
 

PR関連資料 

 

プログラムの概要： 
PR活動には、新聞発表記事の作成や宣伝用チラシの配布から友人、家族、同僚との会話にいたるまで、

ありとあらゆる形のコミュニケーションが含まれます。同様に重要なのは、当たり前のこととみなされ

がちなこと、例えばライオンズのラペルピンを着用することやパレードで行進することなどです。ウェ

ブサイトとソーシャルネットワーキングサイトは一般の人々にクラブのことを知ってもらう素晴らしい

手段です。 

 

自分の所属クラブが公園を造ったり、視力検査を行ったり、あるいは眼鏡を収集したりしていることを

地域に知らせるといった PRが、地域の支援を促すことに役立ちます。 

 

PRはクラブの会員を増やす取り組みの一助ともなり得ます。人々は、成功しており、かつ信頼のおける

組織に所属したいと願っています。自分のクラブと、クラブが行っている有意義な活動を積極的に宣伝

することが、地域において良い印象を与え、参加価値のあるクラブであることを示していくことにつな

がるのです。 

 

よくある質問： 
PRを担当するのは誰ですか？ 

PRは会員一人ひとりの責任ですが、クラブまたは地区の PR委員長が主な責任者として PRを担当しま

す。PR委員長はクラブに関する情報を地域やメディアに伝えるだけでなく、その成果についても追跡・

記録する責任を持ちます。 

 

ライオン誌や国際協会のウェブ出版物に記事や写真を提出するにはどうしたらよいですか？ 

 

ライオンズは、仲間と地方や全国レベルのメディアが関心を持ちそうな優れたプログラムや奉仕活動に

関する情報を国際本部に提供できます。原稿や写真を Eメールで lionmagazine@lionsclubs.org宛てに投

稿してください。または、ライオンズクラブ国際協会のウェブサイトに設けられている「写真の送信」

の機能を用いて提出することも可能です。投稿されたものは検討の上、ライオン誌、LQ-「ライオンズ四

季報」ビデオマガジン、国際協会のウェブ及びソーシャルメディア・プラットフォームに掲載されます。 

 

インタビューやプレゼンテーションを行うための準備に利用できる資料や情報にはどのようなものがあ

りますか？ 

自分のクラブやライオンズクラブ国際協会について地域のメディアやその他の人々に話をする場合、伝

えたいメッセージを準備しておくと役に立ちます。「主要メッセージと質問」は、インタビューの前や

メディアが取材に来る可能性のある活動の前に準備をする際の参考となる資料であり、グループ、学校、

その他の組織に話をする際にも便利です。このガイドにはよくある質問への推奨される答えも掲載され

ているため、クラブの仲間といっしょにこれらの質問に答える練習をし、常に良い点を強調するように

心がけてください。 

 

危機に直面したり、デリケートな問題が起こった場合、広報チームは力になってくれるのですか？ 

ライオンズ後援のイベントで問題が発生した場合、あるいは会員の誰かが巻き込まれ、ライオンズの評

判を悪くする可能性のある事態となった場合、広報チームに相談するのが最善です。一人の広報担当者

がコミュニケーションの流れを管理することが推奨されます。イベントに関する「オフレコ」の発言や

推測に基づく発言は絶対にしてはなりません。 

 

参考資料： 
 PRガイドブック（PR-710） 

 100周年記念補助金プログラム 

mailto:lionmagazine@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/online-community/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/pr710.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/JA/programs/centennial-grant-program.php


 

 主要メッセージと質問 

 ニュース・リリース見本 

 ライオンズ・ロゴ 

 ライオンズ・ニュース・ネットワーク（LNN） 

 ソーシャルメディア入門実践ガイド 

 国際協会コンテスト規定（PR-763） 

 How to “Get In” LION Magazine（ライオン誌に記事を載せてもらうには）（PR-708） 

 

国際協会の連絡先： 
広報チーム 

電話：630-468-6764 

Eメール：pr@lionsclubs.org 

 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/logos-and-art/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/pr763.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lion-magazine/news-magazine-howto.php
mailto:pr@lionsclubs.org


 

ライオンズクラブ国際協会ウェブサイト及びソーシャルメディア 
 

ライオンズクラブ国際協会ウェブサイトでは、ライオンズのプログラムやキャンペーンに関する情報や、

クラブ・会員・リーダー用の資料を提供しています。  

 

内容としては、例えば以下が挙げられます。 

 

 ダウンロードできる書式、マニュアル、出版物、ビデオ、ロゴ、プレゼンテーション、その他 

 国際本部からの最新ニュースとイベント情報 

 事業、コンテスト、アワード、国際会長テーマ、その他に関する詳しい情報 

 クラブの結成、新会員の招請、クラブの向上、会員の増強に関するガイドライン 

 レオ及びレオクラブのスポンサー用の特別なセクション 

 クラブとリーダーがそれぞれの活動について伝達するために役立つ PRツール 

 

フェイスブックやツイッターなどのソーシャルメディアへのリンクを含めて、ウェブ上でライオンズに

会えるサイトを網羅したリストが lionsclubs.org/webに掲載されています。  

 

よくある質問： 
ウェブサイト上で、必要な情報を素早く見つけるにはどうしたらよいですか？ 

国際協会ウェブサイトの便利な機能の一つである検索ボックスを使えば、素早く情報を見つけることが

できます。記事を探すには、ウェブサイト右上にある検索ボックスに、単語やフレーズを入力するだけ

でよいのです。 

 

国際協会の連絡先： 
オンライン・コミュニケーション課 

電話：630-468-6977 

Eメール：online.communications@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/JA/about-lions/how-to-use-lci-website.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/online-community/index.php
mailto:online.communications@lionsclubs.org


 

E地区ハウス、Eクラブハウス、Eレオクラブハウス 
 

プログラムの概要： 
このユニークなサービスは、ライオンズが無料で本格的なウェブサイトを作成できるようにすることを

目的に考案されました。E地区ハウス、Eクラブハウス、そして Eレオクラブハウスは非常に使いやす

く、ホームページ、カレンダー、事業、フォトギャラリー、問い合わせ先ページといった 5つのセクシ

ョンが用意されています。 

 

また、イベントやこれはと思うような情報を紹介するための追加ページも 5つ付け加えることができま

す。サイトには、ライオンズ・オンライン学習センターや、ライオンズ公式ウェブサイト、各種ソーシ

ャルネットワーキングサイトへのリンクも付いています。 

 

会員専用セクションには、クラブ会員のためだけの情報を掲載できる掲示板やエリアがあります。 

 

よくある質問： 
Eクラブハウスや E地区ハウス、あるいは Eレオクラブハウスを作成するにはどうすればよいですか？ 

Eクラブハウス申請フォーム、または E地区ハウス申請フォーム、あるいは Eレオクラブハウス申請フ

ォームに必要事項を記入して申請してください。承認されると、Eメールでログイン情報と作成したウ

ェブサイトの更新方法の説明が送られます。 

 

バナーパッチがクラブに贈られるのはいつですか？ 

バナーパッチは、Eクラブハウスが活用されていれば、作成されてから約 60日後に郵送されます。 

 

参考資料： 
 Eクラブハウス利用者ガイド 

 E地区ハウス利用者ガイド 

 Eクラブハウス利用者ガイド 

 
 

アワード： 
Eクラブハウスを作成したクラブに Eクラブハウス・バナーパッチが贈られます。 

 

国際協会の連絡先： 
オンライン・コミュニケーション課 

電話：630-468-6882 

Eメール：eclubhouse@lionsclubs.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://e-clubhouse.org/application.php
http://e-clubhouse.org/application.php
http://e-leoclubhouse.org/
http://e-leoclubhouse.org/
http://e-clubhouse.org/my-admin/inc/Lions_e-Clubhouse_User_Guide_en.pdf
http://e-district.org/my-admin/inc/Lions_e-District_User_Guide.pdf
http://e-leoclubhouse.org/my-admin/inc/e-LeoClubhouse_Training_Guide_Public_SectionEN.pdf
mailto:eclubhouse@lionsclubs.org


 

ライオンズ・ビデオ 

 

プログラムの概要： 
ライオンズ・ビデオのページには、ライオンズクラブ国際協会及びライオンズクラブ国際財団（LCIF）

からのビデオや公共サービス広告（PSA、英語のみ）がすべて掲載されています。ライオンズクラブ国

際協会ウェブサイトの「ライオンズ・ビデオ」のページより、ビデオの視聴、注文、ダウンロードが可

能です。 

 

このページには、LQ（「ライオンズ四季報」ビデオマガジン）も掲載されています。LQは年 4回（1月、

4月、7月、10月）制作されており、地域社会の改善に努力する世界中のライオンズクラブによっても

たらされている世界規模のインパクトや感動的なエピソードを紹介します。長さはおよそ 14分で、ライ

オンズ会員及び非会員を対象にした上映や、ケーブルテレビで放映するのに最適です。 

 

よくある質問： 
国際協会や LCIFのビデオは、各国語で観ることができますか？ 

国際協会の公式 11カ国語で視聴できるビデオが複数あります。視聴できる言語は各ビデオの説明の中に

記されています。LQは英語のみとなります。 

 

会員や家族、友人にもライオンズクラブ国際協会や LCIFのビデオを見せたいのですが、どこで手に入

れることができますか？ 

国際協会ウェブサイト以外に、各ソーシャルネットワーキングサイトのページでもビデオを公開してい

ます。ライオンズ YouTubeチャンネルはその一例です。 

 

LQをダウンロードするにはどうしたらよいですか？  

iTunesで LQのポッドキャストが配信されています。iTunesから LQポッドキャストをダウンロードす

ることができるほか、登録すればすべての LQビデオの配信を受けることができます。また、「ライオ

ンズ・ビデオ」ページの動画ウィンドウの「Downloard」をクリックすれば、国際協会ウェブサイトから

直接 LQをダウンロードすることができます。 

 

DVDを注文するにはどうしたらよいですか？  

注文可能なビデオは、「ライオンズ・ビデオ」の画面に「Order Now（今すぐ注文）」ボタンが設けら

れています。リンク先の注文画面から、適切な部署に注文をすることができます。ビデオには、有料の

ものと無料のものがあります。 

 

参考資料： 
 LQ - 「ライオンズ四季報」ビデオマガジン 

 ビデオ 

 PSA 
 

重要な日： 
 1月 1日：LQが国際協会ウェブサイトに掲載され、iTunesからダウンロード可能 

 4月 1日：LQが国際協会ウェブサイトに掲載され、iTunesからダウンロード可能 

 7月 1日：LQが国際協会ウェブサイトに掲載され、iTunesからダウンロード可能 

 10月 1日：LQが国際協会ウェブサイトに掲載され、iTunesからダウンロード可能 

 

国際協会の連絡先： 
視聴覚資材及びイベント課 

電話：630-203-3812 

Eメール：pr@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.youtube.com/lionsclubsorg
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/lq.php
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/psa.php
mailto:pr@lionsclubs.org


 

100周年記念 PR補助金プログラム 

 

プログラムの概要： 
ライオンズクラブ国際協会では、複合地区と単一地区が各地で 100周年記念とその計画を強化できるよ

う、補助金を用意しています。補助金の交付は、複合地区内の各地区当たり 1,500ドルを超えないとい

うガイドラインに基づき行われます。地区の数には関わりなく、複合地区に 15,000ドルを超えて交付さ

れることはありません。単一地区（複合地区に属さない地区）には、上限 2,500ドルまでの補助金を受

ける資格があります。 

 

複合地区/単一地区全体でのプログラムを奨励する 100周年記念補助金は先着順に検討されます。この補

助金の目的は、2015年 7月 1日に始まり 2018年 6月 30日に終了する国際協会 100周年記念期間に、

複合地区または単一地区がライオンズとそのプログラムに対する人々の認識を向上できるよう支援する

ことです。 

 

ライオンズクラブ国際協会の PR部に補助金申請書を提出する必要があり、ライオンズクラブ国際理事

会の PR委員会が定例理事会会議（年に 3回開催）の度に補助金申請書を審査し、理事会に推薦して承

認を求めます。 

 

よくある質問： 
複合地区/単一地区プログラムに対して交付される 100周年記念補助金はどんなものですか？ 

補助金の交付は、複合地区内の各地区につき 1,500ドルを超えないというガイドラインに基づき行われ

ます。地区の数とは関わりなく、複合地区に 15,000ドルを超えて交付されることはありません。単一地

区（複合地区に属さない地区）には、上限 2,500ドルまでの補助金を受ける資格があります。 

 

複合地区/単一地区プログラムに対する交付基準はどんなものですか？ 

補助金の対象となるプログラムは、複合地区/単一地区全体にインパクトを及ぼすものでなければなりま

せん。複合地区/単一地区内のクラブの参加率が高いプログラムが重視されます。補助金は 100周年記念

のみを目的として使用できます。 

 

そのほかにどのような条件を満たす必要がありますか？ 

 複合地区及び単一地区が受けられる 100周年記念補助金は 1件のみです。 

 米国と米国領の場合は、W-9フォームに記入する必要があります。 

 補助金は上限 15,000ドル（単一地区の場合は 2,500ドル）まで認められますが、20%のマッチ

ング資金拠出を条件とします。 

 複合地区による申請の場合、複合地区内の地区ガバナー全員の同意を得た上で協議会議長が申請

書に署名しなければなりません。プログラム委員長も申請書に署名する必要があります。単一地

区の場合には、地区ガバナーと複合地区 100周年記念コーディネーターが署名します。  

 事業終了後 30日以内に、100周年記念委員長は、詳細を記した事後報告書をライオンズクラブ

国際本部の PR部長宛に提出しなければなりません。報告書には協議会議長の署名のほか、100

周年記念委員長の署名が必要です。単一地区の場合は、地区ガバナーと 100周年記念委員長が署

名しなければなりません。事後報告書に必要な内容は下記の通りです。 

o 複合地区または単一地区におけるライオンズのイメージに及ぼした影響など、プログラ

ムの結果。 

o 資金の使途についての詳細が記された会計報告（支出に対する領収書添付のこと）、プ

ログラムに役立てられたすべてのアクティビティ資料・印刷物・あらゆる必要書類のコ

ピー。 

o 詳細にわたるプログラム評価。 

  
 

http://lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/lions100/centennial-md-d-grant-application.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/form_w-9.pdf


 

どのような事後報告が必要なのですか？ 

事業終了後 30日以内に、PR及びプログラム委員会は、詳細を記した事後報告書をライオンズクラブ国

際本部の広報チームリーダー宛に提出しなければなりません。報告書には協議会議長の署名のほか、PR

及びプログラム委員長の署名が必要です。単一地区の場合は、地区ガバナーと委員長が署名しなければ

なりません。事後報告書には、複合地区内または単一地区内ライオンズのイメージに及ぼした影響など

プログラムの結果や、対象となった人々の数及び参加クラブ数、資金の使途についての会計報告（支出

に対する領収書添付のこと）、詳細にわたるプログラム評価が含まれていなければなりません。 

 

補助金はいつまでに使用しなければなりませんか？   

補助金が支給された会計年度の 6月 30日までに、すべての資金が使用されなければなりません。補助金

の未使用分は翌会計年度の 7月 15日までにライオンズクラブ国際協会に返さなければなりません。 

 

補助金の使用例にはどのようなものがありますか？ 

以下をはじめ、あらゆる 100周年記念関連活動です。 

 奉仕事業 

 100周年記念 

 レガシー・プロジェクト 

 

国際協会の連絡先： 

広報チーム 

電話：630-468-6817 

Eメール：pr@lionsclubs.org 

mailto:pr@lionsclubs.org


 

ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト 
 

プログラムの概要： 
ライオンズ国際平和ポスター・コンテストは、平和が何を意味するかを独創的に表現するよう地域の 11

歳～13歳の青少年に奨励することで、青少年に働きかけるチャンスをライオンズに与えています。容易

に導入できるターンキー型のこのプログラムは、平和、国際協調、芸術の重要性を強調するものであり、

このプログラムを通じてクラブは、地元の学校や青少年グループとの永続的なつながりを築くことがで

きます。コンテストはまた、青少年、学校、青少年グループ、家族、地域社会、さらにはメディアとの

接触を通じてライオンズクラブを宣伝する絶好の手段でもあります。 

 

よくある質問： 
手始めに何をすればよいですか？ 

まず、ライオンズクラブ国際平和ポスター・キット（PPK-1） をライオンズクラブ国際協会日本事務所

に注文してください。キットには、地元でコンテストを行うのに必要な情報がすべて揃っています。ク

ラブと学校もしくは青少年グループのための手引と規定、生徒が父兄に渡すチラシ、次のレベルの審査

に出展するクラブの入賞作品 1点の裏面に貼付するステッカー1枚、コンテスト入賞者への表彰状と学

校もしくは青少年グループへの感謝状が含まれています。 

 

平和ポスター・キットは、学校もしくは青少年グループに渡せばよいのですか？ 

いいえ。「学校又は青少年グループ・コンテスト手引及び規定」（PPC-2） と参加者チラシ（PPC-3）

だけを渡します。キットに含まれているものすべての内容を確認してください。 

 

どのようにすれば、このコンテストを広報活動に効果的に利用できますか？ 

多くのクラブは、プレスリリース（報道記事の見本がキットに含まれているほか、国際協会ウェブサイ

トにも掲載されている）や写真を送るだけでなく、地元のメディアをコンテストの審査や授賞式に招い

ています。また、スポンサーした平和ポスターを、図書館やコミュニティセンター、その他の公共の場

で展示するライオンズも多くあります。 

 

コンテストに関する詳しい情報はどうすれば手に入りますか？ 

国際協会ウェブサイトの平和ポスターに関するページには、キットの注文フォーム、入賞作品と入賞者、

家族や友人に送信できる平和ポスターEカード、佳作入賞者への表彰状、平和ポスターに関するパンフ

レットその他が掲載されています。 

 

平和ポスターについてのビデオを観たり、注文するにはどうすればいいですか？ 

このビデオは国際協会ウェブサイトの「ライオンズ・ビデオ」のページで観ることができます。ライオ

ンズ、学校、青少年グループにコンテストを宣伝する際に役立つ絶好のプログラムで、すべての言語に

対応しています。 

 

参考資料：  
 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト・キット （PPK-1）  

 平和ポスター・コンテストのパンフレット （PR-775） 

 平和ポスター・コンテストについてのビデオ 

 

 

アワード： 
 国際大賞 - 選ばれた 1名の大賞受賞者は、その家族 2名ならびにコンテストをスポンサーしたラ

イオンズクラブの会長とともに授賞式に無料招待され、5,000ドル（または自国通貨での相当

額）の賞金とアワードを受け取ります。 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/planning-projects/youth/peace-poster/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/videos.php?id=gBiLcl
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/planning-projects/youth/peace-poster/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/pr775.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/videos.php?id=gBiLcl


 

 優秀賞 - 計 23名の優秀賞受賞者にはそれぞれ 500ドル（または自国通貨の相当額）の賞金と表

彰状が贈られます。 

 

重要な日： 

 1月 15日:東京都品川区西五反田の日本事務所でのキット販売開始日。 

 10月 1日:東京都品川区西五反田の日本事務所からキットを購入する締め切り日。 

 11月 15日：クラブが（スポンサーした各コンテストにつき）受賞ポスターを 1点、地区ガバナ

ーに送る期限（消印有効）。 

 12月 1日：地区ガバナーが地区の入賞ポスターを 1点、複合地区協議会議長に送る期限（消印

有効）。注：12月 1日は、複合地区に属さない地区ガバナーが地区の入賞ポスターを 1点、ま

たは地区に属さないクラブがクラブの入賞ポスターを 1点、国際本部の視聴覚資材及びイベント

課に送付する期限（消印有効）でもあります。 

 12月 15日：複合地区協議会議長が、入賞ポスターを 1点、国際本部の視聴覚資材及びイベント

課に提出する期限（消印有効）。 

 2月 1日:国際レベルのコンテスト入賞者は、この日までに通知を受けます。 

 

国際協会の連絡先：  

視聴覚資材及びイベント課 

電話：630-203-3812 

Eメール：pr@lionsclubs.org 

mailto:pr@lionsclubs.org


 

ライオンズクラブ国際協会コンテスト 

 

プログラムの概要： 
ライオンズクラブ国際コンテストはライオンズに、自らの努力と創造性を披露すると同時に、その成果

を世界中の仲間と共有する機会を提供します。コンテストは、ニュースレター（会報）とウェブサイト

の 2部門に分かれています。 

 

よくある質問： 
応募するには、どうすればよいのですか？ 

公式のコンテスト規定及び応募申込書がライオンズクラブ国際協会ウェブサイトに掲載されています。

ニュースレター（会報）及びウェブサイトの部門への応募には、出品作を 5月 1日までに届くよう国際

本部の PR及びコミュニケーション部に提出する必要があります。 

 

入賞者の発表はいつ、どこで行われるのですか？ 

入賞者の発表は国際大会開催中に行われるほか、国際協会ウェブサイト及びライオン誌上でも行われま

す。 

 

どのようにすれば、このコンテストを広報活動に効果的に利用できますか？ 

コンテストに入賞したことを発表するプレスリリースを地元のメディアに送るとよいでしょう。プレス

リリースの見本が国際協会ウェブサイトに掲載されています。 

 

また入賞したウェブサイトを見るよう人々に奨励し、ニュースレター（会報）は、地元の図書館、コミ

ュニティセンター、その他に置かせてもらい他の人々に読んでもらうといったことを必ず行いましょう。 

 

参考資料： 
 国際協会コンテスト規定（PR-763） 

 

アワード： 
 各部門の第 1位受賞者には、表彰状が授与されます。 

 佳作入賞者には表彰状が授与されます。 

 

重要な日： 
 5月 1日：ニュースレター（会報）及びウェブサイトのコンテスト応募作品を、国際本部の PR

及びコミュニケーション部に提出しなければならない期限 

 

国際協会の連絡先： 

広報チーム 

電話：630-203-3812 

Eメール：pr@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/JA
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/pr763.pdf
mailto:pr@lionsclubs.org


 

国際作文コンテスト 

 

プログラムの概要： 
ライオンズ国際作文コンテストは、視覚障害を持つ 11歳から 13歳の青少年に平和への各々の思いを表

現する機会を提供するために設けられました。仲間のライオンズ、地元の学校や家族と協力して、この

プログラムへの参加に関心があり恩恵を受ける可能性がある青少年を探してください。 

 

よくある質問： 
応募資格があるのは誰ですか？ 

視覚障害があり、11月 15日の時点で年齢が 11歳～13歳の生徒に応募資格があります。 

 

作文を提出する際に何をしなければなりませんか？ 

作文を、必要事項をすべて記入した応募用紙と併せてご提出ください。 

 

作文を書く際に従わなければならない形式は何ですか？ 

作文は、英語で 500語以内にまとめられており、ダブルスペースで黒のインクを使ってタイプされてい

ることが条件です。 

 

作文コンテスト応募用紙と詳しい情報はどうすれば手に入りますか？ 

応募用紙と詳細は、国際協会ウェブサイトに掲載されています。 

 

どのようにすれば、このコンテストを広報活動に効果的に利用できますか？ 

コンテスト入賞者について地元のメディアに通知し、入賞した作文のコピーと入賞者の写真を提出する

とよいでしょう。プレスリリースの見本が国際協会ウェブサイトの「ニュース・リリース見本」に掲載

されています。  

 

参考資料： 
 ライオンズ国際作文コンテスト規定及び応募用紙（PR 41） 

 平和作文についてのビデオ 

 

 

アワード： 
 国際大賞 - 大賞受賞者 1名に、5,000ドル（または自国通貨による相当額）の賞金とアワードが

授与されます。  

 

重要な日： 

 11月 15日：クラブが審査で入賞した作文を 1点、地区ガバナーに送る期限（消印有効） 

 12月 1日：地区が地区の審査で入賞した作文を 1点、複合地区協議会議長に送る期限（消印有

効）。注：12月 1日は、複合地区に属さない地区が地区の入賞作を 1点、または地区に属さな

いクラブがクラブの入賞作を 1点、国際本部の PR部に送付する期限（消印有効）でもあります。  

 12月 15日：複合地区協議会議長が、複合地区の審査で入賞した作文を 1点、国際本部の PR部

に提出する期限（消印有効）。 

 2月 1日：大賞受賞者にはこの日までに通知が行われます。 

 

国際協会の連絡先： 

視聴覚資材及びイベント課 

電話：630-203-3812 

Eメール：pr@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/online-community/official-contests/lions-international-essay-contest.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/pr41.pdf
mailto:pr@lionsclubs.org

