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第一副地区ガバナーとしての役割に備え、地区ガバナーとしての成功に備える  
 
第一副地区ガバナーはその任期中に研修を終え、地区ガバナーとして地区を率いる準備をしなけ

ればなりません。地区ガバナーに就任したら、地区目標を達成するための計画を遂行していくこ

とになります。   
 
第一副地区ガバナーの最優先事項の一つは、地区ガバナーが何らかの理由で任務を果たせなくな

った場合に、その代行者となる用意を整えておくことです。また通常、地区ガバナーからその他

の任務も割り当てられることになります。さらに、年度中にいくつかの委員会の委員長を務める

ことになる場合もあるでしょう。   
 
これらの任務に加えて、地区ガバナーを務めるための準備研修にも時間をかけて、研修を完了し

ておきましょう。任期の開始に十分に先立って、地区ガバナーの役割とそのあらゆる責任を理解

しておくことが大切です。   
 

任期に備えて準備と計画を  
 
地区ガバナーとしての任期に先立ち、あなたは、その任期を務める準備にかなりの時間を費やす

ことになるでしょう。就任前に地区ガバナーの責任について学び、リーダーシップ・スキルを磨

き、仲間のリーダーと成功事例を共有しておけば、成果を上げるために役立つはずです。    
皆様に受講していただく第一副地区ガバナー／地区ガバナーエレクト（FVDG/DGE）研修プログラ

ムは、地区とチームを強化するために必要となる知識とリーダーシップ技能を身につけていただ

くことを目的とした、一年にわたる集中研修プログラムです。 
 
FVDG/DGE 研修プログラムのウェブサイトで、研修の日付やスケジュールなどのプログラムに関す

る最新情報を確認し、FVDG/DGE プログラムの概要 PDF でアクティビティや課題の詳細をご確認

ください。以下はプログラムの主要な内容の一部です。  
 
• 複合地区レベルの FVDG/DGE 研修 – 複合地区内の FVDG/DGE を集めて研修を行うための準備

カリキュラムが、複合地区グローバル・アクション・チーム・コーディネーターにより提供

されます。  
 

• FVDG/DGE グループ - FVDG/DGE は言語に応じてクラスルームのグループ分けが行われ、各

グループにグループリーダーが割り当てられます。グループリーダーは研修プログラムの実

施期間中の FVDG/DGE のメンター兼ガイドとなります。グループリーダーは 8 月下旬から 9
月上旬に、担当する FVDG/DGE との連絡を開始します。  
 

• FVDG/DGE オンライン課題 - FVDG/DGE は、任期の一年を通じて E ラーニング・コースを受講

しオンライン課題に取り組むことになります。これらのオンライン課題は、ライオンズ学習

センター（LLC）内の FVDG/DGE 学習ルートを通じて段階的に開始されます。オンライン課

題の開始は、FVDG/DGE の担当グループリーダーから連絡があります。  

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
https://myapps.lionsclubs.org/
https://myapps.lionsclubs.org/
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• FVDG/DGE セミナー - 計 4 日間の研修行事が 2 つの場所で開催されます。1-3 日目は米国イリ

ノイ州セントチャールズ（FVDG / DGE のみ出席）、4 日目は国際大会で行われます。  
 

• FVDG/DGE セミナー登録と旅行 - 手配については、DGESeminar@lionsclubs.org および 
DGETravel@lionsclubs.org からメールで連絡があります。登録と旅行に関する連絡は 9 月下旬

から 10 月上旬に開始します。入国にあたってビザが必要な場合は、早めに申請を行うよう

にしてください。理事会方針により、旅行の手配はすべて、協会推奨の旅行代理店を通じて

行うものとします。  
 
FVDG/DGE 研修プログラムのウェブページは、全ての登録、宿泊、旅行の手配に関する最新の情報

や説明を提供できるように常に更新されます。頻繁にウェブページを訪れて、最新情報を入手す

るようにしましょう。  
 
会員増強計画を立てる - グローバル・メンバーシップ・アプローチを活用すれば、成功を確実に

することができるでしょう。このプロセスは、あなたがクラブを導く上で役立ちます。このプロ

セスの目的は、クラブを成長させるだけでなく、新しい発想を生み、会員が真にクラブに参加す

るように働きかけ（会員維持の強化）、現在と将来の役員にクラブを導く力を与えることにも重

点が置かれています。チームを作り、ビジョンを打ち出し、計画を立て、成功を収めてくださ

い！  
 

重要な情報の見つけ方  
 

ログイン用の Lion Account（ライオン・アカウント）を作成する   
 

会員ポータル を使用すれば、MyLion、MyLCI、Insights、Learn、Shop といったライオンズのあら

ゆるアプリケーションにアクセスできます。 
 
Lion Account で会員ポータルにログインしてください。まだ Lion Account をお持ちでない場合

は、こちらから登録してください。  
 

テクニカルサポート - まだアカウントを設定していない場合に、登録やパスワード設定など

MyLCI にアクセスする方法を知るために役立つテクニカルサポートのページです。  
 

MyLION – つながる、奉仕する、報告する！クラブはこのサイトを使って奉仕事業の企画と報告を

行い、他のライオンズとつながり、プロフィールを作成できます。MyLion についてご質問がある

場合には、mscjapan@lionsclubs.org までご連絡ください。  
 

MyLCI – ライオンリーダー用のツールです！このサイトでは、クラブ会員の管理、地区とクラブの

プロフィール作成、クラブに投票権があるかどうかと代議員数の確認、大会の記録と企画、新ク

ラブのチャーター申請の状況追跡を行うことなどができます。MyLCI についてご質問がある場合

には、mscjapan@lionsclubs.org までご連絡ください。  
 

mailto:DGESeminar@lionsclubs.org
mailto:DGETravel@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
https://www.lionsclubs.org/ja/global
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://lci-user-app-prod.azurewebsites.net/account/register
https://lionshelp.zendesk.com/hc/ja/categories/360002949274-%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88
mailto:mscjapan@lionsclubs.org
mailto:mscjapan@lionsclubs.org
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• クラブの功績レポート – このレポートは MyLCI の各クラブの「レポート」からダウンロード

でき、訪問するクラブの役員氏名、会員の達成事項、報告された奉仕事業、LCIF の支援状況

などクラブ訪問時に役立つ情報がまとめられています。 
 
• 地区ゲスト   - 地区ガバナーは、最大 5 人までの会員にアクセス権を与え、運営管理業務を

支援してもらうことができます。   
 
• アクセス権を持つ会員 - 重要な情報源の一つである MyLCI の使い方を地区チームのメンバー

も熟知しているようにしてください。 
 
• 会員の連絡先データのダウンロード - MyLCI のこの主要機能を使って郵送先住所、E メール

アドレス、電話番号の一覧を作成すれば、コミュニケーションが取りやすくなるでしょう。 
 

• 会員関係一覧表 - この情報は、MyLCI にログインした後、ホームページの「サポートセンタ

ー」のメニューから入手できます。  
 

• 会員登録状況レポート - クラブの一覧と、各クラブの現状、会員数、最新の会員報告日が表

示されます。 
 

• 会員タイプ別/性別データ要約 - 会員のタイプと性別の要約がクラブ別に記載されていま

す。 
 
• 会員報告累計表 - 会計年度開始から現在までの会員数とクラブ数の累計がまとめられていま

す。 
 
• クラブ健康診断レポート - 地区内の各クラブの現状、会員数、報告書の提出状況、滞納状

況、LCIF 寄付状況など、主な情報がすべて記載されています。  
 

Insights - 会員数、奉仕アクティビティ数、寄付額、クラブ数のカテゴリーについて、国際協会の

包括的な動静を見ることができます。地区目標の達成度と Learn の情報も表示されます。   
 
Learn – ライオンズ学習センター（LLC）のコース受講、国際協会の国際研究会（ALLI、FDI、LCIP）
の検索、複合地区・地区 GLT コーディネーターが報告したローカルの研修会の閲覧などが一箇所

から行える場所であり、ライオンズ会員やレオは「自分の研修記録」レポートにアクセスできま

す。  
 
Shop（ライオンズ・ショップ） – クラブ用品やライオンズクラブ国際協会ブランドの製品を

注文できる公式オンライン・ショッピングサイトです。クラブ会長、幹事、または会計は、

会員ポータルから Shop へアクセスし、クラブ専用口座への請求払いまたはクレジットカード

で用品を購入できます。ライオンズ・ショップの商品を一覧できるデジタルカタログをダウ

https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/Reports/ReportsFAQ_JA.pdf
http://www8.lionsclubs.org/reports/membershipregister/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1569/
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/
https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoyODk0MjR9&detailFlg=0&pNo=1
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ンロード・印刷してご活用ください。クラブ用品についてご質問がある場合には、オセアル

調整事務局 Shopjapan@lionsclubs.org までご連絡ください。 
 

デジタルツールの進化 
 

2023 年半ばには、MyLion、MyLCI、Insights、さらにいくつかの追加のツールと機能が統合さ

れ、一つのポータル「Lion Portal（ライオンポータル）」として生まれ変わります。新しいシス

テムでも、現在利用できる機能と同様の機能を利用できますが、体験の一貫性と効率性が高ま

ります。詳細はこちらをご確認ください。  
 
地区キャビネット 

 
地区のチームとキャビネットの編成に際して、キャビネット構成員として含めることのできる追

加の役職については所属地区の会則及び付則を確認してください。   
 
地区体制のモデル – 地区キャビネット組織図 
 
この地区組織図は、地区キャビネットの推奨される体制を示したもので、グローバル・アクショ

ン・チームの各地区コーディネーターが含まれています。国際会則及び付則は、以下の役職を定

めています。   
 
役員 - 下記役職を MyLCI に登録できるのは、地区及びクラブ行政部のスタッフだけです。   

 
前地区ガバナー - 元地区ガバナーのためのリソースは、元地区ガバナーが常に情報に通じ、関与

を続け、指導力を高めるのに役に立ちます。 
 

地区ガバナー - 地区ガバナー経歴書に必要事項を記入し、大会報告書に添えて提出してくださ

い。  
 
第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクト - 第一副地区ガバナー経歴書に必要事項を記入し、大

会報告書に添えて提出してください。  
 
第二副地区ガバナー - 第二副地区ガバナー経歴書に必要事項を記入し、大会報告書に添えて提出

してください。   
 

地区大会閉会後速やかに大会報告書を提出し、次期地区ガバナー・チーム役員の選挙結果を報告

してください。   
 
キャビネット役員 - 第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクトは 5 月 15 日以降、MyLCI を使って

以下の役員を報告することができます。  
 

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/digital-products/portal-updates
https://www.lionsclubs.org/resources/79873014
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/past-district-governors
https://www.lionsclubs.org/resources/79872690
https://www.lionsclubs.org/resources/79873129
https://www.lionsclubs.org/resources/79873150
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79872974
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キャビネット幹事及び会計 - キャビネット幹事及び会計 E ブック  
 

ゾーンおよびリジョン・チェアパーソン  
 
地区ガバナーエレクトは、MyLCI でゾーンおよびリジョンを設定すると同時に、ゾーン・チェア

パーソンおよびリジョン・チェアパーソンを報告することができます。この作業は、地区ガバナ

ーエレクトとして MyLCI にアクセスできるようになり次第行うべきです。MyLCI にアクセスし、

地区のタブの「リジョン及びゾーン」のメニューから報告を行ってください。報告方法について

不明な点があれば、オセアル調整事務局（oseal@lionsclubs.org）までご連絡ください。 
 
• ゾーン及びリジョン・チェアパーソンのためのリソース - このウェブページから、ゾーン・

チェアパーソンとリジョン・チェアパーソンにとって役立つ情報に簡単にアクセスできま

す。 
 
• グローバル・メンバーシップ・アプローチ - リジョンおよびゾーン・チェアパーソン：リジ

ョン・チェアパーソンとゾーン・チェアパーソンのための新しいウェブページは、「成功へ

のプロセス」に役立つツールやリソースを皆さんが見つけやすいようにデザインされていま

す。このプロセスの目的は、クラブの会員を増やすことだけではありません。新たな発想を

生み出し、会員が真にクラブに参加するように働きかけ（会員維持を強化し）、現在と将来

のクラブ役員の指導力を養うことにも重点が置かれています。チームを作り、ビジョンを打

ち出し、計画を立て、成功を収めてください！ 
 

• ゾーン及びリジョン賞 - この賞の受賞条件は、ウェブページで案内されているリソースを最

大限に活用しながら任務を進められるように、活動の時間軸に沿う形で設定されています。  
早めに計画を立て、年間を通し推奨されているとおりに受賞条件を達成してください。1 日

1 日が重要です！  
 
• ゾーン・チェアパーソン・ワークショップ - このワークショップは、ゾーンおよびリジョ

ン・チェアパーソンのために講師が指導する形式で設計されており、それぞれの責務や、意

義のあるゾーンの目標設定、クラブ健康診断、「5Whys 分析」方式を用いたゾーン内の問題

解決などが取り扱われます。このウェブページには、ワークショップを対面形式ではなくバ

ーチャル形式でも行えるよう、オンラインで実施するために役立つヒントシートも含まれて

います。  
 
地区コーディネーター   

 
グローバル・アクション・チームの各コーディネーターは、チームとして取り組むことで、地区

目標を設定してそれを達成し、クラブがリーダーシップを取り、成長し、奉仕を行うための相乗

効果と新しい機会を創り出します。   
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79873672
mailto:oseal@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/zone-region-chairpersons
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach/region-zone-chairperson
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/zone-and-region-awards
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/zone-chairperson-training-materials
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各コーディネーターの職務内容は以下のリンクに掲載されています。グローバル・アクション・

チームのウェブページにも、その他の補助資料が掲載されています。  
 
• 地区グローバル指導力育成チーム コーディネーター - このコーディネーターは、地区会則及

び付則に則って地区により選出され、1 年の任期を務めます。   
 
• 地区グローバル会員増強チーム コーディネーター - このコーディネーターは、地区会則及び

付則に則って地区により選出され、1 年の任期を務めます。   
 
• 地区グローバル奉仕チーム コーディネーター - このコーディネーターは、地区会則及び付則

に則って地区により選出され、1 年の任期を務めます。   
 

• 地区 GET コーディネーター - このコーディネーターは、地区会則及び付則に則って地区によ

り選出され、1 年の任期を務めます。   
 

地区 LCIF コーディネーター –LCIF を通じて任命されるこのコーディネーターは、より力強い LCIF
の構築に力を貸し、LCIF がその人道支援の取り組みを世界中に広げられるようにします。  
 

地区委員長   
ライオンズクラブ国際協会で公式に設けられている地区委員長職は 14 あります。MyLCI を使用

し、委員長とコーディネーターを報告してください。特に指定のない限り、任期は 1 年です。   
 
• 大会  - 大会委員長は地区ガバナーの意向を受けて地区年次大会を取り仕切り、地区のライオ

ンズにとって充実したものとなるよう力を尽くします。 
 

• 小児がん – この任に就くライオンは、小児がんに関するライオンズとレオの認識と知識を高

めます。また、小児がんの子どもを持つ家族に利益をもたらし、既存の医療サービスを支援

する実行可能な奉仕の機会を見極めます。 
 
• 糖尿病 -この任に就くライオンは、地区内のさまざまな地域において糖尿病との闘いに役立

つ効果的な奉仕事業を企画します。 
 
• 環境保全 - この任に就くライオンは、クラブが地区内で環境保全事業を企画・実施するため

に必要とする支援を提供します。  
 
• 名誉委員会 - この委員会は現地区ガバナーチームを支援する元地区ガバナーにより構成され

ます。元地区ガバナーのためのウェブページは、元地区ガバナーが地区内のクラブを支援し

続けることで、地区全体の調和を促せるようにするための情報提供に役立ちます。  
 

• 食料支援 - この任に就くライオンは、クラブが地区内で食料支援事業を企画・実施するため

に必要とする支援を提供します。  
 

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team-roles-resources
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team-roles-resources
https://cdn2.webdamdb.com/md_cZyXXAZQnyM3.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_cLAEObt9Sir0.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_MS1Se3NOpTY3.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_kT8bDNNKAkv64EFm.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/resources/79873711
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/info-for-childhood-cancer-chairperson
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/info-for-diabetes-chairperson
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/info-for-environment-chairperson
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/past-district-governors
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/info-for-hunger-chairperson
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• 情報テクノロジー - この委員長は、地区役員やクラブ役員がソーシャルメディア、協会や地

区のウェブサイト、Insight や MyLCI などのツールを使いこなせるよう支援します。  
 
• レオクラブ - レオクラブ委員長は、レオクラブの PR、育成、継続的な支援を通して地区の成

功に貢献します。1 年または 3 年任期での任命が可能です。  
 

• レオ/レオライオン・リエゾン – 地区レベルに若い声と視点を取り入れ、レオとライオンズ

のつながりを強化できるよう支援します。    
 

• マーケティング – この役職は、ライオンズクラブの活動が広くコミュニティに知られ、かつ

ライオンズのブランドイメージが高まるように活動します。マーケティングに関する協会の

ウェブページには、基本的なパンフレットからソーシャルメディアに関するものまで、PR
のアイディアが満載されています。  

 
• 平和ポスター・コンテスト – この委員長は、地区で平和ポスター・コンテストを行う際に地

区ガバナーを支援します。  
 
• 視力保護 - この委員長は、地区における視力関連奉仕事業を企画するとともに奉仕事業を実

施するようライオンズの意欲を喚起します。 
 
• ユースキャンプ及び交換 – この委員長は、ユースキャンプ及び交換プログラムを監督し、思

想、習慣、文化的観点の共有を促すことで、異なる国々から集まってきた青少年が互いに有

意義な触れ合いの機会を得られるよう支援します。  
 
• ライオンズ・クエスト - この委員長は、ライオンズクラブ国際財団（LCIF）の最も包括的な

青少年プログラムであり、青少年に有益なライフスキルを身につけるためのライオンズ・ク

エストプログラムを地区で推進します。   
 

クラブ用品について    
 
地区ガバナーは毎年 7 月 1 日から、新年度の地区会計計算書にアクセスできるようになります。

クラブ用品購入時の請求額は地区会計計算書を通じて支払いをすることが可能です。Shop（ライ

オンズ・ショップ）で地区がよく注文する用品は次のようなアイテムです。 
 
• アワードと表彰  – このセクションには、功績のあったライオンズクラブを表彰するために

役立つ多種多様な用品が取り揃えられています。以下は地区のアワード／表彰用のアイテム

の一部です：  
- 地区役員用メダル 
- 地区委員長タブ 
- 地区ガバナーアワードメダル 
- アワードメダル用飾りリボン 

 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/leo-club-chairpersons
https://cdn2.webdamdb.com/md_ALJLJHjOzRt86QOm.jpg.pdf?v=1
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/79873385
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/youth/peace-poster
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/info-for-vision-chairperson
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/information-for-YCE-chairpersons
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/lions-quest-grants
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/collections/awards-recognition
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/collections/awards-recognition
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/products/m1
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/products/g4682
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/products/g171
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/collections/awards-recognition/products/g194
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• 地区役員名札 - 地区ガバナーおよび元地区ガバナー以外の地区役員の名札はライオンズ・シ

ョップから注文できます。以下の役員とその同伴者の名札は、国際協会が無償で一つ配布し

ます。ただし、名札の追加や交換をご希望の場合はライオンズ・ショップでご注文くださ

い。  
-  地区ガバナーエレクトおよび同伴者  
-  現地区ガバナーおよび同伴者 

 
• 地区役員用ラペルピン - 主要な地区役員のラペルピンがございます。  

 
• 元地区ガバナー用ラペルピン - スタンダードなラペルピンの他に、10 金製やダイヤ・パール

付きなどの特別なピンもございます。  
 
• 平和ポスター・コンテスト・キット - キットを購入できるのは、毎年 1 月 15 日から 10 月 1

日までとなります。 
 

• ウィ・サーブコレクション - We Serve（ウィ・サーブ）ロゴの入ったコレクションのチェッ

クもお忘れなく！ 
 
クラブ用品についてご質問がある場合には、オセアル調整事務局 Shopjapan@lionsclubs.org までご

連絡ください。 
 

補助金/交付金 
 
国際協会の各種補助金 - 会員増強、奉仕事業の推進、青少年の指導力育成等を目的とした種々プ

ログラム用に補助金が用意されています。    
 
• ニューヴォイス・シンポジウム - 地域社会のあらゆる年齢層やさまざまな背景を持つ人々の

興味をかき立てるニーズや有意義な奉仕活動の機会を的確に把握する優れた方法です。   
 
• ニューヴォイス・ワークショップ - このワークショップでは、多様なライオンを少数集め、

さまざまな民族、性別、年齢層の人々の勧誘と維持に関わる地域特有の要因について検討し

ます。  
 

• レオ・リーダーシップ補助金 - レオ・リーダーシップ会議の開催を希望するライオンズの複

合地区、準地区、単一地区に資金を提供します。 
 
• 会員増強補助金 - 新クラブ結成と会員増強に重点的に取り組むマーケティング活動に対して

提供されます。 
 
• マーケティング補助金プログラム - この補助金の目的は、複合地区または地区がライオンズ

とそのプログラムに対する社会一般の認識を向上できるよう支援することです。  

https://lionsclubsjapan.myshopify.com/collections/meeting-supplies-%E4%BE%8B%E4%BC%9A%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/products/b14
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/collections/pins-tabs-%E3%83%94%E3%83%B3-%E3%82%BF%E3%83%96
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/collections/peace-poster/products/ppk1
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/collections/we-serve
mailto:Shopjapan@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/resources/79873734
https://www.lionsclubs.org/resources/79873743
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/leo-grants
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/membership-development-grants
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/marketing-grants
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• 指導力育成複合地区補助金プログラム -この補助金プログラムによって提供される資金は、

複合地区レベルの第一・第二副地区ガバナー研修に伴う経費に充てることができます。  
 
• 指導力育成地区補助金プログラム - この補助金プログラムによって提供される資金は、地区

レベルのゾーン・チェアパーソン研修に伴う経費に充てることができます。  
 

• 指導力育成研究会補助金プログラム - この補助金プログラムによって提供される資金は、複

合地区、単一地区、地区未編成の暫定地区/リジョン/ゾーンが初級ライオンズ・リーダーシ

ップ研究会（ELLI）または地方ライオンズ・リーダーシップ研究会（RLLI）を実施するため

に役立ちます。  
 

LCIF の各種交付金  
 
LCIF は、ライオンズが各地域社会と世界に奉仕できるよう支援する幅広い交付金を用意していま

す。LCIF は数十年にわたって、視力保護、災害援助、青少年支援、人道支援という重点分野での

ライオンズの取り組みに寄与してきました。詳しくは、LCIF 交付金ツールキットをご覧くださ

い。  
 
スケジュールの管理 - 年間の予定を立てる  

 
地区ガバナーの任期中は、日々の予定がすぐに埋まってしまうかもしれません。立場上出席すべ

き行事や果たすべき義務に時間を割り振ることで基本的な予定表を作成しておけば、予期してい

なかった仕事が生じても、優先順位を判断しやすくなるはずです。まず、出席または主導すべき

重要な行事を組み入れた基本計画を立て、まとまった時間や遠方への旅行が必要な行事には十分

に時間を設けておきましょう。  
 
国際行事  
 
• ライオンズクラブ国際協会行事予定表 - 国際本部が用意したこの予定表には、今後の行事の

ほか、重要なアワードの申請期限やグローバルな奉仕の取り組みに関する情報が記載されて

います。 
 
• 国際大会 - LCICON（ライオンズクラブ国際大会）は役立つウェブページで、オンライン登

録、大会会場、大会プログラム、現地ツアーなど、ライオンズクラブ国際大会に参加するた

めに必要なあらゆる情報をワンストップで入手できます。   
 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/leadership-development-grant-program
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/leadership-development-grant-program
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
https://www.lionsclubs.org/ja/lcif-grants-toolkit
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/lions-events-calendar
https://lcicon.lionsclubs.org/ja/
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地区全体での行事 - 地区ガバナーは、以下の行事の議長を務めることや、積極的に参加すること

に直接の責任を負っています。  
 
• 地区キャビネット会議は会計年度中、四半期ごとに開きます。   

 
• 地区大会 - 国際会則及び付則により、各地区は年次大会を開催しなければなりません。    

 
• 複合地区ガバナー協議会会議 - 「皆さんの協議会」 – これには複合地区の活動と地区ガバナ

ーの役割が説明されています。  
 
クラブ訪問 - 地区ガバナーは地区内の各クラブを年に 1 回訪問し、クラブの健全性向上の支援、

率直なコミュニケーションの促進、種々のプログラムや行事の PR をすることができます。詳しい

情報は「クラブ訪問を効果的なものにしましょう！」ウェブページをご覧ください。  
 
研修の機会または行事 - クラブ役員と地区役員の双方に育成支援を提供する上で、地区ガバナー

は重要な役割を果たします。以下に関する不明な点や支援については、地域のグローバル・アク

ション・チーム - GLT コーディネーターにお問い合わせください。  
 
• クラブ役員オリエンテーション - ライオンズ学習センター（LLC）に、個別自習用のツールが

用意されています。  
 
• ゾーン・チェアパーソン・ワークショップ - このワークショップは、ゾーンおよびリジョ

ン・チェアパーソンのために講師が指導する形式で設計されており、それぞれの責務や、意

義のあるゾーンの目標設定、クラブ健康診断、「5Whys 分析」方式を用いたゾーン内の問題

解決などが取り扱われます。  このウェブページには、ワークショップを対面形式ではなく

バーチャル形式でも行えるよう、オンラインで実施するために役立つヒントシートも含まれ

ています。  
 

• 第二副地区ガバナー研修 - この研修は、ライオンズ学習センター（LLC）でのオンライン課題

と講師が主導するワークショップを組み合わせたもので、第二副地区ガバナーの役割と責任

や、成功するために必要なスキルについて取り上げます。  
 
• ライオンズ・メンター・プログラム - このプログラムは、会員が独自のスキルや知識を発揮

するために役立つ自己啓発の機会を提供します。 
 

• 上級ライオンズ・リーダーシップ研究会（ALLI） – この研究会は、クラブのレベルを超えた

リーダー職への就任を目指すライオンズに、ライオンズクラブ国際協会/LCIF に関する貴重

なスキルと知識を身につけさせます。  
 

• 講師育成研究会（FDI） – この研究会は地域レベルで他者を指導・育成したいと考えている

ライオンズに、研修を行う基礎的なスキルを身につけさせます。クラスルーム環境での研修

の進行を練習する機会も含まれています。    

https://www.lionsclubs.org/resources/79872978
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-visitation
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/zone-chairperson-training-materials
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/second-vice-district-governor-training
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/mentoring-program
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/faculty-development-institute
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• ライオンズ公認講師プログラム（LCIP） – このプログラムは、公認講師になることや、職能

開発を通して認定を維持すること目指すライオンズがたどる道筋です。認定されたライオン

ズは地域別に承認されている研究会において、講師を務める資格を得ます。ライオンズクラ

ブ国際協会の研究会、FVDG/DGE セミナー、その他の研究関連イベントにおいて、LCIP 研修

は有資格のライオンズに、国際協会のファシリテーションの手法に関する知識を身につけさ

せ、認定に向けて評価を受ける機会を提供します。認定を受けるためには、60 分間の研修

セッションを進行して成功を収める必要があります。認定されたライオンズが LCIP 認定を

維持するためには、4 年ごとに職能開発オンラインコースを履修しなければなりません。 
*ライオンズクラブ国際協会の研究会の講師候補者として検討を受けるには、英語で意思疎

通がはかれなければなりません。 
 
• 初級ライオンズ・リーダーシップ研究会（ELLI） – この研究会は、地域別研究会プログラム

を通して提供され、ライオンズをクラブレベルの役職に備えさせるものです。複合地区、単

一地区、地区未編成の暫定地区/リジョン/ゾーンは、指導力育成研究会補助金プログラムを

通じて資金援助を受けることができます。  
 
• 地方ライオンズ・リーダーシップ研究会（RLLI） – この研究会は地域別研究会プログラムを

通して提供され、ライオンズをあらゆるレベルの役職に備えさせるものです。カリキュラム

は、各地の研修・育成ニーズに合わせてカスタマイズできます。複合地区、単一地区、地区

未編成の暫定地区/リジョン/ゾーンは、指導力育成研究会補助金プログラムを通じて資金援

助を受けることができます。  
 
• 地域別研究会プログラム – このプログラムは、国際研究会プログラムに、現地のリーダーが

研修を管理したり、複合地区、地区、地区未編成地域向けに内容をカスタマイズしたりする

オプションを加えたものです。地方ライオンズ・リーダーシップ研究会（RLLI）、初級ライ

オンズ・リーダーシップ研究会（ELLI）、上級ライオンズ・リーダーシップ研究会

（ALLI）、講師育成研究会（FDI）の申請書が用意されています。詳細の問い合わせ先：

institutes@lionsclubs.org  
  

Lion Account ログイン情報を使ってアクセスできるライオンズ学習センター（LLC）はすべてのラ

イオンズとレオに、オンラインの対話型コースを通じてライオンズの基本に関する知識を深め、

リーダーシップ・スキルを高める機会を提供します。 
 
会則地域全体での行事 - エリア・フォーラム  - フォーラムが開催される会則地域のライオンズは

誰でも参加できます。 
 
 
 
 
 
 
 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/lions-certified-instructor-program
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/rlli-curriculum
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
mailto:institutes@lionsclubs.org
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/forums
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地区大会、選挙、空席補充 
 

地区大会 
 
• 地区大会を計画するには - このウェブページには地区または複合地区大会を成功させるため

のカギとなるヒントが載っています。 
 
• スピーカー要請  - 国際役員をスピーカーとして招くには、このオンラインフォームを使用し

ます。 
 

地区の選挙手順 
 
• 地区選挙手順 - 地区大会と選挙の開催に関する方針と規定について、地区にガイダンスを提

供するものです。  
 
• 地区大会報告書 - 書き込み可能なこのフォームを使って、選挙結果を報告・承認します。  

 
• 国際役員および副地区ガバナーの選挙抗議申し立て手順 – 地区ガバナー/第一および第二副

地区ガバナーの選挙違反に関する会則上の抗議申し立てに適用される手順がまとめられてい

ます。 
 

空席補充   
 
• 地区ガバナー - 地区ガバナー職の空席補充については、標準版地区会則及び付則の別紙 B、

「地区ガバナーとして任命されるライオンを推薦するための特別会議での手順」を参照して

ください。 
 
• 第一または第二副地区ガバナー - 第一または第二副地区ガバナー職の空席補充については、

標準版地区会則及び付則の別紙 C、「第一又は第二副地区ガバナーとして任命されるライオ

ンを推薦するための特別会議での手順」を参照してください。 
 
• 標準版の優越性 - 理事会方針書第 7 章の「会則及び付則」の 1 ページ目を参照してくださ

い。   
 

国際本部への懸念事項の報告と支援要請 – 地区内の選挙や空席の補充について質問や懸念がある

場合には、oseal@lionsclubs.org まで E メールでご連絡ください。  
 

クラブ訪問 
 

クラブ訪問に向けた準備 - 以下のレポートは、クラブの健康状態を示す主要項目を把握するために

役立ちます。詳しい情報は「クラブ訪問を効果的なものにしましょう！」ウェブページをご覧く

ださい。  

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://members.lionsclubs.org/JA/resources/speaker-request-form.php
https://www.lionsclubs.org/resources/79873657
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79872974
https://www.lionsclubs.org/resources/79872752
https://www.lionsclubs.org/resources/79873406
https://www.lionsclubs.org/resources/79873406
https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_7_ja.pdf
mailto:oseal@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-visitation
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• クラブ訪問に対するチーム・アプローチ - 地区ガバナー・チームの 3 人のメンバー全員でク

ラブ訪問を分担すれば、地区役員にもクラブにも多くのメリットがもたらされます。 
  
• クラブ健康診断レポート（ウェブ版は英語のみ） – この重要な月例レポートを見れば、地区

内のすべてのクラブについて、その健康状態を示す主要項目をすばやく分析できます。日本

語版は毎月地区ガバナーに E メールで送信されます。 
 

• クラブの功績レポート - このレポートは MyLCI の各クラブの「レポート」からダウンロード

でき、訪問するクラブの役員氏名、会員の達成事項、報告された奉仕事業、LCIF の支援状況

などを確認できます。    
 
• 地区ガバナー月例クラブ口座一覧表 - この一覧表は、国際協会に対するクラブの未納残高を

地区ガバナーが把握するために役立ちます。毎月地区ガバナーに E メールで送信されます。 
 
• クラブ会計計算書/国際会費 –地区ガバナーは、MyLCI の「ライオンズクラブ/会計計算書/国

際会費」にログインすれば、各クラブの現在の口座残高をすばやく確認することができま

す。日本の地区は国際協会が目的別に応じて各地区に割り当てている指定口座から支払いを

します。会計計算書に関するさらなるご質問や地区に割り当てられた口座情報が不明な場合

は、オセアル調整事務局（oseal@lionsclubs.org）までご連絡ください。  
 
• 役員就任式  – 新役員を就任させるこの年次行事の台本が、公式・略式の両方の形式で含ま

れています。 
 

各クラブ訪問に持参するべきもの 
 
• 新会員入会式 – 地区役員に新会員の入会式を行ってもらえたら、クラブは光栄に感じるでし

ょう。 
 
• 新会員キット -  ライオンズのピン、会員証書、会員カードを手渡せば、新会員に自分は特別

な存在なのだと感じてもらえるはずです。   
 

クラブへの支援 
 

クラブの向上・活性化に役立つリソース  
 

• 標準クラブ組織図 – 理事会、役員、委員長を含めて、推奨されるクラブ役員の体制を示した

組織図です。   
 
• クラブ活性化計画  - クラブ活性化計画は、メンバーが一つになって、クラブの現在と未来に

ついて考える、楽しい参加型のプロセスです。 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79873139
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
https://www.lionsclubs.org/resources/79873006
https://myapps.lionsclubs.org/?
mailto:oseal@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/resources/92147750
https://www.lionsclubs.org/resources/79873270
https://www.lionsclubs.org/resources/79872670
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-quality-initiative
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• あなたのクラブあなたのやり方で！- この資料に含まれるアイディアを役立てれば、クラブ

は例会を会員にとって有意義なものへと作り変えることができるでしょう。  
 

• 「クラブの成功を目指して（グローバル・メンバーシップ・アプローチ）」ウェブページ – 
このウェブページは、クラブが新会員を呼び込み、課題を克服し、新しい目標と戦略を立て

られるよう支援するために設けられました。クラブはこの計画ガイドとパワーポイントを使

って、クラブの強み、改善する方法、クラブの成長と発展に役立つ新たな機会を見極めるこ

とができます！  計画ガイドに含まれる計画フォームを使えば、ビジョンを構築し、クラブ

のニーズを調査し、計画を立てて遂行し、成功を収めるために役立ちます。   
 

• クラブの活性化に役立つ出版物の要請書 – 公認ガイディング・ライオンが上記の資料を注文

する際に使用します。   
 
弱体クラブの強化に役立つリソース  

 
• クラブの再建と復帰 - 弱体クラブを強化し、解散したクラブやステータスクオ処分となって

いるクラブを復帰させるのに役立つさまざまな支援があります。  
 
• クラブ再建：クラブ再建は、クラブ訪問の制限をなくすことにより、地区ガバナーが弱体化

したクラブの支援に力を入れて取り組めるよう、より柔軟性を与えるものです。クラブ再建

は、再建、新会員勧誘、役員研修、そして有意義な地域社会奉仕の提供といった分野に焦点

を置きます。支援が必要なクラブは、クラブ再建申請書を記入し、必要な署名を得てくださ

い。  
 

• ステータスクオ勧告書 - この書式は、履行すべき義務のいずれかを怠ったクラブをステータ

スクオ処分とするよう勧告するために使われます。詳細は理事会方針書第 5 章を参照してく

ださい。 
 
• クラブ復帰報告書 - ステータスクオからの復帰またはチャーター取り消しの撤回を希望する

クラブは、いずれの場合にも、この報告書を提出しなければなりません（12 カ月以内）。 
 

• 滞納金を理由とする活動停止に関する方針 - これはステータスクオの一種であり、特に国際

会費を支払わなかった場合に適用されます。クラブがグッドスタンディングを維持できるよ

う、地区ガバナー月例クラブ口座一覧表を活用し、クラブの財政状況を地区ガバナーが把握

しておくことは重要です。   
 
• 非常時ステータス - 理事会方針書第 5 章 F 項を参照してください。地区ガバナーは、暴動、

政情不安、壊滅的な天災が生じている地域のクラブを非常時ステータスに指定するよう要請

できます。  
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79872769
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach/region-zone-chairperson/plan-for-your-clubs-success
https://www.lionsclubs.org/resources/118940589
https://www.lionsclubs.org/resources/118940823
https://www.lionsclubs.org/resources/119266821
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/rebuilding-reactivation-priority-clubs
https://www.lionsclubs.org/resources/109063433
https://www.lionsclubs.org/resources/79872691
https://www.lionsclubs.org/resources/79872719
https://www.lionsclubs.org/resources/79873380
https://www.lionsclubs.org/resources/79873006
https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_5_ja.pdf
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• ガイディング・ライオンおよび公認ガイディング・ライオン・プログラム - このプログラム

の目的は新クラブの成功を支援することですが、古くからのクラブが自らを一新し、焦点を

定め直すためにも利用できます。  
 
国際本部への懸念事項の報告と支援要請 - 地区内のクラブについて質問や懸念がある場合には、

oseal@lionsclubs.org まで E メールでご連絡ください。  
 
 

クラブ表彰/アワード  
 
• 優秀賞 - 地域社会奉仕、会員増強、コミュニケーション、組織の運営・管理に優れた成果を

上げたクラブと地区は、名誉ある優秀賞の受賞資格を得ることができます。 
 
• レオのアワードおよび表彰 - ライオンズクラブ国際協会では、レオクラブ・プログラムに積

極的に取り組んだレオとライオンズを表彰するため、さまざまな賞を用意しています。その

種類は 20 以上に及びます。 
 

クラブ間の調和を促進 
 

紛争の防止と解決  
 
「ライオンズ紛争処理手順」の目的は、公の場で証拠審問が必要となることのないよう、ライオ

ンズ組織内で対立を解消するための仕組みを提供することです。この目的を達成するために国際

理事会は、国際会則及び付則や国際理事会方針に起因する苦情、紛争、あるいは申し立て、もし

くはクラブまたは地区（単一、準、複合）レベルで発生した問題に対処するための手順を採用し

ました。いかなる苦情、紛争、あるいは申し立ても、国際会則及び付則並びに国際理事会により

採用された方針及び手順に従って解決することが会員としての義務です。そのためにクラブ、地

区、複合地区の各レベルでライオンズの問題を解決する際の妥当な紛争処理手順の方針として、

クラブ紛争処理手順、地区紛争処理手順、複合地区紛争処理手順が国際理事会により採用されて

います。  
 
• 紛争処理に関するガイドライン - 非公式な話し合いでは対立を解決することができない場合

に、クラブ、地区、複合地区の紛争処理手順に従って解決にあたるライオンズの会員、クラ

ブ、地区（単一、準、複合）に役立てていただくことを目的としています。あくまでも国際

理事会により採用された方針を補うものであって、国際理事会により採用された方針に代わ

るものではありません。 
 
• クラブ紛争処理手順 - クラブ内での問題の解決に使うための手順です。 

 
• 地区紛争処理手順 - 地区の会則、付則、その他方針に関連して、クラブ間、あるいはクラブ

と地区執行部との間で生じた問題を解決するための手順です。 
 

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
mailto:oseal@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/leo-awards-and-recognitions
https://www.lionsclubs.org/resources/79872926
https://www.lionsclubs.org/resources/79872972
https://www.lionsclubs.org/resources/79872738
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• 複合地区紛争処理手順 - 複合地区内のクラブ間または準地区間、あるいはクラブまたは準地

区と複合地区執行部との間で生じた紛争を解決するための手順です。 
 
• 地区ガバナー／副地区ガバナー選挙抗議申し立て手順 - 地区ガバナー／第一及び第二副地区

ガバナーの選挙違反に関する会則上の抗議申し立てに適用される手順がまとめられていま

す。 
 

地区ガバナー予算および旅費経費払戻し 
 
理事会方針に基づき、地区運営に関わる行事や運営上の任務の遂行のための経費は地区ガバナー

に払い戻されます。   
 
地区ガバナー経費払戻し方針  - 理事会方針書第 9 章 B 項。払戻しの対象となる行事、行事の適切

なコード、地区の管理運営業務を遂行するための旅行に伴う経費の払戻し限度額を規定していま

す。   
 
• 地区ガバナー旅費支払請求書 - 日本では紙の請求フォームは使用せずオンライン経費報告シ

ステム Certify（サーティファイ http://certify.com ）を使用して、オンラインで地区ガバナー

の旅費を請求します。Certify の使用等詳細は新年度開始時期にオセアル調整事務局からご案

内します。 
 
• 地区ガバナー旅費支払請求書記入のための留意点– 経費支払請求書への記入方法が詳しく説

明されています。※日本では、オンライン経費報告システム Certify（サーティファイ）を使

用して 旅費請求を行いますので、本文書の記載事項は参考のみとなります。 
 
• 地区ガバナー経費払戻しにおける支払いの対象となる経費/対象とならない経費– 払戻しの対

象となる行事の種類と対象とならない行事の種類が説明されています。  
 

• 経費請求についての研修 –ライオン・アカウントでログインし、ライオンズ学習センター

（LLC）内で受講できるこの研修コースは三つのモジュールから構成されており、地区ガバ

ナー・チームによる経費請求の把握・報告・提出を応援します。  
 

会員増強  
 
会員部は、地区内および地区未編成の地域における新クラブ結成を促し、既存のクラブに会員を

呼び込み、会員の満足度を高めることを目的として、戦略を策定します。  
 
こうした目的は、プログラムの開発、さまざまな手段による新規および既存の取り組みの奨励、

研修の提供、会員増強に役立つツールとリソースの開発と推奨、アワード・プログラムによる成

果向上への意欲喚起を通して達成されます。  
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79873568
https://www.lionsclubs.org/resources/79872752
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
http://certify.com/
https://www.lionsclubs.org/resources/103456284
https://www.lionsclubs.org/resources/104326987
https://myapps.lionsclubs.org/?
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会員部の優先事項は、新クラブを結成すること、クラブが家族会員を増やせるよう支援するこ

と、クラブがバーチャル世界で積極的に活動できるようにすること、クラブレベルの会員維持を

促すこと、ライオンズがレオにより良い体験を提供できるようにすること、レオの活動を構築す

ること、レオからライオンへの移行を奨励することです。  
 

会員に関する理事会方針 
 
• 理事会方針書 第 10 章：  エクステンション 
• 理事会方針書 第 17 章：  会員 

 
新クラブ結成 

 
• 新しいクラブを結成しよう– このページでは、会員のニーズに合った各種のクラブを紹介し

ています。 
 

 従来型クラブ - この種のクラブには、新たな層に働きかけ、さまざまな地域に奉仕

できるという柔軟性があります。 
 
 スペシャルティクラブ  - 会員が関心や情熱を共有するクラブを生み出すことで、互

いのつながりを深められるようにします。共通点としては、趣味、職業、文化、目

的、人生経験などが挙げられます。 
 

 レオ・ライオンズクラブ – レオ・ライオンズクラブは、30 歳までの有資格のレオと

その仲間のチャーター費/入会費を免除し、国際会費を半額にすることで、年齢上限

に達するレオがライオンズに移行しやすくするものです。  
 

 キャンパスクラブ – キャンパスクラブは、世界各地で学生、教職員、地元の実業家

を結び付け、学内だけでなく地域社会にも影響を及ぼす手段となります。 
 

 バーチャルクラブ – バーチャルクラブでは、オンラインのプラットフォームを使っ

てクラブの業務を行い、対面型の奉仕を企画します。  
 

 クラブ支部 –クラブ支部は少人数（5 人以上）の独立したグループで結成できるた

め、短時間で地域社会の改善に着手できます。 
 
 レオクラブ- 次世代をライオンズの奉仕活動に引き込むプログラムです。  

 
• 新クラブ結成ガイド  – 新クラブを結成するプロセスの遂行に役立つガイドです。   

 
• スペシャルティクラブワークショップ - 地区及び複合地区チームは、自分達の地域でスペシ

ャルティクラブを結成する方法についてのワークショップを開催することができます。詳細

は GATJapan@lionsclubs.org にお問い合わせください。  

https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_10_ja.pdf
https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_10_ja.pdf
https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_17_ja.pdf
https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_17_ja.pdf
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/traditional-lions-club
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/ll1.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/ll1.pdf
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/campus-lions-club
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-branch
https://www.lionsclubs.org/ja/discover-our-clubs/about-leos
https://www.lionsclubs.org/resources/79873651
mailto:GATJapan@lionsclubs.org
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• スペシャルティクラブ・プログラム・コーディネーター - 地区内でのスペシャルティクラブ

の結成を指導するために地区ガバナーにより任命されます。2 つまたは 3 つのスペシャルテ

ィクラブの結成計画を達成した場合、結成に係る経費の払い戻しを受けることができます。  
 

会員種別と各種プログラム  
 
会員種別 - 正会員としての義務を果たすことのできない入会希望者のニーズに応じられるよう、

国際協会では複数の会員種別を設けています。通常の会員プログラムに加えて、特別なプログラ

ムが用意されています。詳細については、会員の招請ページをご覧ください。   
 
国際会費 - モントリオール国際大会で承認された会費調整は、2023 年 7 月 1 日から適用されま

す。その結果、2023-2024 年度の国際会費は、年間 46 ドルに引き上げられる予定です。最新の会

費と新会員の月割り請求額については、新会員の国際会費及び入会費の表をご覧ください。  
 

新会員 
 
• クラブ会員委員長 – クラブ会員委員長の責任と留意点を説明し、クラブの会員増強に役立つ

リソースを紹介するガイドです。 
 
• 入会申請書 – この書き込み可能な PDF ファイルは新たな入会希望者にいつでも E メールで送

信できる、クラブ幹事にとって絶好のツールです。  
 
• 新会員キット  – 既存クラブに入会した新会員用のキットです。年度初めに、各地区ガバナ

ーにまとまった数量が送られます。新しく結成されたクラブのチャーターメンバー用のキッ

トは扱いが異なり、人数分のキットがクラブの認証状と共に新クラブ課から送られます。新

クラブの最終承認後から 90 日以内に追加のチャーターメンバーが入会する場合、追加のチ

ャーターキットは自動的に送られてきません。MyLCI にチャーターメンバーを追加後、オセ

アル調整事務局までご依頼ください：oseal@lionsclubs.org 
 
• 新会員オリエンテーション – ライオンズ新会員オリエンテーションを実施する際に役立つ資

料が掲載されています。 
 
• ライオンズ世界入会デー -  新会員を歓迎する世界的行事で、ライオンズに会員増強を推進

し、社会の認識を高める機会を与えます。  
 

補助金とシンポジウム  
 
• 会員増強補助金 – 選考に基づき支給される補助金で、特に会員が減少している地域で新たな

マーケットを開拓し、新しいマーケティング戦略を試みるために役立てられます。 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79873504
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/invite-members
https://www.lionsclubs.org/resources/79873417
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/79873694
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://www.lionsclubs.org/ja/worldwide-induction-day
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/membership-development-grants
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奉仕への決意  
 
ライオンズクラブ国際協会の使命は、ライオンズクラブを通じてボランティアに社会奉仕の手段

を与え、人道的ニーズを満たし、平和と国際理解を育むことです。ライオンズクラブ国際協会

は、戦略的、包括的、測定可能な奉仕の機会を開発して推進することにより、ライオンズとレオ

が一丸となって差し迫った世界的課題に立ち向かえるよう尽力しています。  
 

グローバル重点分野 
 
過去 100 年間にわたり、ライオンズとレオの思いやりは国境、海、大陸を超えて広がり続けてき

ました。140 万人以上の会員を擁する私たちには今、世界を大きく変える機会が開かれていま

す。そのため、世界中の会員は一丸となって、必要とされる 5 つの奉仕分野に取り組んでいま

す。これらのグローバル重点分野は人類にとって深刻な課題となっており、私たちが対応すべき

時が来ています。  
 

 小児がん  
 糖尿病  
 環境保全  
 食料支援  
 視力保護  

 
奉仕の道のり 

 
「奉仕の道のり」は、私たちがより良く活動し、奉仕を行い、人々が実感できるような確かな変

化をもたらすためのアプローチです。このアプローチは、次の 4 つのシンプルな段階をたどって

いきます: 「学ぶ」「発見する」「行動する」「祝う」。私たちはこれらの言葉が気に入っていま

すが、それは組織の枠を超えているからです。これらの言葉には国境はありません。そして、ラ

イオンズとレオの本質を示しています。これまでの 100 年間に得られた教訓があるとすれば、奉

仕をすればするほど、私たちは拡大していく、ということです。そして、私たちは決して歩みを

止めてはならないのです。奉仕は私たちの道のりです。ともに足を踏み出しましょう。   
 

奉仕ツールキット 
 
奉仕したいと感じていても、どこから始めればよいかお悩みですか？クラブの意欲を高める新し

い発想をお探しでしょうか？奉仕ツールキットには、ライオンズがインパクトの強化に向けてク

ラブを評価し、態勢を整え、活性化するために役立つリソースが含まれています。  
 

 クラブ活性化計画  
 クラブおよび地域社会奉仕ニーズ調査 
 現地パートナーシップの開拓  
 資金獲得ガイド 

https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/childhood-cancer
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/diabetes
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/environment
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/hunger
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/vision
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-journey
https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-journey/service-toolkit
https://www.lionsclubs.org/resources/79872848
https://www.lionsclubs.org/resources/81796171
https://www.lionsclubs.org/ja/resources/81794017
https://www.lionsclubs.org/resources/80121092
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奉仕ローンチパッド  
 
奉仕へのカウントダウンを始めましょう！この双方向ツールを通して見つかるリソースを役立て

れば、関心のある分野で奉仕するための計画を簡単に立てることができます。   
 

奉仕プログラム 
 
ライオンズクラブ国際協会は、戦略的、包括的、測定可能な奉仕プログラムを開発して推進する

ことにより、ライオンズとレオが一丸となって差し迫った世界的課題に立ち向かえるよう尽力し

ています。  
 

 2 型糖尿病スクリーニング検査 
 糖尿病教育のための Strides 
 糖尿病キャンプ 
 糖尿病ピアサポートグループ 
 ライオンズ・アイバンク 
 視力検査 
 眼鏡リサイクル 
 ユースキャンプ及び交換 

 
小児がん、環境保全、食料支援に関するプログラムも、まもなく公開されます！ 
 

奉仕事業プランナーおよび奉仕事業案 
 
奉仕事業プランナーは、各地域社会でグローバル重点分野に取り組もうとしているクラブのため

に、ダウンロード可能なツールを集めたものです。   
 
国際協会の奉仕プログラムや事業プランナーの他にも、クラブがグローバル重点分野で奉仕でき

る方法はたくさんあります。以下のリンクから、初級、中級、上級の事業案や、各分野について

の詳細をご覧ください。  
 
• 小児がん 
• 糖尿病  
• 環境保全  
• 食料支援  
• 視力保護  

 
アドボカシー  
 
ライオンズとレオは地域社会のニーズに耳を傾け、奉仕の受益者を代弁して声を上げます。世界中

のクラブは、地域社会の認識向上、立法/公共政策への働きかけ、行事やパートナーシップを通して

https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-launchpad
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/diabetes/world-diabetes-day
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/diabetes/strides
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/diabetes/diabetes-camps-program
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/diabetes/diabetes-peer-support-groups
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/lions-eye-banks
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/vision-screening
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/recycle-eyeglasses
https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/youth/youth-camps-and-exchange
https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-journey/service-project-planners
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/childhood-cancer
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/diabetes
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/environment
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/hunger
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/vision
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アドボカシーに参加しています。ライオンズとレオは地域のリーダーとして、その重視する分野へ

の認識を高め、重要な課題について地域住民を啓発し、プラスの変化をもたらすことができるので

す。ツールキットにアクセスし、以下の情報を見つけてください。  
 

• アドボカシーとは？  
• ライオンズのアドボカシー戦略とプログラム 
• 国別のアドボカシー用リソース 
• ライオンズクラブ国際協会の国際連合との関係 
• ライオンズのアドボカシーの歴史 
• アドボカシー行事予定表 
• お祝いしてシェアしよう 

 
奉仕報告 
 
私たちのストーリーを効果的に伝え、奉仕によるインパクトを測定し、会員を増やすには、すべて

のクラブが奉仕を報告することが極めて重要です。ライオンズやレオとして参加した一つひとつの

事業が、規模の大小にかかわらず、地域社会そして世界に奉仕するという私たちの奉仕の道のりに

おいて価値あるものです。   
 
奉仕アクティビティ報告ウェブページで、下記について確認してください。  
 

• MyLion で奉仕活動を報告できるのは誰か 
• MyLion で奉仕活動を報告する方法 
• ご質問への回答と、問い合わせ先 
• 奉仕を報告することの利点 
• クラブが行った奉仕のインパクトを測定する方法 
• 奉仕を報告したクラブへのアワード 

 
奉仕アワード 
  
「思いやりは大切なこと」奉仕アワード – この栄えある賞は毎年、ライオンズのグローバル重

点分野のいずれかで特に優れた奉仕事業を行った一握りのライオンズクラブとレオクラブに授

与されます。クラブレベルで推薦が行われる本アワードは、地域社会を住みよい場所にするた

め極めて革新的でユニークな奉仕事業を企画するようライオンズとレオに呼びかけるもので

す。  
ウェブページにアクセスし、受賞条件、推薦を受ける方法、推薦スケジュールをご確認くださ

い。 
 
 
 
 

https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit#mod7
https://www.lionsclubs.org/ja/service-reporting
https://www.lionsclubs.org/ja/kindness-matters-service-award
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マーケティング   
 

• ブランド・ガイドラインとロゴ – ライオンズクラブのロゴは、ダウンロードして利用できま

す。ダウンロードの前に、ロゴの使用に関する国際協会のガイドラインをお読みください。 
 

•   マーケティング委員長ウェブページ - マーケティングの基礎から、なぜ地区内のクラブに

とってマーケティングが重要なのか、インパクトの強いマーケティングキャンペーンはどの

ように作り出すのか、といったことをこのウェブページ内で学ぶことができます。また、ク

ラブや地区レベルでマーケティング委員長を任命することの重要性についても理解できま

す。  
 

• ライオンズクラブ国際協会マーケティング・アワード - このエキサイティングなアワード

は、クラブが自分達の革新的で刺激的なマーケティングを通じて認知されるための最高

な方法です。内容を詳しく知り、クラブの申請要件を確認しましょう。  
 

• E 地区ハウス - 地区または複合地区のウェブサイトを無料で手軽に作成したい場合に最適で

す。 
 
• E クラブハウス  - ライオンズクラブのウェブサイトを無料で手軽に作成したい場合に最適で

す。 
 
• E レオクラブハウス – レオクラブのウェブサイトを無料で手軽に作成したい場合に最適で

す。 
 

• 国際平和作文コンテスト –  この作文コンテストは、目の不自由な青少年に平和への思いを

表現する機会を提供するために設けられました。 
 

• ライオン誌 – このページには最新版のデジタル版「ライオン誌」と、この月刊誌に関する重

要情報が掲載されています。 
 

• ライオンズ広報センター – メディアリリースのテンプレート、メディアキット、公共広告、

その他の包括的な PR・広報資料を提供するこのオンライン・ニュースルームは、ライオン

ズがすばらしいニュースを共有するために役立ちます。   
 

• 平和ポスター・コンテスト - この絵画コンテストは、世界中の児童に平和へのビジョンを表

現するよう奨励するものです。35 年以上にわたり、100 カ国近くから何百万人もの子どもた

ちがこのコンテストに参加してきました。 
 
• ソーシャルメディア - 私たちの「ソーシャルメディアセンター」で、すぐにダウンロード・

カスタマイズできるリソースメディア用のグラフィック、「使い方」ビデオ、ブログ投稿を

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/brand-guidelines
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson/marketing-award
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/create-e-district-house
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/create-e-clubhouse
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/create-e-leoclubhouse
https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/youth/peace-essay
https://www.lionsclubs.org/ja/footer/lion-magazine
https://www.lionsclubs.org/ja/footer/lions-press-center
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/youth/peace-poster
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/lions-and-social-media
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ご覧ください。また、ソーシャルメディア活動をサポートしてくれるライオンズやレオのグ

ローバルなコミュニティがお待ちしています。  
 
• ライオンズ・ブログ– ライオンズのブログでは、私たちのグローバル奉仕の心髄であるニュ

ースやストーリーが紹介されています。  
 
参考資料 

 
各種規約文書  
 

• 国際会則及び付則 – 国際協会の規約文書です。 
 
• 標準版複合地区会則及び付則 –  複合地区が国際会則及び付則に従ってその運営規約を作成

するための基礎として役立ちます。Word 文書でも用意されており、ガバナー協議会がその

規約文書を更新するためのテンプレートとして使用できます。 
 
• 標準版地区会則及び付則– 地区が国際会則及び付則に従ってその運営規約を作成するための

基礎として役立ちます。Word 文書でも用意されており、地区キャビネットがその規約文書

を更新するためのテンプレートとして使用できます。 
 
• 標準版クラブ会則及び付則– この標準版文書は、クラブが国際会則及び付則に従ってその運

営規約を作成するための基礎として役立ちます。クラブが独自の運営規約を設けていない場

合には、この標準版会則及び付則を使用してください。Word 文書でも用意されており、ク

ラブがその規約文書を更新するためのテンプレートとして使用できます。 
 
• 理事会方針書 - この文書には、国際理事会の方針が記載されています。理事会方針書の各章

へのハイパーリンクが張られており、随時参照して従うべき重要な方針を確認できます。 
 
• 決議事項要約 - 国際理事会会議で更新された方針が地区やクラブの運営に影響を及ぼす場合

がありますので、各会議の後、確認する必要があります。リソースセンターで「決議事項要

約」を検索してください。  
 

地区役員 E ブック  
 

• 協議会議長 E ブック - この E ブックには、年間を通して協議会議長をガイドする役立つ

情報にくわえ、資料やツールへのリンクが掲載されています。  
 
• キャビネット幹事および会計 E ブック – この E ブックには、年間を通してキャビネット幹事

および会計をガイドする役立つ情報にくわえ、資料やツールへのリンクが掲載されていま

す。    
 

https://www.lionsclubs.org/ja/blog
https://www.lionsclubs.org/v2/resource/download/113578475
https://www.lionsclubs.org/resources/79872995
https://www.lionsclubs.org/resources/79872563
https://www.lionsclubs.org/resources/79873406
https://www.lionsclubs.org/resources/79872776
https://cdn2.webdamdb.com/md_od7QkRweAh85.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/resources/79872331
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
https://www.lionsclubs.org/ja/search-results?keys=executive+summaries
https://www.lionsclubs.org/resources/135848344
https://www.lionsclubs.org/resources/79873672
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• ゾーン及びリジョン・チェアパーソン E ブック  - この E ブックは、ゾーン及びリジョン・チ

ェアパーソンが年間を通じて担当ゾーン内のクラブを支援するために役立つガイドです。こ

の E ブックを利用すれば、「模範的な地区ガバナー諮問委員会会議」という資料等、地区に

おけるこの重要な役割を担う 1 年を成功させるために必要なリソース、方針、ツールにすば

やくアクセスできます。  

クラブ役員 E ブック   
• クラブ会長及び第一副会長 E ブック 
• クラブ幹事 E ブック 
• クラブ会計 E ブック 
• クラブ会員委員長 E ブック 
• クラブ・マーケティング委員長ガイドブック 
• クラブ奉仕委員長 E ブック 

 
ライオンズクラブ国際財団（LCIF）について  
 
ライオンズクラブ国際財団（LCIF）は、ライオンズクラブ国際協会の慈善部門です。LCIF の使命

は、ライオンズクラブ、ボランティア、そしてパートナーが、世界中の人々の暮らしに影響を及

ぼす人道奉仕と交付金を通じて、健康と福祉を改善し、地域社会を強化し、恵まれない人々に支

援を提供するとともに、平和と国際理解を促進できるよう、力を与えることです。  
 
LCIF は、1968 年の創立以来、ライオンズクラブ国際協会のメンバー、一般の方々、そしてパート

ナー団体からの寄付を通じて人道支援奉仕に資金を提供してきました。LCIF はいただいた寄付の

100％を交付金プログラムに使用しています。   
 

LCIF は世界中のライオンズの奉仕に力を与える唯一の財団として、世界で 19,000 件以上、総額 12
億ドル余りにのぼる交付金を提供しています: LCIF の資金提供を通して数々の奉仕事業が実現され

ており、主な成果としては以下が挙げられます。  
 
• 960 万件の白内障手術に資金を提供  

 
• 財団の主要な青少年育成および社会情動学習プログラムである「ライオンズ・クエスト」を

通じて 110 カ国以上の青少年と教育者を支援 
 
• 災害援助と防災に 1 億 4 千万ドル余りを提供 

 
• 1 億人以上の児童のはしかワクチン接種を支援 

 
LCIF は視力障害を克服し、青少年に貴重なライフスキルを身につけさせ、大災害に対応し、リス

クにさらされ弱い立場にある人々のニーズを満たすプログラムを構築するなど、さまざまな取り

組みを支援しています。糖尿病の蔓延を抑えたり、有病者の生活の質（QOL）を向上させること

https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/88899466
https://www.lionsclubs.org/resources/79874005
https://www.lionsclubs.org/resources/79873567
https://www.lionsclubs.org/resources/79873520
https://www.lionsclubs.org/resources/79873970
https://www.lionsclubs.org/resources/96727919
https://www.lionsclubs.org/resources/79873864
https://www.lionsclubs.org/ja/discover-our-foundation/mission
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を焦点とする LCIF 交付金も多くあります。さらに、財団は新たなグローバル重点分野である小児

がん、食料支援、環境保護などを支援する交付金も提供しています。  
 
LCIF は 50 年以上にわたり、世界中のライオンズの奉仕に力を与えるという誓いを忠実に果たし続

けてきました。交付金が提供されるごとに、誰かの暮らしがより安全に、より健康に、より生産

的になっていきます。  
 
連絡先：lcifTokyo@lionsclubs.org 
 

LCIF の各種交付金 
 
LCIF は、ライオンズが各地域社会と世界に奉仕できるよう支援する幅広い交付金を用意していま

す。LCIF は数十年にわたって、視力保護、災害援助、青少年支援、人道支援という重点分野での

ライオンズの取り組みに寄与してきました。詳しくは、LCIF 交付金ツールキットをご覧くださ

い。  
 
• 小児がん交付金は、小児がん患者とその家族の暮らしの支援と改善に役立てることができま

す。 
 
• 糖尿病交付金は、糖尿病の有病率を減らしたり、糖尿病と診断された人々の暮らしを充実し

たものにしたりするために役立てることができます。 
 
• 災害関連の交付金は、復興の各段階で行われるライオンズ主導の災害援助活動に合わせて、

幅広い資金援助の選択肢があります。 
 
 緊急援助交付金は、ライオンズが自然災害の被災者に即時に緊急援助を提供するた

めに役立てられます。 
 

 防災準備交付金は、地域当局や他の団体と連携して未然に災害に備えるために役立

てることができます。 
 

 地域復興援助交付金は、すでに他の組織が差し迫ったニーズに対応している場合

に、ガレキ撤去や修繕等の短期の取り組みを支援します。 
 

 大災害援助交付金は、国際的に重大な影響を及ぼす自然災害や人為災害が発生した

場合の救援活動を支援します。 
 
• 地区及びクラブシェアリング交付金は、クラブ/地区レベルで行われる地域の人道事業の資

金となります。 
 
• 食料支援交付金 食料支援を主眼とし、食料資源へのアクセスを高めるライオンズ奉仕事業

を支援します。  

mailto:lcifTokyo@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/ja/lcif-grants-toolkit
https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/cancer-pilot-grant
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/diabetes-grants
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/disaster-grants
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/district-club-community-impact-grants
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/hunger-pilot-grant
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• レオ奉仕交付金は、レオによる独自の奉仕事業の決定、計画、実施を可能にします。 

 
• ライオンズ・クエスト交付金 未就学児童から高校までの青少年を対象とする、学校や地域

を基盤とした SEL（社会性と情動の学習）プログラムを支援します。   
 

 プログラム交付金は、ライオンズが現地学校からの詳細なプランと確約を得ている

場合、あるいはプログラムの拡大に向けて準備ができている場合に利用できます。  
 

 普及促進交付金は、地区がライオンズ・クエストプログラムへの理解を深めプログ

ラムの価値についてしっかりと伝えられるよう支援します。 
 

 コミュニティパートナーシップ交付金は、新しい地域でライオンズ・クエストプロ

グラムを開始するか、または休止しているプログラムを再開します。 
 
• マッチング交付金 は、満たされていない人道的ニーズが存在する場合に、ライオンズ主

導の事業を確立または拡大するための建設または設備に資金を提供します。 
 
• 視視力ファースト交付金 は、インフラ開発、人材育成、眼科サービス提供、アイヘルス教

育などの事業を通じた包括的眼科システムの構築を支援します。 
 
以上の説明の印刷用ファイルはこちらからダウンロードしてください： あなたの奉仕をサポー

ト：LCIF 交付金についてのガイド  
 
連絡先：osealglobalgrants@lionsclubs.org  

 
身近な地域から始める 

 
クラブや地区、複合地区で LCIF 交付金事業を企画・実施するために使える、数多くのプレゼンテ

ーションや説明会等の機会が設けられています。ゾーン内で LCIF 交付金について啓発するには次

を行うとよいでしょう。 
 
• 地区 LCIF コーディネーターに相談し、地区における LCIF 交付金の歴史について学ぶ  

 
• 地域に存在するニーズ、地区のリソース、交付金の申請手順について把握する 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/leo-grants
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/lions-quest-grants
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/matching-grants#_ga=2.119997773.496672518.1612886333-1771807562.1548777711
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/sightfirst-grants
https://cdn2.webdamdb.com/md_s9u695AtbSg9.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_s9u695AtbSg9.jpg.pdf?v=1
mailto:osealglobalgrants@lionsclubs.org
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LCIF への支援 
 

上記のような交付金の提供は、ライオンズ、レオ、ライオンズクラブ、財団のパートナーや友人に

よる継続的な支援があって初めて可能になります。LCIF への寄付は金額を問わずそのすべてが変化

を生むために使われ、暮らしを改善する奉仕へと形を変えることで、ニーズに満ちた世界に希望を

もたらしています。  私たちの世界は引き続きライオンズを必要としています。そしてライオンズ

は、その奉仕のインパクトを拡大するために私たちのグローバル財団からの資金援助を必要として

います。  
 

表彰プログラム 
 

寄付をお寄せくださった方々への感謝の気持ちを示すため、LCIF では幅広い表彰の体系を設けてい

ます。  寄付のレベルに応じて、個人、クラブ、地区、複合地区、企業、その他の寄付パートナーに

対するさまざまな表彰を用意しています。  
 

• ライオンズ／レオ・サポーター・プログラム 
• メルビン・ジョーンズおよび累進メルビン・ジョーンズ・フェロー 
• リードギフトおよびメジャーギフト表彰 
• ライオンズ・レガシー・ソサエティ 
• クラブに対する表彰 
• 地区に対する表彰 
• 記念寄付 
• 表敬寄付 
• 企業に対する表彰 

 
表彰に関する詳細については、下の連絡先にお問い合わせください。  
 
連絡先：lcifTokyo@lionsclubs.org 
  
地区 LCIF コーディネーターとの協力  
 
地区 LCIF コーディネーターは、地区キャビネットの一員として LCIF 理事長により任命されます。  
その役割は、地区と地区ガバナーが地区の LCIF 資金獲得目標を達成できるよう支援することです。  
直ちに地区 LCIF コーディネーターと協力し、以下を含む戦略計画の策定に着手することが重要で

す。  
 

• 地区の資金獲得の機会に関する戦略とスケジュールを立てる。 
• 地区内のライオンズにとって重要な LCIF に関するメッセージを作成する。  
• 地区内の各クラブに LCIF について知ってもらう情報を発信するスケジュールを立てる。 
• 地区の表彰目標を設定し、表彰の機会を設ける。  
• 地区 LCIF コーディネーターが地区大会とゾーン会議に出席し、LCIF についてより理解を深め

る機会を設ける  

mailto:lcifTokyo@lionsclubs.org
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財務責任およびプライバシー保護  
 

LCIF は透明性、ガバナンス、リーダーシップ、結果を重視し、責任を持っていただいた寄付金を管

理しています。LCIF は、寄付者に対する責任を果たします。人々の暮らしを変えるライオンズの奉

仕を可能にするために、寄付者の存在は不可欠であるからです。寄付金の 100%を交付金とプログラ

ムに充てることで、LCIF は、ライオンズによる思いやりに満ちた奉仕活動と私たちの助けを必要と

している人々に力を与えています。  
 
詳細はこちらをご確認ください：https://www.lionsclubs.org/ja/explore-our-foundation/responsibility-
privacy  
 
法務及び専門分野 

 
• 国際役員の訪問 ホスト及びプロトコール・ガイド - 来賓に訪問中快適に過ごしてもらうた

めのヒントと、役員を適切に紹介するための国際協会の公認プロトコールが紹介されていま

す。  
 
• 資金の使用に関するガイドライン - クラブと地区による事業資金と運営資金の適正な使用に

ついて指針を提供するものです。 
 
• 賠償責任保険プログラム - ライオンズクラブ国際協会は世界規模でライオンズを補償対象と

する事業者賠償責任保険に加入しています。すべてのクラブおよび地区が自動的に被保険者

となります。 
 

保険証書 - 保険証書の入手については、オセアル調整事務局にご確認ください。 
 
• ライオンズ商標に関する方針の要旨 - ライオンズの紋章や商標の適正な使用と、許可が必要

な場合について、理解の助けになるガイドラインです。  
 
• ライオンズクラブ国際協会およびライオンズクラブ国際財団のプライバシーに関する方針 - 

ライオンズクラブ国際協会と LCIF は、会員の個人情報を保護することの重要性を認識して

います。 
 

会則及び付則の改正  
 
時に応じて、地区はその会則及び付則を改正するという選択をすることもあるでしょう。地区ガ

バナーが、このプロセスを主導および管理することになります。地区の会則及び付則の改正に関

する規定を確認し、改正の手続きが理事会方針に従って行われるようにしてください。 キャビネ

ット幹事が、必要な改正案の作成、変更案についての地区内クラブへの伝達、改正に必要な手順

の遂行において支援します。  
 

https://www.lionsclubs.org/ja/explore-our-foundation/responsibility-privacy
https://www.lionsclubs.org/ja/explore-our-foundation/responsibility-privacy
https://www.lionsclubs.org/resources/79873309
https://www.lionsclubs.org/resources/79873547
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/insurance
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/certificate-of-insurance
https://www.lionsclubs.org/resources/79873663
https://lionsclubs.org/ja/footer/connect/your-privacy
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• 地区再編成（英語のみ） - 単一、準、または複合地区による再編成案をまとめる上で必要に

なる方針のガイドライン、手順、参考資料などについてはこのページをご覧ください。具体

的に地区再編成を検討したい地区は、太平洋アジア課（pacificasian@lionsclubs.org）へご連

絡ください。  
 
• 地区を統合するためのガイド（英語のみ） – このガイドは、複合地区が地区とクラブの運営

をより効率よく効果的なものにすることを目的に準地区を再編成する際に役立つ段階的なプ

ロセスを説明しています。   
 
• 道徳基準と行動 – 地区ガバナー - 地区ガバナーとしての責任は、国際協会の核心的な価値観

と道徳基準を理解することから始まります。 
 
• 道徳基準と行動 – クラブ – 国際協会におけるクラブの役割は、このような誠実で道徳的な行

動基準を維持するため、絶えず監視を続けることにあります。 
 

国際本部  
 
連絡先 - このページには、各部署の E メールアドレスと電話番号が主な業務内容とともに掲載さ

れています。  
 
 
 
 

  

https://www.lionsclubs.org/ja/node/13111
mailto:pacificasian@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/resources/79862779
https://cdn2.webdamdb.com/md_A68TR3b7l3I8.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_A68TR3b7l3I8.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/ja/footer/contact-us
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