

のレオクラブはどうなるのですか？ 

スポンサー･ライオンズクラブがステータスクオ処分を受けた場合、レオクラブにその影響が即座に及ぶ

ことはありません。ただし、スポンサー･ライオンズクラブがその結果解散した場合には、レオクラブも

同様に解散しなくても済むよう、新たにスポンサーとなってくれるライオンズクラブを見つけるために1

80日の「猶予」期間がレオクラブに与えられます。 

 

レオクラブは国際本部に対し、どのように月例及び年次の役員報告や会員報告を行うのですか？ 

レオクラブの会員と役員に関する情報は、MyLCIを通して報告すべきです。 

 

会員データを保護するため、MyLCIの利用にはパスワードが必要です。レオクラブ役員及びレオクラブ顧

問は、国際協会の会員番号を使って自らのユーザー名とパスワードを登録します。MyLCIの登録プロセス

ではユーザーのパスワードは毎年そのまま維持されますが、役員としての任期を継続しない場合には使

用不可となります。登録後は、一人の役員がクラブや地区、複合地区レベルで複数の役職を務める場合

も、同じユーザー名とパスワードでMyLCIのすべての必要な機能にアクセスすることができます。各役員

の利用できるMyLCIの機能は、その時の国際協会における役職によって変わります。MyLCIでの登録に関

する詳細は、mylci@lionsclubs.orgまでお問い合わせください。 

 

レオ地区またはレオ複合地区は国際本部に対し、どのように年次の役員報告を行うのですか？ 

 

レオ地区とレオ複合地区はまだMyLCIを利用できないため、それぞれが書式「Leo-91」に必要事項をもれ

なく記入し、毎年7月1日までにレオクラブ・プログラム課（leo@lionsclubs.org）に、提出しなければ

なりません。 

 

レオクラブは国際本部に対し、どのように地域社会奉仕事業やアクティビティの報告を行うのですか？ 

レオクラブはライオンズクラブがすでに行っているのと同様の手順で、MyLCIを通して奉仕事業やアクテ

ィビティを報告します。MyLCIでのアクティビティ報告に関する詳細は、よくある質問をご覧ください。 

 

レオまたはレオクラブ・プログラムに関わっているライオンは、どのようにして国際本部にレオクラ

ブ・プログラムについての意見を出せばよいのですか？ 

レオクラブ・プログラム諮問パネルは、レオとライオンズがレオクラブ・プログラムについてライオン

ズクラブ国際協会とアイディアを分かち合うための手段として、理事会の承認を得て設けられたもので

す。パネルのメンバーは2年の任期を務め、任期中、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。諮問パネルは、レオクラブ・プログラムに影響を及

ぼす事項やリーダーシップ育成のさらなる機会についてレオに意見を出す機会を与えるものです。また、

七つのすべての会則地域のレオとネットワークを築くとともにアイディアを共有するチャンスももたら

し、レオは世界各地におけるレオクラブ・プログラムの類似点や相違点について理解を深めることがで

きます。詳細は国際協会のウェブサイトに掲載されています。 

 

mailto:mylci@lionsclubs.org
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レオクラブの会員とクラブに協力するボランティアは、協会の損害賠償責任保険の適用対象ですか？ 

レオクラブの会員とクラブに協力するボランティアは、国際協会の損害賠償責任保険プログラムの適用

対象となっています。レオの行事及びアクティビティに起因する出来事、あるいはその実施中における

出来事が原因で身体的損傷または財物損壊を被った第三者に対して、被保険者が損害賠償として法的に

支払義務を負う額を、本保険が支払います。本保険は、身体的損傷及び/または物的損害に対して、1件

につき100万ドル、総額200万ドルを補償します。本保険への加入は自動的に行われます。事故のため保

険加入の証拠が必要な場合は、協会のウェブサイトwww.lionsclubs.orgの「会員センター」→「情報資

源」のページから24時間いつでも即座に保険証書を印刷することができます。 電話（米国1-800-316-67

05）、もしくはEメール（lionsclubs@dspins.com）で要請することもできます。詳しくは、国際本部の

法律課にお問い合わせください。 

 

参考資料： 
 アルファ新会員キット（KIT810-A） 

 オメガ新会員キット（KIT810-O） 

 レオクラブ・プログラムに関する一般的な情報を載せたライオンズ向け資料（LEO-46） 

 アルファ・レオ勧誘ポスター（LEO10-A） 

 オメガ・レオ勧誘ポスター（LEO10-O） 

 アルファ・レオ勧誘パンフレット（LEO57-A） 

 オメガ・レオ勧誘パンフレット（LEO57-O） 

 アルファ・レオクラブ プログラム ハンドブック（レオクラブ顧問、レオ役員、スポンサー･ラ

イオンズクラブのための参考資料）（LEO65-A） 

 オメガ・レオクラブ プログラム ハンドブック（レオクラブ顧問、レオ役員、スポンサー･ライ

オンズクラブのための参考資料）（LEO65-O） 

 「レオの光で子どもたちを照らそう」案内パンフレット（LEO-304） 

 レオクラブ結成報告書（LEO-51） 

 レオクラブ役員報告書（Leo-72） 

 レオ地区及びレオ複合地区の年次報告書（LEO-91） 

 

アワード： 
レオクラブ・プログラムに関する数多くのアワードの詳細は、ライオンズクラブ国際協会ウェブサイト

のレオのセクションに掲載されています。 

 

重要な日： 
 7月1日：レオ地区及びレオ複合地区の年次報告書（LEO-91）提出期限 

 8月15日：レオクラブ優秀賞（LEO-105）申請期限 

 10月：レオ会員増強月間 

 11月15日：レオ10月会員増強賞（LEO-101）申請期限 

 12月5日：国際レオ・デー 

 4月：レオクラブ認識月間 

 4月1日：ベストレオ賞申請書（LEOLOY）提出期限 

 5月1日：年次レオクラブ役員報告書（LEO-72）提出期限 

 

国際協会の連絡先： 
レオクラブ･プログラム課 

電話：630-468-6759 

Eメール：leo@lionsclubs.org 
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