
 

 

家族会員プログラム 
 

プログラムの概要： 
家族会員プログラムは、特別な会費制度をはじめ、クラブの活動に子どもや青少年が参加できるようプ

ログラムを提供することにより、家族ぐるみのボランティア活動を奨励するものです。ファミリー･フレ

ンドリー･クラブやカブ･プログラムは、クラブに新たなエネルギーや熱意を注ぎ込み、ボランティアの

伝統やライオンズとの生涯に渡る関係を築くとともに、新クラブ結成を促します。 

 

よくある質問： 
家族会員プログラムの会費制度はどのようなものですか？ 

1人目の家族会員（世帯主）は通常額の国際会費（43ドル）を支払いますが、2人目以降最高4人までの有

資格の家族は国際会費が半額（21ドル50セント）となります。すべての家族会員が1回限りの入会費（25

ドル）またはチャーター費（30ドル）を支払います。 

 

家族会費制度は、国際会費にのみ適用されます。クラブ、地区、複合地区は、それぞれのレベルにおい

て独自の家族会費制度を導入することが奨励されています。 
 

 

家族会員の会費制度を受ける対象は誰ですか？ 

家族会員プログラムの対象となるのは、（1）ライオンズへの入会資格があり、（2）現在、同じクラブ

に在籍または入会しており、（3）同一世帯に属するとともに血縁、婚姻、またはその他の法的関係によ

って結ばれている家族です。一般的な世帯家族（会員）には、親、子、配偶者、おじ、おば、従兄弟、

祖父母、義理の親や兄弟、その他法律上の扶養家族が含まれます。26歳未満の家族会員であり、大学在

学中の場合、あるいは自国の兵役任務に就いている場合には、同居の規定の適用は免除されます。 

 

家族会員となることを申し出た会員が、家族会費制度を受ける資格があるか不明な点がある場合には、

どうしたらいいのでしょうか？ 

定義に基づき、クラブ幹事は、クラブ内のどのライオンズに家族会費制度を受ける資格があるのかを決

定しなければなりません。クラブ幹事は監査されることを前提として、家族の関係や住所を確認するの

に使った書類を証明書に記載するか、MyLCIで選択する必要があります。 

 

家族は、どのようにして家族会員として認められるのですか？ 

新クラブも既存のクラブも、家族会員の証明をMyLCIで行えます。新クラブはMyLCIでなくても、チャー

ターメンバー報告書（TK21-A）に記載して家族会員の証明を行うことができます。既存クラブもMyLCIで

はなく、MMRに家族証明用書式(TK-30)を添えて提出できます。住所変更または会員種別に変更があった

場合にのみ、再度証明が必要となります。 

 

クラブ幹事は、どのようにして世帯主（HH）を決めるのですか？ 

家族の誰もが、家族会員における世帯主となることができます。家族が世帯主となる人を1人指定します。

その後、その世帯に関する全ての情報は、世帯主と指定された家族会員と他の家族会員との関係を基盤

とします。 

 

家族会員の義務や特権は、正会員とは異なりますか？ 

いいえ。家族会員は、ライオンズクラブの正会員としての全ての必要条件を満たす必要がありますし、

正会員の身分に伴うすべての権利及び特権を受けることが出来ます。 

 

参考資料： 

 家族会員に関するパンフレット（MPFM-8） 

 家族を主体とするクラブ構想への手引 

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/MPFG1.pdf


 

 

 家族証明用書式（TK-30） 

 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） 

 ライオンズ家族カブ・プログラム・アクティビティ（MPFM-34） 

 カブ・プログラムに関するパンフレット（MPFM-37） 

 ライオンズ家族及び女性シンポジウム・プログラム企画ガイド（MP-101） 

 

国際協会の連絡先： 
家族会員プログラムに関するお問い合わせ先： 

会員オペレーション課 

電話：630-203-3831 

Eメール：membershipoperations@lionsclubs.org 

  

オンラインによる家族証明に関するお問い合わせ先： 

MyLCI サポートセンター 

Eメール：MyLCI@lionsclubs.org  

 

「家族会員証明書」の処理または提出に関するお問い合わせ先： 

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/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mpfm33.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mpfm34.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mp101.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:wmmr@lionsclubs.org


 

 

女性会員増強プログラム 
 

プログラムの概要： 
女性会員増強活動は、ライオンズにおける女性の会員数を引き上げるために2003年に開始されました。

この活動は、非常に素晴らしい成果を挙げており、本協会は継続して女性会員の増加を記録しています。

2008年には、女性会員増強活動が、家族会員プログラムと一緒になりました。 

 

よくある質問： 
女性会員の増強を奨励するために、ライオンズクラブ国際協会はどのような活動を行なっているのです

か？ 

1. 家族及び女性会員増強スペシャリストが、地区ガバナー・チームによって任命されます。任期は

3年で、家族会員や女性会員の勧誘及び参加について担当します。家族及び女性会員増強スペシ

ャリストの任命は、地区ガバナー・チームが、GMT複合地区コーディネーター及びGMT地区コーデ

ィネーターと相談の上行います。 

2. 家族及び女性会員シンポジウム補助金が、意見交換をはじめ、事業や新会員、新クラブ結成の機

会を判断するのに利用できます。 

3. 地域別女性ワークショップ補助金が、女性会員の勧誘や維持にまつわる問題等を検討したり、ラ

イオンズクラブにおける女性会員数を増やすための戦略を考案し、行動計画を打ち立てたりする

ために利用できます。 

 

女性会員は、どの位増加しているのですか？ 

女性会員数は、2002～2003年度の全会員数に対する13.7％から、2014～2015年度の27%へと増加しました。 

 

参考資料： 
 私はライオンズの会員（ME-37） 

 シンポジウム企画ガイド（MP-101） 

 ライオンズ地域別女性ワークショップ企画ガイド（MP-102） 

 

国際協会の連絡先： 
会員開発 

電話：630-203-3831 

Eメール：membershipdev@lionsclubs.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me37.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mp101.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mp102.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


 

 

学生会員プログラム 
 

プログラムの概要： 
「学生会員プログラム」は特別な会費割引を提供することにより、キャンパスクラブや従来のクラブへ

の学生の入会を呼びかけ、彼らの活力をライオンズに取り込むことを目的としています。本プログラム

により国際協会の勧誘活動の範囲が広がり、さらに多くの学生に入会の機会を与えることができるよう

になります。 

 

よくある質問： 
「学生会員プログラム」の内容とは？ 

 正会員：学生は「正会員」であり、完全な投票権を含むあらゆる権利と特権が与えられ、ライオ

ンズクラブの会員であることから生じるすべての義務を負います。 

 学生会費：資格のある学生はチャーターまたは入会費の免除を受け、国際会費は半額のみ納入し

ます。さらに地区や複合地区に対しては、必要に応じて学生会員の会費の免除または減額を検討

することが奨励されます。重要：新規に結成されるキャンパス・ライオンズクラブの学生会員、

もしくは学生会員が会員の過半数を占める新クラブは、学生会員割引額の国際会費を1年分前納

しなければなりません。 

 

「学生会費割引」の対象となるのは誰ですか？ 

適用対象となる「学生」の定義は次の通りです。教育機関に在籍し、居住地の法律で定められた成人年

齢から30歳までの学生。学生会員は、教育機関への在籍の事実と年齢を証明する書類の提出が必要です。 

 

キャンパスクラブあるいは学生会員が大半を占めるクラブが結成される場合、学生会員プログラムの適

用資格を有する各チャーターメンバーは、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。このような会費はチャーター申請書の提出時に納入されなければなりません。クラブが結成さ

れて以降は、会費を前納する必要はなくなります。 

 

現在、キャンパス・ライオンズクラブに所属している学生も適用の対象となりますか？ 

はい。キャンパス・ライオンズクラブの学生は、「学生会費割引」を受ける資格があります。 

 

学生会費割引は通常のライオンズクラブにも適用されますか？ 

はい。従来のライオンズクラブに所属している学生会員は、すべて「学生会費割引」適用の対象となり

ます。 

 

参考資料： 
 学生会員証明書（STU-5） 

 若手会員勧誘ガイド(EX-800) 

 若手会員勧誘ガイド・パワーポイント 

 「意味ある活動に参加しよう」パンフレット(EX-801) 

 「参加しよう。ライオンになろう」ビデオ 

 

 

国際協会の連絡先： 
学生会員プログラムに関するお問い合わせ先： 

会員オペレーション課 

電話：630-203-3831 

Eメール：membershipoperations@lionsclubs.org 

 

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/stu5.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/ex800.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/ppt/YoungAdultsRecruitingGuide.ppt
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/ex801.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qtryMhBcxcE
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


 

 

オンラインによる家族証明に関するお問い合わせ先： 

MyLCIサポートセンター 

Eメール：MyLCI@lionsclubs.org 

 

「家族会員証明書」の処理または提出に関するお問い合わせ先： 

会員サービスセンター 

電話：630-203-3830 

Eメール：Memberservicecenter@lionsclubs.org 

mailto:wmmr@lionsclubs.org


 

 

レオ変換プログラム 
 

プログラムの概要： 
台頭してくる若いリーダー達の間で、ライオンズを人道的活動の戦力として指導的立場に位置付けるた

めに、国際協会では、有資格の元レオ会員及び若年成人の会費割引を追加することにより「レオ変換プ

ログラム」を刷新しました。レオ変換プログラムは、レオ修了者のライオンズクラブへの入会を奨励し、

また同様の志を持った若年成人を勧誘して彼らのライオンズへの加入を促し、将来ライオンズでリーダ

ーシップがとれるよう道を開くためのものです。 

 

よくある質問： 
「レオ変換プログラム」の内容とは？ 

 正会員：元レオとして資格のある個人または有資格の若年成人は正会員であり、完全な投票権を

含む、ライオンズクラブ会員であることから生ずる全ての権利と特権を持ち、また全ての義務を

負います。 

 レオ変換プログラムによる会費割引：元レオ会員及び有資格の若年成人は、チャーター費/入会

費が免除されます。また、30歳までは国際会費が半額となります。 

 

「レオ変換プログラム会費割引」の対象となるのは誰ですか？ 

 元レオ会員 - 居住地において法律上の成人年齢に達し、かつ30歳以下の現及び元レオ。年齢と

レオクラブ会員歴の証明が必要です。レオはまた、新しいライオンズクラブを結成し、仲間を募

る機会があります。 

 有資格の若年成人 - 新結成クラブのチャーターメンバーのうち少なくとも10人が、元レオ会員

として上記の資格を満たし、かつ少なくとも1年と1日在籍していた場合、居住地で法律上の成人

年齢に達し、かつ30歳以下の若年成人も有資格と認められます。有資格の若年成人は、年齢を証

明する書類の提出が必要です。 

 

会費割引は通常のライオンズクラブにも適用されますか？ 

はい。従来のライオンズクラブに入っている全ての有資格の元レオ会員は、レオ変換プログラムによる

会費割引を受ける資格があります。ただし若年成人については、10人以上の、在籍歴が少なくとも1年と

1日ある元レオによって結成されたクラブに加入する場合にのみ割引が適用されます。 

 

レオ修了者がライオンズに加入することには、他にどのような利点がありますか？ 

 レオとしての活動年数を算入：元レオ会員は、「レオ変換証明書及びレオ奉仕歴報告書」（LL-2）

で届け出ることにより、レオ会員としての活動年数をライオンズクラブ会員歴に算入できます。

ライオンズクラブ幹事は、この書類を国際本部の会員オペレーション課に提出します。 

 レオとしての役員歴を算入：レオの組織で役員を務めたレオについては、その役員歴の1年をラ

イオンズとして地区で定める特定の役職に就くために必要な役員歴に算入することが可能です。

ただし、国際付則によりその資格要件が規定される地区ガバナーと副地区ガバナー職は除きます。 

 

元レオと若年成人はどのように証明を受ければよいですか？ 

レオとしての活動年数を算入し、元レオ・若年成人として会費割引を受けるには、「レオ変換証明書及

びレオ奉仕歴報告書」（LL-2）を使用します。MyLCIを使用するクラブは、その会員を登録した上で、会

員オペレーション課に各元レオのLL-2を提出します。MyLCIで提出しないクラブは、LL-2を以下の方法で

国際本部の下記宛てに送付します。 

 

 新規のクラブは「チャーターメンバー報告書」とともに会員オペレーション課へ 

 既存のクラブはMMRとともに会員サービスセンターへ 
 

 

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


 

 

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：  
「レオ変換プログラム」に関するお問い合わせ先： 

会員オペレーション課 

電話：630-203-3831 

Eメール：membershipoperations@lionsclubs.org 

 

オンラインによる証明に関するお問い合わせ先： 

MyLCI サポートセンター 

Eメール：MyLCI@lionsclubs.org 

 

「レオ変換証明書及びレオ奉仕歴報告書」の処理または提出に関するお問い合わせ先：  

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/ll1.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:MemberServiceCenter@lionsclubs.org


 

 

クラブ会員委員長 
 

どのライオンズクラブもクラブ会員委員長を設けることが不可欠です。クラブ会員委員長は会員増強に

おいてクラブを支援します。会員増強は、新会員の勧誘と会員の満足度向上を通じて達成可能です。会

員が満足するということは、会員がクラブを退会しないで長きにわたり奉仕を続けるということにつな

がります。 

 

 

よくある質問： 
クラブ会員委員長を務めるにあたり、最初にするべきことは何ですか？ 

最初にするべきことは、「クラブ会員委員長ガイド」（ME-44）を通読することです。このガイドには、

委員長の職責についての説明や委員長職に役立つヒントが掲載されているほか、利用可能な情報資料が

紹介されています。また、委員長として会員の満足度向上を図ったり、会員増強計画を策定するために

も役立ちます。 

 

クラブ会員委員長の責務にはどのようなものがありますか？ 

一般的な責務として挙げられるのは、会員委員会の組織、他の委員会との協力、会員委員長勧誘報告書
及びクラブ会員満足度報告書の提出、クラブ理事会のメンバーを務めることです。 

 

会員満足度に関する責務として挙げられるのは、会員の満足度を高めるための計画の立案、現在の会員

満足度の検討と行動計画の策定及びクラブを退会する会員に対する退会時アンケートの実施です。 

 

会員勧誘に関する責務として挙げられるのは、会員増加のための計画の立案、会員の種類及びライオン

ズクラブ国際協会で用意されている各種プログラムの理解、新会員勧誘の奨励、新会員に対する新会員

オリエンテーション及びライオンズ・メンター・プログラム参加の徹底です。 

 
会員委員長はどのようなサポートを受けることができますか？ 

会員委員長は、自らの会員委員会及び地区GMTチームと密接に連携するべきです。会員委員会の構成は、

クラブのニーズに最も沿う形にすべきですが、国際協会としては、前年度の会員委員長、次年度の会員

委員長を務める可能性のある会員、並びに新会員勧誘または会員の満足度向上に関心のあるクラブの会

員を含めることを推奨しています。協会推奨のこの構成は、クラブの取り組みを率いてくれる団結した

チームを作ることにより、会員の満足度向上と増強を優先事項とする上でクラブに役立ちます。 
 

資料  
 クラブ会員委員会ガイド（ME-44） 

 会員招請及び申請書（ME-6B） 

 ライオンズクラブ国際協会の目的やライオンズ道徳綱領等のポケットカード（ME-33） 

 ライオンズ 世界を変える力（ME-40） 

 誘ってみよう！ガイド(ME-300) 

 会員の満足度調査ガイド（ME-301） 

 

国際協会の連絡先： 
GMT課 

電話：630-203-3831 

Eメール：membershipdev@lionsclubs.org 

 

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me33.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me40.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me301.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


 

 

ライオンズ世界入会デー・プログラム 
 

プログラムの概要： 
ライオンズ世界入会デーは、新会員を歓迎すると同時に、ライオンズ会員に会員増強の振興と社会によ

る認識向上の機会を与える、世界的行事です。ライオンズの力強さと重要性を象徴する日として、毎年1

00を超える地区でこの日が祝われています。 

 

よくある質問： 
ライオンズ世界入会デーはいつ実施されますか？ 

ライオンズ世界入会デーは国際協会の決定により4月中に実施されます。世界入会デーのイベントそのも

のは毎年特定の日に行われますが、多くの入会式は地区や複合地区の年次大会に合わせて、その都合に

より実施されます。地域によっては、年間を通じて、入会した新会員のための特別なイベントを企画す

ることもあります。 

 

ライオンズ世界入会デーの期間に歓迎される新会員は、何か記念となるものを受け取ることができます

か？ 

はい。国際会長による署名がある特別な記念証書が、国際協会から入手可能となっており、オンライン

でダウンロードできます。 

 

ライオンズ世界入会デーを地区やクラブはどのように活用したらよいでしょうか？ 

クラブ及び地区は、このイベントを以下のように利用することができます。 

 新入会員を歓迎し、その奉仕への参加を称賛する 

 世界中のライオンズと一緒に何千という新会員の入会式を行う 

 ライオンズクラブが恵まれない人々を支援し奉仕することの重要性を実証する 

 会員増強キャンペーンを開始し、その成果をたたえる 

 会員維持を強化する 

 広報活動を行い、クラブに対する認識を高める 

 

参考資料： 
 ライオンズ世界入会デー クラブおよび地区企画の手引（MK-61） 

 ライオンズ世界入会デー会員証書（MK-63） 

 

国際協会の連絡先： 
会員開発 

電話：630-203-3831 

Eメール：membershipdev@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mk61.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mk63.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


 

 

クラブ向上プロセス（CEP） 
 

プログラムの概要 

 
クラブ向上プロセス（CEP）は、クラブの改善を目的としたプログラムです。CEPは、クラブの健康状態

を改善し、会員の体験を向上させて、地域への奉仕をよりよいものにするための包括的なプロセスです。 

 

CEPには二つのバージョンがあり、クラブはいずれかを選んで利用することができます。 

 CEPプロは、ファシリテーターによるワークショップです。研修を積んだファシリテーターが配

属され、ワークショップを介して会員を指導するクラブ向けの形式です。 

 CEPライトは、クラブ主導によるワークショップです。クラブ所属の会員にワークショップの運

用を任せるクラブ向けの形式です。 

 

クラブはワークショップを通して、地域に内在するニーズに照らして自分たちの成功度を測り、クラブ

の状態を改善する方法を探り、さらにクラブの継続的な向上に向けた目標と行動計画を立てます。各ス

テップの完了にはそれぞれおよそ1時間を要します。 

 

ステップ1 

私たちはなぜここにいるの

か？ 

（45～60分） 

 ライオンズが成し遂げたことを認識 

 クラブが将来成し遂げられることを検討 

 地域社会の満たされていないニーズを特定 

 「地域社会奉仕ニーズ調査」の実施を計画 

ステップ2 

クラブを向上させるものは何

か？ 

（75～90分） 

 「あなたの評価は？」アンケートを記入 

 優れたクラブの特徴を確認 

 クラブを向上させる上での障害を特定 

 クラブの効果を高める方法を分析 

 

ステップ3 

どうすればクラブのニーズを

見極めることができるか？ 

（45～60分） 

 「地域社会奉仕ニーズ調査」の結果を検討 

 「あなたの評価は？」アンケートの結果を検討 

 向上を実現するためのクラブと国際協会の資料を特定 

 

ステップ4 

次に何ができるか？ 

（45～60分） 

 将来の目標を設定 

 目標の達成に向けて行動計画を策定 

 

 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me15b.pdf


 

 

よくある質問： 
 
CEPはどのようなクラブを対象としていますか？ 

CEPは、単に弱体クラブや苦境にあるクラブだけのためのものではありません。CEPは、クラブをよりよ

いものにしたい、奉仕計画を見つめ直し、クラブ会員に活気を取り戻し、会員を増やしたいと願うすべ

てのクラブのためのものです。 

  
クラブがCEPに参加するにはどうすればよいですか？ 

CEP参加に関心のあるクラブは、ウェブサイトで資料を入手することができます。 

 

クラブはどこでCEPワークショップを行うことができますか？ 

クラブは、例会、あるいは勉強会など他のクラブ集会の際にCEPワークショップを実施することができま

す。ワークショップは1回から4回のセッションに分けて行うこともできます。 

 

CEPワークショップでクラブが果たすべきことは何ですか？ 

CEPワークショップに参加する会員は皆、地域社会奉仕ニーズ調査と「あなたの評価は？」アンケートに

回答します。この結果を見た上で、クラブは成功に向けた目標を定め、行動計画を立てます。 

 

GMT/GLTコーディネーターの役割は何ですか？ 

地区GLTコーディネーターは、地区内でCEPプロのファシリテーターとなるライオンを指名し研修しなけ

ればなりません。 

 
また、CEPワークショップを終えた参加クラブから目標と行動計画のコピーを入手するのも、地区GMT及

びGLTコーディネーターの重要な役割です。こうすることで、地区GMT及びGLTコーディネーターは定期的

にクラブと連絡を取り合い、目標達成への軌道に乗っていることを確認することができます。 

 

国際協会の連絡先： 
地区及びクラブ行政部 

電話：630-468-6919 

Eメール：clubqualityinitiative@lionsclubs.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/club-request.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me15b.pdf
mailto:clubqualityinitiative@lionsclubs.org


 

 

ライオンズ家族及び女性シンポジウム・プログラム 
 

プログラムの概要： 
ライオンズにおいて家族向けクラブと女性会員の増加を引き続き強調していくにあたり、クラブが家族

や女性の興味をかき立てる有意義な奉仕活動の機会を見極めることが大切です。こうしたニーズを特定

するための素晴らしい方法として、ライオンズ家族及び女性シンポジウム・プログラムを通してシンポ

ジウムを開催することが挙げられます。 

 

シンポジウムは、意見を自由に交換する集会の形を取ることもあれば、特定の、または関連したいくつ

かのトピックについて数人の専門家が手短に話す講演会の形をとることもあります。ライオンズ家族及

び女性シンポジウムの目的は、以下の4点にあります。 

1. 女性と家族の関心が高い新たな地域社会事業を見出すこと。 

2. 会員候補を見つけること。 

3. ライオンズクラブに対する地域社会の認識を高めること。 

4. 新たな地域社会行事が見出されたら、その企画に向けて新しいクラブまたはクラブ支部を結成す

ること。 

 

よくある質問： 
補助金を申請する際の必要事項は何ですか？ 

補助金の申請をするために、申請者は以下を行う必要があります。 

 シンポジウムの基調となるテーマを選ぶ。 

 シンポジウムの信頼性を高め、重要なニーズを把握する上で役立つ新たな視点や情報を与えてく

れると同時に、人材や資金を提供してくれるような協賛者を確保する。 

 効果的なシンポジウムを企画し、十分宣伝を行った上で実施できるよう、少なくとも3～4ヶ月の

余裕を持たせて開催日を設定する。 

 必要事項をもれなく記入し、地区ガバナーの署名を得た補助金申請書を提出する。 

 

シンポジウム行事は誰が取りまとめるべきですか？ 

初めは、ライオンズ地区家族及び女性会員増強スペシャリストと地区GMTコーディネーターがシンポジウ

ムの主要スポンサー/主催者を務めます。こうしたシンポジウムの経験を積んだ後は、個別のクラブが主

催してもよいでしょう。 

 

どれくらいの資金援助を受けることができますか？ 

シンポジウム1回につき最大2,000ドルまで受けることができますが、通常承認される金額は500ドルから

1,000ドルの間です。プログラムでは、1会計年度ごとに、一つの会則地域につき4,000ドルまでの資金援

助が行われます。補助金の交付は先着順に行われます。申請者は、2年に1度のみ補助金を受け取ること

ができます。ただし、申請者の所属する会則地域のための資金がその年度の3月1日まで残っている場合

には、この限りではありません。3月1日には、その会則地域内の申請者は誰でも、残った資金を受給す

る資格を得ます。 

 

参考資料： 
 ライオンズ家族及び女性シンポジウム・プログラム企画ガイド（MP-101） 

 

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 

 

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mp101.pdf
mailto:membershipgrants@lionsclubs.org


 

 

クラブ強化への青写真 
 

プログラムの概要 
 

最も効果的なライオンズクラブは常に、その奉仕のインパクトを高め、指導者を育て、クラブ会員のニ

ーズと期待を満たす方法を見つけているものです。あらゆる有意義な事業と同様に、重要なのは行動の

指針となる計画、すなわち「青写真」を作成して実行することです。 
 
このオンライン資料が提供するツールは、皆さんのクラブがその運営・奉仕・指導力育成・会員増強に

重点を置いた青写真を作成するために役立つでしょう。 

 

そのプロセスには、以下の3つの簡単な手順がまとめられています。 

 

 

1.4つの中核的な要素（クラブ運営・奉仕・指導力育成・会員増強）に関してクラブの現状を評価します。
この段階では、クラブ会員が変化に向けて意見を出し合います。彼らはクラブ例会の新たな形式や、地

域社会のニーズに適った新規事業を検討したいのではないでしょうか。この簡単な作業は意見の形成と

建設的な討論を促します。 

 

2.クラブをどのように変えたいか、会員による評価の結果に基づき目標を決定します。これらは、当年

度内に達成すべき具体的・測定可能・実行可能・現実的な戦略目標とより長期的な目標です。目標の設

定を終えたら、その重要度、緊急度、達成されなかった場合に起こり得る結果に基づき、それらに優先

順位を付けます。 

 

3.目標の達成に向けて踏むべき手順をまとめた「クラブ強化への青写真」を作成します。このプロセス

を簡素化するため、サイトには簡単な「計画プロセスワークシート」が用意されています。これは目標

ごとに作業、生じ得る障害と可能な解決策、必要な資料を明確化するために役立つでしょう。これを終

えると、今度は「行動計画ワークシート」が役立ちます。このシートでは、各目標を具体的で実行可能

な手順に細分化することにより、その達成に向けて計画を立てていきます。最終的な計画には、目指さ

れている目標（目標記述）、それが達成される方法（行動手順）、各手順の完了期限、責任者、完了を

確認できる方法がまとめられることになります。 

 

参考資料： 
 「クラブ強化への青写真」ガイド 

 計画プロセスワークシート 

 行動計画ワークシート 

 

国際協会の連絡先： 
地区及びクラブ行政部 

630-468-6828 

englishlanguage@lionsclubs.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/DA-STPBG.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/DA-STPBPPW.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/DA-STPBAPW.pdf
mailto:englishlanguage@lionsclubs.org


 

 

 

あなたのクラブ、あなたのやり方で 
 

プログラムの概要 

 
多くのクラブでは長い伝統に基づき例会を行っています。こうした例会は歓迎されている場合もありま

すが、クラブの発展を妨げ、コミュニケーションや行動を抑制している場合もあるでしょう。 

 

「あなたのクラブ、あなたのやり方で」ガイドは、例会をクラブ会員のニーズやライフスタイルにより

適したものへと変えるために役立ちます。このガイドには、例会の要素の中で何を維持し、何を変える

べきかを決定する上で役立つ簡単で楽しい方法や、変化を段階的に取り入れていくプロセスが含まれて

います。 

 

ガイドの概要 

 

このガイドでは、クラブの形式を以下の分野に関して考えていきます。 

 

クラブ会合の形式 – 会員は伝統的な形式とインターネットを利用した形式のメリットを評価し、さまざ

まな方法でクラブ業務を行うことを検討できます。クラブは電子コミュニケーションの活用を選択し、

より効果的に地域社会に奉仕するために役立ててもよいでしょう。 

 

例会の頻度 – 会員は例会の頻度の増減を決定したり、別の時間に行うことを検討できます。 

 

例会の形式 – 食事に合わせて例会を行う必要があるでしょうか？代わりに奉仕事業を行ったとしたらど

うでしょう？ 

 

伝統、服装規定、プロトコール – 多くのクラブ例会は歌や誓いの言葉で始まりますが、必ずしもその必

要はありません！メーンテーブルは本当に必要でしょうか？全員が等しく扱われる雰囲気を好むクラブ

もあるはずです。クラブ会員に守るべき伝統と撤廃すべき伝統を決定させましょう。 

 

このガイドには、変化を段階的に取り入れ、出席者を増やし、スピーカーを招いてクラブ会員が楽しめ

る有意義なトピックを取り上げさせることで、例会の価値を高めるためのアイディアも示されています。 

 

また、簡単ながらも有効なアンケートも含まれており、クラブ会員のニーズを把握し、クラブの見直し

に重要な役割を果たしてもらうために役立つでしょう！ 

 

 

国際協会の連絡先： 
地区及びクラブ行政部 

630-468-6828 

englishlanguage@lionsclubs.org 

 

 

 

mailto:englishlanguage@lionsclubs.org

