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多世代で取り組むライオンズクラブにするには？ 

家族ぐるみのライオンズクラブづくり 

家族ぐるみのライオンズクラブづくりは、会員を増やし、クラブを新たな方向へと導く絶好の

方法です。それはクラブが触れ合うことの難しかった層と触れ合うことを可能にし、入会する

会員から提供する奉仕活動の種類に至るまで、あらゆる側面に影響を及ぼします。このアプロ

ーチを勧誘に役立ててきたライオンズクラブでは、家族が加わることでクラブが豊かになり、

強化されていることが分かっています。 

 

家族がライオンズクラブにもたらすメリット 

クラブの組織に家族を組み入れると、すべての関係者に重要なメリットがもたらされます。 

❑ クラブにとってのメリットは、会員が増加し、若手を呼び込めることです。 

❑ 会員にとってのメリットは、クラブに熱意ある新会員、多様な奉仕活動、新鮮な視点がもた

らされることです。 

❑ 成人の家族会員にとってのメリットは、そのライフスタイルと必要な柔軟性に見合ったボラ

ンティア活動を行うことができ、家族と過ごせる機会が増えることです。 

❑ 若い家族会員にとってのメリットは、幼い頃からボランティア活動の重要性を学び、その喜

びを味わえることです。 

❑ 家族全体にとってのメリットは、ともに過ごす時間が増え、ボランティア体験を共有できる

ことです。 

❑ 地域社会にとってのメリットは、地域社会のニーズを満たすための活動に参加する住民が増

えることです。  

❑ ライオンズクラブ国際協会にとってのメリットは、家族中心のライオンズクラブを通してボ

ランティア活動の伝統が引き継がれ、今後長きにわたってレオクラブとライオンズクラブを育

てていくために役立つことです。 
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家族とは？ 

ベニエ家族研究所では、家族を次のように定義しています。 

「自分たちを家族であると考えている二人以上のグループ：親、子、きょうだい、里親、祖父

母、おば、おじ、いとこ、友人、および自分たちを家族と考えているその他のあらゆる

人々。」  

家族ぐるみのクラブの最も優れた特質の一つは、以下を含めて幅広い家族を取り込めることで

す。 

• 核家族 

• 子どものいない夫婦 

• 義理の家族 

• 退職した夫婦 

• 保護者と子ども/子どもたち 

• 祖父母と孫 
 

家族ぐるみのクラブづくり：段階的チェックリスト 

❑ クラブにアイディアを紹介する。家族ぐるみのクラブとは何か、それがクラブにどう影響す

るかを説明する。 

❑ クラブ会員がさらに検討したいということであれば、委員会を設置し、クラブに影響を及ぼ

すあらゆる重要な問題について調査する。委員会が調査結果を報告する期日を設ける。 

❑ クラブ会員が話を進めることに賛成であれば、目標を掲げ、クラブ内で必要な変革を実現す

るための行動計画を立てる。 

❑ 変革が実現され、クラブが新しいスケジュールに慣れたら、家族ぐるみのクラブに関する PR

活動を計画・実施する。 

何から始めるか 

家族ぐるみのクラブづくりには数々のメリットがありますが、すべてのクラブに適しているわ

けではありません。成功させるには、クラブ会員全員が賛同し、熱心に取り組む必要がありま

す。始める前に、ライオンズクラブに家族を迎えることの意味を十分に理解し、そのために必

要な変革に向けて準備を整えるようにしてください。 
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家族ぐるみのクラブづくりに着手する前に配慮しておくべき問題を、以下にいくつか挙げてい

きます。本ガイドに添えられた計画書を役立てて、クラブの新しい形式を考えましょう。 

クラブ例会：家族を温かく迎える環境を整えつつ、クラブ運営もしっかりと行うためには、ク

ラブ例会のやり方を変える必要が出てくるでしょう。検討事項としては以下が挙げられます。 

• クラブ例会の開催時間を、家族が出席しやすい時間帯に変更する必要があります。忙し

い会員が自宅で出席できるよう、オンライン会議を採用してもよいでしょう。 

• 会場を子どもに適した場所に変える必要もあります。 

• 小さな子どもがいる場合、オーソドックスな晩餐会形式の例会は難しいかもしれませ

ん。ビュッフェ形式、持ち寄りなど、もう少しカジュアルな形式を検討しましょう。 

• 例会を短くする必要があるかもしれません。 

• 子どもが参加している例会では、その集中力が続く時間を考えて、彼らに適した活動を

別に用意する必要があるでしょう。子どもが興味を失わないようにすると同時に、大人

が議事を終えられるようにするためです。会議の間に、レオクラブ会員に手伝ってもら

ってもよいでしょう。 

奉仕活動：クラブの奉仕活動を家族向けにする必要があるかもしれません。一般的に、以下は

家族中心の奉仕活動には向きません。 

• 常に家族全員で取り組まなければならない事業。 

• 幼児が集まっている地域施設に幼児連れの家族を行かせること（監督が難しくなる）。 

•  繰り返し同じ作業を割り当てること。 

• 分担できない単独での作業。 

• 幼児連れの家族を長時間の事業に参加させること。 

• 激しい運動を伴う事業に高齢者を参加させること。 

活動を考える際に念頭に置くべきこと： 

• 子どもたちにとって自分の手を使う楽しい機会になるか？ 

• さまざまなスキル、才能、知識を発揮できるか？ 

• スケジュールは柔軟か？一度に複数の家族が参加できるか？ 

• 家族が協力し、体験を共有することができるか？ 

• 地域社会に直接インパクトを及ぼす活動か？ 
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家族での取り組みに適した事業の例： 

• ライオンズクラブ国際協会の青少年プログラム 

• 他の地域児童活動 - ボーイ/ガールスカウト、スポーツ、教室など 

• お年寄りの支援 

• ホームレスの手助け 

• 識字事業 

• 環境保全事業 

• 学校スポーツ行事 

• 学生ベビーシッター講座 

これらの事業はほとんどの地域社会に適しています。 

リーダー：家族ぐるみのクラブづくりを推進するため、家族参加委員会を設けることを考えま

しょう。クラブ会員で構成されるこの委員会は、家族ぐるみの奉仕活動の企画や、例会での活

動・子どもの世話の手配に責任を負います。 

法規/保険に関する問題：地域社会奉仕活動に子どもを参加させる場合には、児童の労働に関す

る地域の法規を調べておくことが賢明です。また、賠償責任保険の見直しも行い、必要であれ

ば補償範囲を拡大しておくことも大切です。さらに、ボランティア活動をともにする成人の身

元調査を行うことも重要です。組織による身元調査には手間がかかるため、十分な時間をかけ

て手続きを行えるようにしてください。奉仕事業の最中に排除される人が出ないようにするた

めです。身元調査の最善の進め方について、地域当局に相談するようにしてください。 

財務責任：財務上の検討事項としては、上記のように保険料が上がる可能性の他に、例会中の

子どもの世話にかかる費用、家族割引を提供するための会費制度の変更などが挙げられます

（児童には会費を課すべきではありません）。 

報告：クラブの活動の報告は、他のライオンズクラブと同じ方法で行います。どの家族会員が

活動に参加したかを記録します。 

表彰：家族ぐるみのクラブの会員も、他のライオンズクラブの会員と同様に、その尽力とクラ

ブへの献身を認められれば喜びます。しかし、家族会員に対しては、以下を含めてさまざまな

タイプの表彰を考えるとよいでしょう。 

• 賞状 

• 地元レストランのクーポン/割引券 

• PR 資料への掲載 
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• 特別な食事や集まり 

• 思いがけないお礼状 

• クラブ例会での表彰 

• クリスマスカード 

• スポーツ大会のチケット 

• 映画のチケット 

伝統を引き継ぐ：クラブとともに成長し、奉仕の重要性を学んでいく青少年にとって、取り組

みを続けていく方法があることは大切です。クラブがまだレオクラブのスポンサーになってい

ないなら、レオクラブを作れば、年長の子どもたちは極めて自然に次の段階に進むことができ

るでしょう。彼らはレオクラブを出発点に、キャンパス・ライオンズクラブ、クラブ支部、バ

ーチャルクラブなどへと移行することを検討できます。 

必要な変革を実現する：クラブで家族ぐるみのクラブづくりを始めてみようと決めたなら、必

要な変革の実現に向けて、行動計画とスケジュールを立てなければなりません。本ガイドに

は、この作業に役立つ計画書が含まれています。 

クラブの新たな体制を PR する：クラブの体制を家族に合わせて調整する一方で、この新しい

取り組みを地域社会に PR するための計画を立てる必要があります。ライオンズクラブを家族

に PR する方法としては、以下が挙げられます。 

• 家族会員候補が現会員と交流できる家族参加イベントを企画する（企画に関する詳細は

次のセクションを参照）。 

• 教師/生徒、スポーツチームのコーチ/メンバー、聖職者、地域のリーダー、家族、隣

人、他の組織やクラブの会員に話をする。 

• 関心のある家族が奉仕活動に参加できる「お試し」の機会を設けることで、クラブが自

分たちに合っているか確かめてもらう。 

• 家族ぐるみのクラブづくりと新しい家族を効果的にクラブに誘う方法について、クラブ

会員の認識を高める。 

• 自治体、学校、教会、地域団体の会報に記事を投稿する、または広告を掲載する。 

• クラブの変革に関するニュースリリースを作成して配布する（本ガイドに添付されてい

るサンプルを参照）。 

• 奉仕活動を PR してクラブへの認識を高める。 
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家族参加イベントを企画する 

家族参加イベントは、地域の人々にクラブのことを知ってもらい、家族ぐるみのクラブづくり

を PR する絶好の機会となります。それは会員勧誘ナイトや晩餐会と同じように、関心を示し

ている多くの人々を一度にクラブに招き入れる方法です。 

日時の設定：イベントを適切に計画し、必要な手配を行い、効果的に PR するには、少なくと

も 6 週間が必要です。日付を選ぶ時には、学校の文化祭、地域の祝祭など、他の行事と重なら

ないようにします。現代の忙しい家族にとって週末は特にめまぐるしいことを踏まえ、人々が

都合の良い時間に立ち寄れるよう、イベントは数時間にわたって開催することを考えてくださ

い。金曜の午後や夕方にイベントを行えば、多くの家族にとって出席しやすくなるでしょう。

次の日には学校がなく、週末の予定と重なることもないからです。 

会場の選定：クラブに決まった会議場があり、家族と子どもを受け入れる十分な広さがあるな

ら、会場を探す必要はないでしょう。それ以外の場合には、公民館の多目的ルーム、学校の体

育館、教会の会堂などを考えます。非営利団体に対して使用料を割引してくれるレンタル施設

もありますが、通常の場合、週末はパーティや結婚式などのために、かなり前から定価で予約

が埋まってしまっているものです。施設を借りるなら、金曜の午後/夕方にイベントを開くとよ

いでしょう。 

イベントの内容を企画：これは家族中心のイベントであるため、長いスピーチや謝辞などは省

きましょう。最適なのは、オープンハウス形式のイベントにすることです。以下のようなテー

ブルを設けて、家族が見て回れるようにすることを考えましょう。 

➢ 受付/クラブに関する総合案内：後で参照できるよう、来てくれた家族全員の氏名、住

所、電話番号を記入する出席表を用意することは重要です。イベントのことをどうやっ

て知ったか、来場者に尋ねてもよいでしょう。クラブのパンフレット、ファクトシー

ト、ライオンズクラブ国際協会の出版物（ライオン誌数部を含めて）などを用意してお

きます。家族ぐるみのクラブとその仕組みに関する情報も必要です。クラブのビデオが

あるなら、このテーブルで見せてもよいでしょう。社交的な会員を立ち会わせ、クラブ

について質問に答えたり、会話をしたりしてもらいます。 

➢ クラブの活動：活動中のクラブの写真を見せて（掲示またはスクラップブックの形式

で）、クラブの事業、支援を受けた人々、その他のエピソードを知識の豊かな会員から

伝えてもらいます。クラブが家族ぐるみの新しい活動を目指すなら、このテーブルでそ

うした活動を紹介します。看板や展示を設けて、クラブの長年にわたる奉仕の受益者数

を伝えることも考えましょう。 

➢ プレゼンテーション：パワーポイントその他を使った簡単なプレゼンテーションを用意
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し、家族ぐるみという考え方とクラブについて説明します。質疑応答の時間も設けるよ

うにしてください。 

➢ 登録：イベントで入会を申し込みたい人のために、入会申請書を用意しておきます。そ

の時点では決められない人には後で連絡できるよう氏名と電話番号を教えてもらい、質

問があれば答え、クラブの次回の例会に招待します。家族参加イベントの直後に奉仕活

動を設けてもよいでしょう。イベントで参加登録してもらえば、その家族は活動中のク

ラブの様子を直接見ることができるようになります。 

➢ キッズコーナー：塗り絵とクレヨン、パズル、ブロック、簡単な工作など、子どもたち

が楽しめるさまざまな活動を用意しましょう。朗読の得意なクラブ会員に、読み聞かせ

コーナーを担当してもらってもよいでしょう。予算が許せば、子どもたちのためにエン

ターテイナーやフェイスペインターを呼ぶことも考えましょう。必要としている人々に

配るバスケットに食品を詰めるなど、子どもたちを奉仕活動に参加させることも一案で

す。多くのボランティアを手配し、活動を監督してもらうようにしてください。 

➢ 出迎え係：入口にクラブ会員を配置し、参加者を出迎えてどこに何があるかを説明して

もらいます。他の会員にはテーブルを回って交流を促したり、質問に答えたり、温かい

雰囲気を作ってもらいましょう。 
 

飲食物：飲食物はイベントの時間帯と長さによって決まります。食事時を挟んだイベントであ

れば、しっかりとしたものを出すようにすべきです。オープンハウス型のイベントなら、あま

り食器を使わないで済むようなものにします。地域にイベント用の飲食物を寄付してくれそう

な会場がないか、調べてみるとよいでしょう。 

設営/装飾：部屋の設営に当たっては、テーブルと椅子を工夫して配置することで、家族同士の

交流が促されるようにします。子どもたちが活動するスペースでは、テーブルと椅子を居心地

よく並べます。参加者が資料や子どもたちの作品を持ち帰ることができるよう、袋を用意する

ことも考えます。装飾はシンプルで華やかなものを心がけましょう。 

イベントの PR：日時、場所、内容の計画が固まったら、人々に出席を呼びかけます。そのため

の方法としては以下が挙げられます。 

• まず、現クラブ会員に、参加に関心のありそうな家族を挙げてもらいましょう。その一

人ひとりに招待状を送ります。 

• 地域で知り合いになった家族に招待状を出すよう、会員に奨励します。招待のチラシを

印刷して会員に持たせます。 

• 地域の企業や家族向けの組織にチラシを配ります。 

• 生徒にチラシを配るよう地元の学校に依頼します（学校は非営利団体のためにそうして



 

FamMembership_HowToGuide_v00b.JA 

くれることがよくあります）。または、学校の月報に情報を掲載してもらいます。 

• 地域、教会、その他の組織の掲示板や会報に情報を掲載してもらいます。 

• クラブのウェブサイトに情報を掲載します。 

• 地元紙やソーシャルメディアで広告枠を購入します。 

• 地元の新聞社、テレビ局、ラジオ局にニュースリリースを送り、地域の行事予定表にイ

ベントを載せてもらいます。 

• 来場するすべての家族が参加できる抽選を行うことで、インセンティブを高めます。4

人分の地元レストラン食事券や映画チケットなど、家族で楽しめるものを賞品にすると

よいでしょう。イベントに関するあらゆる通信物で抽選について PR します。 

イベント終了後：クラブに関心を示してくれた家族や、奉仕活動への参加登録をしてくれた家

族には、すぐに連絡をとるようにします。現会員（スポンサー・ライオンが最適）の家族に新

しい家族とペアを組ませ、クラブに溶け込めるよう支援してもらうことを考えましょう。 

家族参加イベントのスケジュール 

➢ 6 週間前：日時と場所を設定。企画作業に着手。 

➢ 5 週間前：イベントの内容をまとめ、PR 資料と招待状の案を作成。招待者リストを作

成。任務と期限の詳細なリストを作成。 

➢ 4 週間前：メディア向け資料、チラシ、招待状を配布。イベント用の展示物の作成に着

手。 

➢ 3 週間前：イベントの手配と展示に関する作業を継続。家族に出席を呼びかけるよう会

員に奨励。メディアの担当者に連絡。 

➢ 2 週間前：すべての手配を再確認。すべての詳細を固める。 

➢ イベントの週：直前の作業項目を完了。すばらしいイベントを成功させる！ 

リソース 

以下のリソースは、クラブが新しい家族を入会させて溶け込ませるために役立つでしょう。 

• ポケットサイズ入会申請書（ME-6B）：新会員を入会させるために必要なすべてが含ま

れています。 

• クラブ PR 委員長ガイド（PR710）：PR に役立つ情報と PR 資料のサンプルが満載されて

います。 

• オリエンテーション・ガイド（ME-13）：この出版物は、効果的な新会員オリエンテー

ションを企画して実施するために役立つでしょう。 
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家族ぐるみのライオンズクラブ 計画書 

クラブ例会の最新案 

___________________________________________________________________________________ 

日/時/ _____________________________________________________________________________ 

場所_______________________________________________________________________________ 

会議形式___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

奉仕活動___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

リーダー ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

子どもの世話_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

保険 _______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

資金面の問題 ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
PR ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  

家族ぐるみのライオンズクラブ 行動項目 
____________________________________________________________________________________ 

優先事項：________________________ 期間：___________________________________________ 

手順 _______________________  責任者 ______________________  完了日____________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

項目 _______________________________________________________________________________ 

優先事項：________________________ 期間：___________________________________________ 

手順 _______________________  責任者 ______________________  完了日____________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

家族ぐるみのライオンズクラブ 行動項目 
___________________________________________________________________________________ 

優先事項：________________________ 期間：__________________________________________ 

手順 _______________________  責任者 ______________________  完了日___________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

項目 ______________________________________________________________________________  

優先事項：________________________ 期間：__________________________________________ 

手順 _______________________  責任者 ______________________  完了日___________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  
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家族ぐるみのライオンズクラブ 行動項目 
__________________________________________________________________________________ 

優先事項：________________________ 期間：__________________________________________ 

手順 _______________________  責任者 ______________________  完了日___________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

項目 ______________________________________________________________________________ 

優先事項：________________________ 期間：__________________________________________ 

手順 _______________________  責任者 ______________________  完了日___________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  
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家族ぐるみのライオンズクラブ ニュースリリースのサンプル 

 

例 1：家族ぐるみのライオンズクラブをメディアに PR 

レイクサイド・ライオンズクラブ、家族にボランティアの機会を提供 

レイクサイド・ライオンズクラブでは現在、家族がともに地域社会奉仕に取り組む絶好の機

会を提供しています。当ライオンズクラブでは家族ぐるみのクラブづくりを目指しており、家

族での入会を歓迎しています。クラブに加わった家族はライオンズクラブ国際協会のメンバー

として、地域社会奉仕事業に取り組みながら充実した時間をともにできるようになります。 

レイクサイド・ライオンズクラブは例会の形式と活動内容を変更し、家族で参加しやすいも

のにしました。「クラブの家族会員を増やすこの機会に、私たちは胸を躍らせています」と、

レイクサイド・ライオンズクラブのパティ・マーシャル会長は述べています。「調査の結果、

ボランティア活動をともにすると家族の絆が深まることが分かっています。私たちのような組

織にとっても利点があり、それは若い頃から奉仕を始めるという伝統が生まれることです。」 

レイクサイド・ライオンズクラブと家族ぐるみのクラブづくりの詳細は、ジャック・トーマ

ス会員委員長（555-1234）までお問い合わせください。 

レイクサイド・ライオンズクラブは 43 年以上にわたり、この地域で奉仕してきました。レイ

クサイド・フードバンク、必要としている発展途上国の人々に配布する中古眼鏡の収集、レイ

クサイド商店街健康フェアでの視力・糖尿病検査の提供など、積極的に地域社会事業に取り組

んでいます。最近では、ジェファーソン公園の運動場と遊び場の改修資金を調達しました。 

 

例 2：家族参加イベントの PR 

レイクサイド・ライオンズクラブ、家族参加ナイトを開催 

レイクサイド・ライオンズクラブでは、家族参加ナイトの開催を予定しております。その目

的は、クラブを通して参加できるボランティアの機会について、地域の人々に知っていただく

ことです。このイベントは、ジェファーソン通り 300 W のレイクサイド・ライオンズクラブ・

ホールにて、5 月 14 日（金曜日）の 4:00 p.m.～8:00 p.m.に行われます。 
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クラブでは最近、その例会の日時、体制、奉仕活動を大幅に変更し、家族で参加しやすいも

のにしました。「家族ぐるみのクラブづくりは、私たちにとって画期的な改革でした」と、レ

イクサイド・ライオンズクラブのパティ・マーシャル会長は述べています。「家族参加ナイト

は、地域の家族にクラブのことを知っていただき、私たちのすばらしいボランティア活動を紹

介する機会となるでしょう。」  

このイベントでは、レイクサイド・ライオンズクラブに関する説明とマルチメディア・プレ

ゼンテーションを行います。軽食と子どもたちのための催しも用意しており、地元の歌手で作

家のメアリー・マガイアさんをお招きしています。マーシャル会長によれば、家族全員にとっ

て楽しく、ためになるイベントになるはずです。ご来場の家族に参加していただける抽選も行

われ、賞品には 4 人分のレストランギフト券や映画のチケットなどが含まれています。 

レイクサイド・ライオンズクラブの家族参加ナイトの詳細については、ジャック・トーマス

会員委員長（555-1234）までお問い合わせください。レイクサイド・ライオンズクラブは 43 年

以上にわたり、この地域で奉仕してきました。レイクサイド・フードバンク、必要としている

発展途上国の人々に配布する中古眼鏡の収集、レイクサイド商店街健康フェアでの視力・糖尿

病検査の提供など、積極的に地域社会事業に取り組んでいます。最近では、ジェファーソン公

園の運動場と遊び場の改修資金を調達しました。 

 


