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2019-2020 年度指導力育成複合地区及び地区補助金プログラムの申請について 

指導力育成複合地区及び地区補助金プログラムとは何ですか？ 

複合地区 
レベル： 

この補助金プログラムは、複合地区レベルの第一/第二副地区ガバナー研修を支援するた

めに資金を提供するものです。対象となる経費（「指導力育成複合地区及び地区補助金

プログラム経費払戻し方針」を参照）が、以下を超えない金額で払い戻されます。 
 

• 出席が確認された第一副地区ガバナー1 人当たり 100 ドル（実費を超えないこ

と）。  
• 出席が確認された第二副地区ガバナー1 人当たり 75 ドル（実費を超えないこ

と）。  
 

すべての複合地区は、この補助金プログラムに参加する資格があります。必要な情報が

記入されて提出されたすべての申請に補助金が支給されます。 
 

地区レベル： 
 

この補助金プログラムは、地区内のゾーン・チェアパーソン研修を支援するために資金

を提供するものです。対象となる経費（「指導力育成複合地区及び地区補助金プログラ

ム経費払戻し方針」を参照）が、500 ドルを超えない金額で払い戻されます。    
 
すべての地区は、この補助金プログラムに参加する資格があります。ただし、資金には

限りがあり、すべての申請に補助金が支給されるわけではありません。  
 

 
資金はどのようにして申請するのですか？   

複合地区 
レベル： 

 

ライオンズクラブ国際協会に登録されているすべてのグローバル・アクション・チーム-
複合地区グローバル指導力育成チーム（GLT）コーディネーター（複合地区につき 1 名）

は、2019-2020 年度指導力育成複合地区及び地区補助金プログラム申請書を提出すること

によって、この補助金を申請します。 
 
必要事項がもれなく記入されて提出されたすべての申請書が受け付けられます。 

地区レベル： 

ライオンズクラブ国際協会に登録されているすべてのグローバル・アクション・チーム-
地区グローバル指導力育成チーム（GLT）コーディネーター（地区につき 1 名）は、2019-
2020 年度指導力育成複合地区及び地区補助金プログラム申請書（必要事項がもれなく記

入されていること）を提出することによって、この補助金を申請します。 
 
すべての地区は、この補助金プログラムに参加する資格があります。ただし、資金には

限りがあり、すべての申請に補助金が支給されるわけではありません。 
 

研修ではカリキュラムが指定されますか？ 

複合地区 
レベル： 

 
各研修プログラムに含まれるカリキュラムの具体的な項目に関する指針はリーダーシッ

プ開発部が提供しますが、その他の項目や選択トピックはグローバル・アクション・チ

ーム GLT コーディネーターを含む複合地区の研修責任者が決定し、複合地区特有のニー

ズに適したものにしなければなりません。    
 

第一副地区ガバナー： 複合地区レベルの第一副地区ガバナー 研修カリキュラムは、理事

会で承認された第一副地区ガバナー／地区ガバナーエレクト研修プログラムの主要な構

成要素であり、これを採用しなければなりません。  必須カリキュラムはライオンズクラ

ブ国際協会リーダーシップ開発部が 2019 年 8 月に提供する予定です。 
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第二副地区ガバナー：  学習効果を最大化して第二副地区ガバナーのニーズを満たすこと

ができるよう、オンライン研修（第 1 段階）と講師が指導する研修ワークショップ（第 2
段階）を組み合わせて行われます。両方の段階を使って研修を行うことが推奨されます

が、本補助金プログラムによって資金援助を受ける資格を得るには、第二段階を実施す

ることが条件となります。研修カリキュラムはこちらライオンズクラブ国際協会のウェ

ブサイトをご覧ください。 
  

地区レベル： 
 
ソーン・チェアパーソン研修必須カリキュラムはこちらライオンズクラブ国際協会のウ

ェブサイトをご覧ください。    
 

この補助金を使用する対象となる期間はいつですか？ 
2019-2020 年度指導力育成複合地区及び地区補助金プログラムは、2019 年 7 月 1 日～2020 年 6 月 30 日の期間

内に行われる研修のために申請できます。例えば、ゾーン・チェアパーソン研修を開催する地区なら、補助金

を現ゾーン・チェアパーソンの研修に使用するか、あるいは少し待って本会計年度後期に特定される 2020-
2021 年度ゾーン・チェアパーソンの研修に使用するかを選ぶことができます。  

 
補助金プログラムで払戻しを受けるには何が必要ですか？ 
補助金プログラムで払戻しを受けるには、ライオンズクラブ国際協会リーダーシップ開発部に下記を提出する

必要があります。  
1. 記入済の 2019-2020 年度指導力育成複合地区及び地区補助金プログラム申請書が、国際協会リーダー

シップ開発部に提出されていること 
2. 2019-2020 年度指導力育成複合地区及び地区補助金プログラム払戻し請求書（払戻しの対象となる研修

プログラムの経費を項目別に記入） 
3. 払戻し対象の経費の領収書（詳細は「2019-2020 年度指導力育成複合地区及び地区補助金プログラム払

戻し方針」を参照） 
4. 2019-2020 年度指導力育成出席表（研修出席を証明するため参加者が署名したもの） 
5. 研修プログラム全般の項目/概要 
6. 記入済みの指導力育成最終評価報告書 

 
払戻し請求書は、ライオンズクラブ国際協会の方針に従い、研修プログラム終了後 60 日以内に速やかに提出

し、受領されなければなりません。60 日を過ぎてから届いた経費請求書は払戻しの対象となりません。 
 
払戻しは該当する複合地区/地区に対して行われます。 

 
記入済みの書類または質問等の宛先は？ 
E メールの場合：リーダーシップ開発部宛て leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
郵送の場合：    
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd St.      
Oak Brook, IL 60523-8842 
USA 
 
電話：630.468.7117  

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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複合地区または地区レベルでの指導力育成複合地区及び地区補助金プログラムから資金援助を

受けるには、この申請書に必要事項をもれなくご記入の上提出してください。リーダーシップ

開発部より、補助金プログラム申請書を受領した旨の連絡が行われます。 

資金援助を受けるには、ライオンズクラブ国際協会リーダーシップ開発部の研修前の承認が必

要です。申請が承認されたことの連絡が行われます。 
 
パート 1: 研修プログラムの種類と詳細：  
 
研修プログラムの種類を明示し、研修プログラムの情報を提供してください。 

• 指導力育成補助金 - 複合地区プログラム - この補助金プログラムは、複合地区レベルで第一

および第二副地区ガバナーの研修を支援するためのものです。  
 

複合地区プログラム – 第一副地区ガバナー研修 

 

 

複合地区プログラム – 第二副地区ガバナー研修 

 

 

  

複合地区名：  

• 第一副地区ガバナー参加予定人数 
 

 

プログラム実施日 
 

 

プログラム実施場所 
 

 

承認を得るには、プログラムの日程/概要を申請書と一緒に提出しなければなりません 

複合地区名：  

• 第二副地区ガバナー参加予定人数 
 

 

プログラム実施日 
 

 

プログラム実施場所 
 

 

承認を得るには、プログラムの日程/概要を申請書と一緒に提出しなければなりません 
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• 指導力育成補助金 – 区プログラム - この補助金プログラムは、地区内のゾーン・チェアパー

ソン研修を支援するためのものです。 
 

地区プログラム – ゾーン・チェアパーソン研修 

地区名：  

• ゾーン・チェアパーソン参加予定人数  
プログラム実施日： 
 

 

プログラム実施場所： 
 

 

承認を得るには、プログラムの日程/概要を申請書と一緒に提出しなければなりません 

 

パート 2: 複合地区/地区連絡先情報：   

グローバル・アクション・チーム/MD/地区グローバル指導力育成チーム（GLT）コーディネーター

連絡先情報 
 

MD/地区 GLT コーディネーター氏名  

コーディネーターの会員番号  

コーディネーターの E メールアドレ

ス 
 

電話番号  
 

パート 3: 確認 

 

プログラムの詳細をご理解いただいたことを確認するため、下記の各文にチェックを入れてく

ださい。 
 
     私は、この申請書の提出によって資金が確保され、指導力育成複合地区及び地区補助金プ

ログラム払戻し方針に基づいて実際に支出した経費が払い戻されることを理解します。 

私は、研修プログラムは、ライオンズクラブ国際協会理事会が承認したカリキュラムに基

づくものでなければならないことを理解しこれを認めます。  

私は、払い戻される資金は指導力育成複合地区及び地区補助金プログラム払戻し方針に従

い、該当する複合地区または地区に送金されることを理解します。  

グローバル・アクション・チーム MD/地区 GLT コーディネーター署名： 
 
_________________________ _____________________________ ___________ 
氏名（活字体）    署名          日付 
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パート 4: 申請の承認 
 
 
指導力育成補助金 - 複合地区プログラム 
 
複合地区名：________ 
 
協議会議長： 
 
_________________________ _____________________________ ___________ 
氏名（活字体で記入）    署名         日付 

 
 
指導力育成補助金 - 地区プログラム 
 
地区名：________ 
 
地区ガバナー署名： 
 
_________________________ _____________________________ ___________ 
氏名（活字体で記入）    署名         日付 

 
 
 
パート 5: 申請書の提出 
 
E メールの場合：リーダーシップ開発部宛て leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
郵送の場合：    
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd St.      
Oak Brook, IL 60523-8842 
USA  
 

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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