
奉仕の100年を  
祝って

100周年記念  
ハイライト



ライオンおよびレオ各位

私たちは100周年の祝賀を呼びかけましたが、ライオンズクラブ国際協会の最初の100年間を

称えるのには、祝賀では十分ではありませんでした。そこで、奉仕を通して導き、新会員を招請

してインパクトを高め、世界中の人々と繋がる更なる決意もしたのです。100周年を記念した4年

間、ライオンズとレオがこの決意を受け入れている姿を見るたびに胸が高まりました。

100周年記念奉仕チャレンジは、私たちのモットー「ウィ・サーブ」を、青少年、視力、食料支

援、環境、糖尿病に取り組む奉仕事業を通じて1億人に奉仕するという、これまでにない目標

実現に向けた行動へと導いてくれました。私たちは目標を達成しただけでなく、目標の2倍を超

える、2億4,600万人以上の人々に奉仕をもたらしたのです！これは、ライオンズが挑戦に取り

組む姿勢を示すものにほかなりません。

100周年記念会員増強賞は、私たちのこの素晴らしい組織を発展させ、奉仕の使命を拡大す

るために、新しい会員を招き入れ、新たなクラブを結成するよう、私たちにやる気を起こさせま

した。ライオンズクラブ国際協会には、さらに多くの人々に恩恵をもたらせるよう、数十万もの新

会員が入会し、数千もの新クラブが結成されました。

また、レガシー・プロジェクトを通じて、私たちはこれまで以上に地域社会との繋がりを深めるこ

とができました。このプロジェクトは、真に価値ある活動をもたらしただけなく、ライオンズの貢献

を目に見える形で残しています。31,000以上のレガシー・プロジェクトが完了し、地域の人々は

今後何年にもわたり、その恩恵を受けることができるでしょう。

次ページ以降に、ライオンズやレオがこの100周年記念をいかに祝ったかを例を挙げてまとめ

ましたので、是非、ご覧ください。米国サウスカロライナ州の障がい児向けの公園建設や、イン

ドネシアの二つの村を結ぶ吊り橋建設等、ウィ・サーブのモットーの下、私たちがさまざまな方

法を通じて、世界をより良い場所にしていることに感動しています。 

執行役員及び100周年祝賀期間中に100周年記念実行委員会メンバーを務めた者を代表し、

数々の功績における皆さんの活動にお礼を申し上げます。皆さんのようなライオンやレオがい

てくださるからこそ、ライオンズクラブ国際協会は、奉仕の次なる100年においても、世界最大の

奉仕組織であり続けることができるでしょう。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

元国際会長兼100周年記念実行委員会委員長

J・フランク・ムーア



会則地域1   アメリカ

   ライオンズ100周年  
バスツアー

１００周年を迎えた年度のボブ・コーリュー会長
は、2016年秋、米国20州とカナダの2つの州をライ
オンズ100周年バスツアーで周りました。世界中の
ライオンズとレオはこのバスツアーをソーシャルメ
ディアを通じて、フォローしました。ツアーを通じ、
コーリュー国際会長は、ライオンズの会員や地域
の指導者と会い、新会員の入会や新クラブの結
成に携わっただけでなく、ライオンズの奉仕事業
にも参加しました。 

   レクリエーション  
及び学習公園

ライオンズは、サウスカロライナ聴覚
視覚障害者学校を長きに渡り支援し
ています。  サウスカロライナ州の61の
ライオンズクラブは、ライオンズクラブ
国際財団（LCIF）からのUS$100,000
の交付金に対するマッチング資金とし
て、US$100,000以上を拠出し、障害を
持った子供たちが楽しめるよう特別に
設計された公園を、地域の支援団体と
共に建設しました。 

小児がん研究支援ウォーク 
オハイオのライオンズは、ウォークを企画したり、資金
獲得運動に参加したりして、小児がん撲滅に日々取
り組んでいます。これまでに、シンシナティ、トリード、
クリーブランド、アクロン、コロンバス、デイトンの小児
病院のために、US$25,000の資金を集め、小児がん
の子どもたちへの支援の必要性に対する理解を深め
ています。 

  ジャマイカの新たな 
ビジョン・センター

モンテゴベイのライオンズクラブは、カナ
ディアン・ビジョンケア・ボランティア/レッ
ド・ディア・セントラル・ライオンズクラブ、厚
生省、ブレンダ・ストラッフォード財団と共
に、アルビオン・モンテゴベイに、緑内障
や白内障の検診、処方眼鏡を受け取るこ
とができる新たなビジョン・クリニックを開
設しました。



会則地域2  カナダ

   ジャービス・ライオンズ  
散歩道 

オンタリオ州ジャービスのライオンズは、地域の
人々のために1.1キロ（0.68マイル）にわたる舗
装された散歩道を建設する資金を募りました。
散歩道に沿って、クラブ会員が植樹を行い、ソ
ーラーライトやライオンズクラブ国際協会のロゴ
が付いたベンチを設置しました。散歩道は、あ
らゆる年齢層の人々が利用しており、地域住
民や訪問者のレクリエーションの場が拡大され
ました。

  ウェストバンク・ライオン
ズ・コミュニティーセン 
ター

ライオンズは、40年以上に渡り、この地域の集
会所の管理に無数の時間を注いできました。最
近、この建物が火事により損傷した為、ライオン
ズは、35,000人以上が利用するこの施設の再建
と拡大を行い、100周年記念の贈り物としてウェ
スト・ケローウナ市に贈呈しました。

   マウントチーム  
ライオンズクラブ  
眼科センター

マウントチーム・ライオンズクラブは、チリ
ワック総合病院に設置する白内障手術
機器を購入するため、ステラ―ズ・ジェ
イ・ライオンズクラブと提携し$600,000を
集めると共に、LCIFからマッチング交付
金を受けました。この眼科センターでは、
年間5,300件以上の手術が行われてお
り、400マイル（約640km）離れた場所から
治療を受けに来る人もいます。 

   子供たちの友情ベンチ
友情ベンチは、仲間外れや孤独を感じる子供、いじめを受けた
子供たちがそこに座ることで、誰かと話をしたり、仲間に入りたい
というメッセージを送るきっかけになるものです。エドモントン・サ
ウスゲート・ライオンズクラブは、生徒たちの心のケアを支援す
べく、市全体に80の友情ベンチを生徒や教師と共に設置しまし
た。



会則地域3  FOLAC

   パラグアイでの  
洪水救済の延長

パラグアイを壊滅的な洪水が襲った18ヶ月後、地域のライ
オンズは、洪水により破壊された五つの小学校の修復工
事を終えました。これにより、1,725人の生徒が再び学校
に通うことが出来るようになりました。LCIFは、洪水発生直
後、緊急援助交付金を提供しただけでなく、長期にわたる
地域再建作業を行えるよう、資金援助を続けました。 

   国内全土に 
100周年記念石碑

建築家のあるライオンが、アルゼンチンのライオンズ
の団結を象徴するべく、国の形をした石碑を制作しま
した。これらのライオンズ100周年記念石碑は、アルゼ
ンチンの地区やクラブによって国内全土の広場やそ
の他の目立つ場所に設置され、ライオンズクラブのレ
ガシーとして一般の人々や報道機関、ソーシャルメデ
ィアから注目を集めています。

  子供たちの為の  
ライオンズ・マラ
ソン

障害児や自閉症の子供たちの教育アクテ
ィビティ・センターのために、O-4地区全体
のライオンズが1年以上かけて企画に取り組
み、500人の参加を得たマラソン大会を開
催しました。大会では、ライオンズの子供た
ちへの支援、そして100周年記念を示すデ
ザインのTシャツが配布されました。 

 中南米における   
食料支援の取り組み
ラテン・アメリカ及びカリブ海諸島のレオとライ
オンは、100周年記念奉仕チャレンジの一環と
して、飢えの改善に取り組みました。17カ国か
ら800以上のクラブと13,000人近くのレオがこの
取り組みに参加し、地域の人々から食料の寄
付を募り、集まった食料を恵まれない家庭に配
布しました。



会則地域4  ヨーロッパ

   山頂での国際会議 
100周年記念の一環として、フランス、イ
タリア、スイスのライオンズたちが、ヨーロ
ッパの最高峰であるモンブランの山頂で
集まることを決めました。登山者たちは、
ライオンズクラブの100歳の記念日であ
る2017年6月7日に出発し、2日後に山頂
に到着しました。その後、祝賀祭がイタリ
アのクルマユールで行われました。 

   自転車による糖尿病教育
ツアー・オブ・イタリーは、21日間に渡る、国のほぼ
全域を巡る自転車レースです。イタリアのライオンズ
とレオは、中継地点となった46の地域でレース観戦
者を対象に糖尿病検診を実施しました。また、ライオ
ンズクラブの車は、ツアーのレースキャラバン隊とし
て参加し、レースコースの数客万人もの観客の注目
を浴びました。

ウィ・ラン － ウィ・サーブ  
ウィ・サーブを広めるため、ポーランドの数人
のライオンズが100周年記念期間中、毎年、
さまざまな都市を走りながら恵まれない子供
たち支援の募金を募りました。2017年には、
ヘレンケラーの生誕地であるアラバマ州から
ライオンズクラブ国際本部があるイリノイ州ま
でを走りました。1,000人の支援ランナーと共
に、彼らは7つの国々の1,000人以上の子供
たちの為にUS$70,000を集めました。 

   恵まれない子供たちの  
ための施設

オランダのライオンズは、「忘れられた子供たち財団」の
協力を受け、各地区に「マジックガーデン」（幼児向け）
と、「チル・イン・アンド・アウツ」（青少年向け）を提供して
います。国内全土でのこの取り組みのため、€620,000以
上が集まっており、5万人の子供たちが利用する施設の
ために利用されます。 



会則地域5 東洋東南アジア

   校内の野菜と  
魚のファーム

フィリピンでは、ライオンズ、学校職員、生徒、親た
ちが協力し、校内に野菜と魚のファームを作りまし
た。また同時に、セミナーも開催され、学校関係者
は、このファームを管理し、恩恵を受け続ける上で
必要なスキルを身に付けました。

   記録的な速さでの
学校建築

334-B地区は、ミャンマーの村に太陽
光発電の設備が整った小学校を寄贈
しました。この学校は、たったの6か月
で建築され、村人から非常に感謝され
ています。ライオンズは、この地域への
寄贈を実現させるために200万円を拠
出し、村人と喜びを分かち合うだけで
なく、達成感を得ることができました。

将来の指導者のための寄宿舎  
韓国のライオンズ、マレーシアのコタ・キナバル・ホストライオン
ズクラブ、そしてLCIFの支援により、これまで学校へ4時間も歩
いて通っていた生徒や、危険な交通手段を余儀なくされていた
生徒が学校近くの寄宿舎で暮らせるようになりました。生徒たち
は勉学に更に時間を費やせるようになっただけでなく、健康的
な食事をし、課外活動にも参加できるようになりました。  

   台湾での視力 
検査

100周年記念祝賀期間中の最初の「ビ
ジョンの共有」月間は、2014年10月で
した。視力の問題は子供たちが良い
成績を取る上での妨げになることを理
解し、台湾のキーラング・ホイシン・ライ
オンズクラブは、この月間中、地域の
子供たちに視力スクリーニングを実施
しました。これは、ライオンズとレオが
日々、人々を思いやっていることを示
すよい例です。



会則地域6  ISAAME

   地震後の復興
地震が発生すると、多くの急を要する人道的なニーズが生
じます。ライオンズは、地域社会が復興するまで継続して
支援を提供します。壊滅的な地震によってリドバン・アカデ
ミーが被害を受けた後、カトマンズ・ラリグランス・ライオンズ
クラブは、地域の子供たちの為に新たに六つの教室を寄
付しました。 

   ライオンズ腎臓  
透析センター

ライオンズはこれまでに、インドのオグナジにある病院
の為に、アイケア・センターをはじめ、血液バンクを支
援してきています。100周年記念の一環として、アフマ
ダーバード・カーナバティ・ライオンズクラブは、ステー
ト・バンク・オブ・インディアと提携し、腎機能障害を持
つ人々のために、この病院内に10台の腎臓透析器を
備えた新たな治療センターを寄贈しました。 

   クラブによる二つ目の 
アイケア病院

2017年、ナレシュ・アガワル国際会長が、シリグリ・
グレーター・ライオンズ・シュリビディア・サガー・オ
ズワル眼科病院及び研修施設の除幕式を執り行
いました。これは、30年以上前に最初の病院を開
設した、シリグリ・グレーター・ライオンズクラブの
第2の主要事業です。LCIFの支援を受けて設け
られた、100の病床を有する施設が、インド東部の
人々のアイケアを拡大させるのです。 

 エベレスト山頂に   
ライオンズ旗
エドモンド・ヒラリー卿（ニュージーランドのライオン）、とネパー
ル人シェルパのテンジン・ノルゲイは史上初のエベレスト登頂
を果たしました。その歴史を称えるべく、2017年、ペマ・シェル
パとペンバ・オングチャック・シェルパが世界最高峰の地でライ
オンズ旗を掲げました 。この活動の調整に当たったのは、  
テンジン・ノルゲイの息子のジャムリング・ノルゲイでした。



会則地域6  アフリカ

   糖尿病性網膜症の  
治療

糖尿病を患っている人々は、高血糖により網膜
の血管に損傷を起こし、それが視力低下、最
悪の場合には失明を引き起こします。カサ・ア
ンファ・ライオンズクラブはLCIFと協力し、医療
レーザー機器を寄付しました。それにより1日20
人の糖尿病性網膜症で苦しむ人々の治療が
可能になりました。

  チュニジアにおける子供
たちの命を守る取り組み

ライオンズは、チュニスにあるチャールズ・ニコール
病院の小児病棟に医療蘇生器を寄付しました。人
口500万人のチュニジア北部で、この蘇生器は腎
不全や肝不全に苦しむ子供たちの命を救います。

   電化製品の  
リサイクル

エジプト、中東及びアフリカの
7つのライオンズクラブは、次
世代のための環境保全に向
け、電子廃棄物を集め、再利
用できる部分は修理調整し、
残る部分は適切なごみ処理
地に安全に廃棄しています。
この事業を通じてリサイクルさ
れた8台のコンピューターは、
ライオンズ教室で利用されて
います。 

サイの保護に取り組むライオンズ 
現在、全世界には28,000頭のサイが生息すると推測されています。サイの密
猟が現在のペースで続いた場合、今後15年の間に野生のサイは地球上か
らいなくなるでしょう。410複合地区は、サイの窮状に対する理解を深め、こ
れらの壮大な動物の密猟を止めさせるために、国際的なマーケティング・キ
ャンペーンを実施しました。



会則地域7  ANZI

   ライオンズ・ツリー・グローブ 
202L地区及びウゴンゴタハ・ライオンズクラブは、ニュージ
ーランドの野生植物のオアシス作りに着手しました。献身
的な活動とそれを支援する寄付により、彼らは6,000本以
上の木や低木を植樹し、公園のベンチを設置したり、草で
覆われた場所も作りました。これからも引き継がれていくこ
の事業は、今後何年にもわたり、住民や訪問者の憩いの
場を提供するでしょう。 

   私たちの100周年
記念ストーリー

ライオンズは、100年間に渡り「コミュニ
ティとは自分たちが作るもの」という基本
的な信念を共有してきました。この信念
を祝い、オーストラリア全土のライオンズ
クラブは$100,000以上を寄付し、100以
上の地域奉仕事業を支援しました。「コ
ミュニティ100」プログラムは、オーストラ
リア全土のクラブを一致団結させ、地域
での関係を強化しました。また、取り組
んだ人道奉仕事業をまとめた、電子書
籍「私たちの100周年記念ストーリー」が
作成されました。 

糖尿病教育  
キャンペーン 
インドネシアでライオンズは、糖尿病撲滅運動を大々的に行
いました。47のクラブが糖尿病教育プログラムを同時期に行
い、1万人以上の人々に役立ちました。血糖値を測るテスト
や糖尿病の予防、抑制、治療に関するセミナーが行われまし
た。出席者はまた、健康的な生活スタイルを支援する運動に
も参加しました。 

  人々をつなぐ   
ライオンズ

このつり橋は、ザ・バーティカル・レスキュー
の協力の下、バンダング・ラヤ・ライオンズク
ラブによって建設されました。この橋は、イン
ドネシアのウェスト・ジャバの、川を挟んだ二
つの村をつなぎます。この次に最寄りの橋は
1時間以上離れたところにありますが、川の
水かさが増す雨季には利用することが出来
ません。毎日1,000人以上の人々が利用す
るこの橋は、人道奉仕によって人々をつなぐ
ライオンズの献身の象徴になっています。 



奉仕の第2世紀

100年間に渡り、ライオンズクラブ国際協会の奉仕の使
命は、無数の人々の生活に光をもたらしてきました。
世界中のライオンやレオに感銘を与えた100周年の炬
火は、現在国際本部で展示されています。 

私たちの5年戦略であるLCIフォワードは、100周年記念
の成功を基盤としています。ライオンズクラブ国際財団
（LCIF）の支援を受け、LCIフォワードは、本組織を強化し
続けており、4年という期間にではなく、毎年2億人に奉仕
をする力をライオンズとレオに与えることでしょう。

100周年記念にご貢献くださったことに誇りを持ってくださ
い。協力し合うことで、私たちの功績は、私たちの組織が
次の世紀の奉仕を行う準備となりました 。

銘板に刻まれている言葉 
「われわれの次なる奉仕の
世紀への道を照らす 」



「ライオンズには常に、未踏の地が

あらんことを願う。届きそうで届かな

い拡大し続けるゴールがあり、それ

を目指し我々がより一層の努力を

し、より広い視野を持ち、より多くを

与えられるように。」

メルビン・ジョーンズ 

ライオンズクラブ国際協会創始者


