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第 6 章 
道徳綱領とライオンズ旗 

 
A. 道徳綱領 

 
職業に対する不断の努力が正しく賞賛されるように心がけ、自己の職業の尊さを確

信すること。 
 
事業を成功させて、適正な報酬や利益は受けるべきであるが、自己の立場を不当に

利用したり、人に疑われる行いをして自尊心を傷つけてまでも利益や成功を求めな

いこと。 
 
事業を遂行するにあたっては、他人の事業を妨害しないように心がけ、顧客や取引

先に誠実であり、自己にも忠実であること。 
 
世人に対する自己の立場や行いに疑いが生じたときは、世人の立場に立って解決に

あたること。 
 
真の友情は損得の上に築かれるものでなく、心と心の触れ合いによるものであるこ

とを自覚し、手段としてではなく 目的として友情をもつこと。 
 
国家および地域社会に対する公民の義務を忘れず、かわらぬ忠誠を言動にあらわし、

すすんで時間と労力と資力をささげること。 
 
不幸な人には同情を、弱い人には助力を、貧しい人には私財を惜しまないこと。 
 
批判は謙虚に、賞賛は惜しみなく、建設を旨として破壊をさけること。 
 
 

B. 道徳基準と行動 
 

1. 執行役員、国際理事、理事会アポインティ 
 

ライオンズクラブ国際協会は奉仕組織であり、奉仕提供のあり方は、奉仕そのも

のに勝るとも劣らぬ重要性を持っています。ライオンズの会員、執行役員、国際

理事、理事会アポインティ、運営役員、国際本部の職員、更には私たちの属する

各地域社会は、皆さんのそれぞれが常に誠実で道徳的な行動を取ることを期待し

ています。国際協会に所属し、奉仕を提供するライオンズクラブ、会員、役員、

理事会、職員、あるいはその奉仕を受ける社会の行動や要求が、この指針に反す

る行いを正当化することはありえません。誠実で道徳的な行動は、以下のコアバ

リューによって定義され、私たちの道徳基準の基礎を形成しています。 
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奉仕への決意 
私たちはライオンズのニーズに敏感に反応する。私たちが追求するのは、ライオ

ンズの優先事項、価値観、ニーズを理解すること、そしてその奉仕に力を与える

ことである。私たちは、社会奉仕および人道奉仕という共通の目標達成に向け献

身的に取り組む。 
 
一流を目指す熱意 
私たちは、ライオンズが取り組む奉仕分野と私たちの仕事の質向上に情熱を注い

でいる。私たちは期待される以上のことを行い、私たちが行うこと全てにおいて

卓越と継続的な改善を目指す。 
 
多様性の尊重 
私たちは、多様性こそ私たちの強みであることを心得た上で、世界の人びとの間

に相互理解の精神をつちかい発展させる。私たちは一人ひとりの違いと文化の違

いを尊重する。また、他の人の経験と才能を受け入れる。なぜならば、力を合わ

せることで私たちはより力強くなるからである。 
 
ダイナミックなコラボレーション 
私たちはチームとして連携し、協会の各種プログラムと取り組みの質及び妥当性

を向上させる。私たちはライオンズ、パートナー、同僚の参加を歓迎し、呼びか

けることにより、ともに問題を解決し課題に対処する。 
 
個人としてプロとしての誠意 
私たちは善良な市民としての原則を推進し、実践する。私たちは頼りがいのある、

誠実で信頼できるプロフェッショナルであり、自身の行動と結果に対し説明責任

を負う。 
 
改革の精神 
私たちは、私たちがサービスを提供する相手の変化し続けるニーズに対応できる

よう進歩し、発展と独創性を促す環境を取り入れる。私たちは徹底的に新たなア

イデアを試して最大限利用し、成功事例を取り入れるよう奨励する。 
 
皆さんに課せられる最初の責務は、ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観

と道徳基準を理解することです。本協会における皆さんの役割は、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

際理事会方針書は、協会の使命声明文（第 1章 A項 3）、道徳綱領（第 6章 A

項)、差別禁止方針（第 17章 H項）、正クラブの責務（第 5章 A項）、資金獲得

事業を通して一般から集めた資金の利用方法（第 15章 B項）、一般経費払戻し

方針（第 21章 C項）、利益相反（第 15章 H項）、プライバシーに関する方針

（第 26章 D項）など、ライオンズクラブ国際協会の道徳基準に関連する事柄を

強調しています。道徳基準と行動に関するその他の指針についての情報は、国際

会則及び付則、更には国際理事小冊子にも示されています。多くの場合、道徳基
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準は法的義務と重なります。道徳又は法律の遵守について疑問を感じた場合、皆

さんには国際理事会の適切な委員会又は国際本部の適切な部に対し、その問題に

ついて注意を喚起する責任があります（例えば、財務及び本部運営委員会は利益

相反の問題を審議し、会則及び付則委員会または法律部は法的問題について検討

します）。また、協会の執行役員又は運営役員に対し、道徳的又は法的な問題に

ついて相談しても良いでしょう。 
 
皆さんは、自分に何が期待されているかを理解し、適切な決定を下すことが求め

られます。ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観は、国際理事会方針と共

に、その為に必要な指針と基盤を与えます。とはいえ、基準はあらゆる場面に当

てはまるものとは言えません。したがって、「正しく」道徳的に行動する為には、

皆さんが良識に従い最善の判断を行なうことが大切です。ライオンズクラブは常

に誠実且つ道徳的な方法によって、支援を求める無数の人々に奉仕をしてきまし

た。皆さんがこうした伝統の維持に参加してくださることを、心から期待してい

ます。 
 

2. 協議会議長 
 

ライオンズクラブ国際協会は奉仕組織であり、奉仕提供のあり方は、奉仕そのも

のに勝るとも劣らぬ重要性を持っています。ライオンズの会員、皆さんの協議会、

国際理事会、執行役員、運営役員、国際本部の職員、さらに私たちの属する各地

域社会は、皆さんのそれぞれが常に誠実で道徳的な行動をとることを期待してい

ます。国際協会に所属し、奉仕を提供するライオンズクラブ、会員、役員、理事

会、職員、あるいはその奉仕を受ける社会の行動や要求が、この指針に反する行

いを正当化することはありえません。誠実で道徳的な行動は、以下のコアバリュ

ーによって定義され、私たちの道徳基準の基礎を形成しています。 
 
奉仕への決意 
私たちはライオンズのニーズに敏感に反応する。私たちが追求するのは、ライオ

ンズの優先事項、価値観、ニーズを理解すること、そしてその奉仕に力を与える

ことである。私たちは、社会奉仕および人道奉仕という共通の目標達成に向け献

身的に取り組む。 
 
一流を目指す熱意 
私たちは、ライオンズが取り組む奉仕分野と私たちの仕事の質向上に情熱を注い

でいる。私たちは期待される以上のことを行い、私たちが行うこと全てにおいて

卓越と継続的な改善を目指す。 
 
多様性の尊重 
私たちは、多様性こそ私たちの強みであることを心得た上で、世界の人びとの間

に相互理解の精神をつちかい発展させる。私たちは一人ひとりの違いと文化の違
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いを尊重する。また、他の人の経験と才能を受け入れる。なぜならば、力を合わ

せることで私たちはより力強くなるからである。 
 
ダイナミックなコラボレーション 
私たちはチームとして連携し、協会の各種プログラムと取り組みの質及び妥当性

を向上させる。私たちはライオンズ、パートナー、同僚の参加を歓迎し、呼びか

けることにより、ともに問題を解決し課題に対処する。 
 
個人としてプロとしての誠意 
私たちは善良な市民としての原則を推進し、実践する。私たちは頼りがいのある、

誠実で信頼できるプロフェッショナルであり、自身の行動と結果に対し説明責任

を負う。 
 
改革の精神 
私たちは、私たちがサービスを提供する相手の変化し続けるニーズに対応できる

よう進歩し、発展と独創性を促す環境を取り入れる。私たちは徹底的に新たなア

イデアを試して最大限利用し、成功事例を取り入れるよう奨励する。 
 
皆さんに課せられる最初の責務は、ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観

と道徳基準を理解することです。本協会における皆さんの役割は、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。ラ

イオンズクラブ国際協会は、協会の使命声明文、道徳綱領、奉仕活動及び会員に

関する差別禁止方針、正クラブの責務、資金獲得事業を通して一般から集めた資

金の利用方法、監査、利益相反、資金その他の要請、プライバシーなど、ライオ

ンズクラブ国際協会の道徳基準に関連するいくつかの方針を採択しています。こ

れらの方針や、道徳基準と行動に関するその他の指針についての情報は、国際会

則および付則、協議会議長必携、国際理事会方針書に示されています。多くの場

合、道徳基準は法的義務と重なります。道徳又は法律の遵守について疑問を感じ

た場合、皆さんには国際理事会の適切な委員会又は国際本部の適切な部に対し、

その問題について注意を喚起する責任があります（例えば、財務及び本部運営

委員会は利益相反の問題を審議し、会則及び付則委員会または法律部は法的問題

について検討します）。また、国際理事会、執行役員、又は運営役員に対し、道

徳的又は法的な問題について相談しても良いでしょう。 
 
皆さんは、自分に何が期待されているかを理解し、適切な決定を下すことが求め

られます。ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観は、国際理事会方針と共

に、その為に必要な指針と基盤を与えます。とはいえ、基準はあらゆる場面に当

てはまるものとは言えません。したがって、「正しく」道徳的に行動する為には、

皆さんが良識に従い最善の判断を行なうことが大切です。ライオンズクラブは常

に誠実且つ道徳的な方法によって、支援を求める無数の人々に奉仕をしてきまし

た。皆さんがこうした伝統の維持に参加してくださることを、心から期待してい

ます。 
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3. 地区ガバナー 

 
ライオンズクラブ国際協会は奉仕組織であり、奉仕提供のあり方は、奉仕そのも

のに勝るとも劣らぬ重要性を持っています。ライオンズの会員、皆さんの同僚で

ある地区ガバナー、国際理事会、執行役員、運営役員、国際本部の職員、さらに

私たちの属する各地域社会は、皆さんのそれぞれが常に誠実で道徳的な行動をと

ることを期待しています。国際協会に所属し、奉仕を提供するライオンズクラブ、

会員、役員、理事会、職員、あるいはその奉仕を受ける社会の行動や要求が、こ

の指針に反する行いを正当化することはありえません。誠実で道徳的な行動は、

以下のコアバリューによって定義され、私たちの道徳基準の基礎を形成していま

す。 
 
奉仕への決意 
私たちはライオンズのニーズに敏感に反応する。私たちが追求するのは、ライオ

ンズの優先事項、価値観、ニーズを理解すること、そしてその奉仕に力を与える

ことである。私たちは、社会奉仕および人道奉仕という共通の目標達成に向け献

身的に取り組む。 
 
一流を目指す熱意 
私たちは、ライオンズが取り組む奉仕分野と私たちの仕事の質向上に情熱を注い

でいる。私たちは期待される以上のことを行い、私たちが行うこと全てにおいて

卓越と継続的な改善を目指す。 
 
多様性の尊重 
私たちは、多様性こそ私たちの強みであることを心得た上で、世界の人びとの間

に相互理解の精神をつちかい発展させる。私たちは一人ひとりの違いと文化の違

いを尊重する。また、他の人の経験と才能を受け入れる。なぜならば、力を合わ

せることで私たちはより力強くなるからである。 
 
ダイナミックなコラボレーション 
私たちはチームとして連携し、協会の各種プログラムと取り組みの質及び妥当性

を向上させる。私たちはライオンズ、パートナー、同僚の参加を歓迎し、呼びか

けることにより、ともに問題を解決し課題に対処する。 
 
個人としてプロとしての誠意 
私たちは善良な市民としての原則を推進し、実践する。私たちは頼りがいのある、

誠実で信頼できるプロフェッショナルであり、自身の行動と結果に対し説明責任

を負う。 
 
改革の精神 
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私たちは、私たちがサービスを提供する相手の変化し続けるニーズに対応できる

よう進歩し、発展と独創性を促す環境を取り入れる。私たちは徹底的に新たなア

イデアを試して最大限利用し、成功事例を取り入れるよう奨励する。 
 
皆さんに課せられる最初の責務は、ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観

と道徳基準を理解することです。本協会における皆さんの役割は、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。ラ

イオンズクラブ国際協会は、協会の使命声明文、道徳綱領、奉仕活動及び会員に

関する差別禁止方針、正クラブの責務、資金獲得事業を通して一般から集めた資

金の利用方法、監査、利益相反、資金その他の要請、プライバシーなど、ライオ

ンズクラブ国際協会の道徳基準に関連するいくつかの方針を採択しています。こ

れらの方針や、道徳基準と行動に関するその他の指針についての情報は、国際会

則および付則、地区ガバナー必携、国際理事会方針書に示されています。多くの

場合、道徳基準は法的義務と重なります。道徳又は法律の遵守について疑問を感

じた場合、皆さんには国際理事会の適切な委員会又は国際本部の適切な部に対し、

その問題について注意を喚起する責任があります（例えば、財務及び本部運営

委員会は利益相反の問題を審議し、会則及び付則委員会または法律部は法的問題

について検討します）。また、国際理事会、執行役員、又は運営役員に対し、道

徳的又は法的な問題について相談しても良いでしょう。 
 
皆さんは、自分に何が期待されているかを理解し、適切な決定を下すことが求め

られます。ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観は、国際理事会方針と共

に、その為に必要な指針と基盤を与えます。とはいえ、基準はあらゆる場面に当

てはまるものとは言えません。したがって、「正しく」道徳的に行動する為には、

皆さんが良識に従い最善の判断を行なうことが大切です。ライオンズクラブは常

に誠実且つ道徳的な方法によって、支援を求める無数の人々に奉仕をしてきまし

た。皆さんがこうした伝統の維持に参加してくださることを、心から期待してい

ます。 
 

4. クラブ役員 
 

ライオンズクラブ国際協会は奉仕組織であり、奉仕提供のあり方は、奉仕そのも

のに勝るとも劣らぬ重要性を持っています。ライオンズの会員、皆さんの同僚で

あるクラブ役員、所属地区の地区ガバナー、国際理事会、執行役員、運営役員、

国際本部の職員、さらに私たちの属する各地域社会は、皆さんのそれぞれが常に

誠実で道徳的な行動をとることを期待しています。国際協会に所属し、奉仕を提

供するライオンズクラブ、会員、役員、理事会、職員、あるいはその奉仕を受け

る社会の行動や要求が、この指針に反する行いを正当化することはありえません。

誠実で道徳的な行動は、以下のコアバリューによって定義され、私たちの道徳基

準の基礎を形成しています。 
 
奉仕への決意 
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私たちはライオンズのニーズに敏感に反応する。私たちが追求するのは、ライオ

ンズの優先事項、価値観、ニーズを理解すること、そしてその奉仕に力を与える

ことである。私たちは、社会奉仕および人道奉仕という共通の目標達成に向け献

身的に取り組む。 
 
一流を目指す熱意 
私たちは、ライオンズが取り組む奉仕分野と私たちの仕事の質向上に情熱を注い

でいる。私たちは期待される以上のことを行い、私たちが行うこと全てにおいて

卓越と継続的な改善を目指す。 
 
多様性の尊重 
私たちは、多様性こそ私たちの強みであることを心得た上で、世界の人びとの間

に相互理解の精神をつちかい発展させる。私たちは一人ひとりの違いと文化の違

いを尊重する。また、他の人の経験と才能を受け入れる。なぜならば、力を合わ

せることで私たちはより力強くなるからである。 
 
ダイナミックなコラボレーション 
私たちはチームとして連携し、協会の各種プログラムと取り組みの質及び妥当性

を向上させる。私たちはライオンズ、パートナー、同僚の参加を歓迎し、呼びか

けることにより、ともに問題を解決し課題に対処する。 
 
個人としてプロとしての誠意 
私たちは善良な市民としての原則を推進し、実践する。私たちは頼りがいのある、

誠実で信頼できるプロフェッショナルであり、自身の行動と結果に対し説明責任

を負う。 
 
改革の精神 
私たちは、私たちがサービスを提供する相手の変化し続けるニーズに対応できる

よう進歩し、発展と独創性を促す環境を取り入れる。私たちは徹底的に新たなア

イデアを試して最大限利用し、成功事例を取り入れるよう奨励する。 
 
皆さんに課せられる最初の責務は、ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観

と道徳基準を理解することです。本協会における皆さんの役割は、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。ラ

イオンズクラブ国際協会は、協会の使命声明文、道徳綱領、奉仕活動及び会員に

関する差別禁止方針、正クラブの責務、資金獲得事業を通して一般から集めた資

金の利用方法、監査、利益相反、資金その他の要請、プライバシーなど、ライオ

ンズクラブ国際協会の道徳基準に関連するいくつかの方針を採択しています。こ

れらの方針や、道徳基準と行動に関するその他の指針についての情報は、国際会

則および付則、クラブ役員必携、国際理事会方針書に示されています。多くの場

合、道徳基準は法的義務と重なります。道徳又は法律の遵守について疑問を感じ

た場合、皆さんには国際理事会の適切な委員会又は国際本部の適切な部に対し、



2022 年 10 月 6 日改訂  JA 
第 6 章 

P. 8 

その問題について注意を喚起する責任があります（例えば、財務及び本部運営

委員会は利益相反の問題を審議し、会則及び付則委員会または法律部は法的問題

について検討します）。また、所属地区の地区ガバナー、国際理事会、執行役員、

又は運営役員に対し、道徳的又は法的な問題について相談しても良いでしょう。 
 
皆さんは、自分に何が期待されているかを理解し、適切な決定を下すことが求め

られます。ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観は、国際理事会方針と共

に、その為に必要な指針と基盤を与えます。とはいえ、基準はあらゆる場面に当

てはまるものとは言えません。したがって、「正しく」道徳的に行動する為には、

皆さんが良識に従い最善の判断を行なうことが大切です。ライオンズクラブは常

に誠実且つ道徳的な方法によって、支援を求める無数の人々に奉仕をしてきまし

た。皆さんがこうした伝統の維持に参加してくださることを、心から期待してい

ます。 
 
 
C. 公式ライオンズ旗 

 
1. ライオンズクラブ国際協会旗は、 

 
白地に、屋内用のものには金色の房、屋外用のものには金色の縁がついており、

「LIONS INTERNATIONAL」と記された紋章が真ん中に入っているもの。(EC) 
 

2. 公式のライオンズクラブ国際協会旗は、クラブ用品部で販売される。 
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