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新クラブの結成を祝賀
チャーターナイト企画ガイド 
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ようこそ
チャーターナイトは、新しいライオ
ンズクラブの始まりを祝う特別な式
典です。この式典ではクラブにチャ
ーター（認証状）が贈呈され、近隣
地域のライオンズにとっては新クラ
ブへの支援を示す機会となります。
一般に、新クラブがチャーターナイ
トを企画できるよう、スポンサーク
ラブが支援します。
このガイドに含まれる情報や提案
を、有意義で心に残るチャーターナ
イトを企画するためにお役立てくだ
さい。クラブの個性や地元の慣習を
反映させて、独自の式典を作り上げ
るとよいでしょう。
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チャーターナイトを企画
する

一般に、スポンサークラブはチャーターナイトの企画を支援し
ますが、その際には複数のライオンズが役割を分担する必要
があります。企画チームの推奨される構成は以下の通りです
が、人員の有無に応じて調整できます。

財務チーム：このチームは、チャーターナイトのすべての経費
が賄われるようにします。通常はスポンサークラブと新クラブ
の会計が含まれますが、いずれかのクラブのその他の会員を
含めてもかまいません。チャーターナイト式典への参加費を設
定し、チャーターナイトの予算を管理するのもこのチームです。

招待/余興チーム：このチームは、招待状の送付や出席確認を
含めて、招待の手続きを全面的に管理します。また、余興、招待
状を手配し、ゲストスピーカーの宿泊先を確保します。会場を
適切に設営し、すべての機材が正常に動作することも確認し
ます。会場を適切に設営し、来賓が正しく紹介されるようにす
る方法については、本ガイドの「紹介のエチケット」のセクショ
ンを参考にしてください。

プログラム・チーム：このチームは、チャーターナイトのプログ
ラムを考え、参加者の全員がプログラムにおける自分の役割
を理解するようにします。また必要に応じて、印刷版プログラ
ムの制作も監督します。本ガイドにはプログラムの例が含まれ
ています。

多くの場合、地区に在住の現または元国際理事会メンバーが、
ゲストスピーカーとして招待されます。新クラブの所在する複
合地区から選出された現役の理事会メンバー一人、もしくは
その複合地区から選出されたか、または居住する、直近の元
国際理事二人のうち一人が出席するための交通費は、ライオ
ンズクラブ国際協会から支給される場合があります。

同じ地区内のライオンズクラブや近隣のライオンズクラブを招
待することは、チャーターナイトの慣例です。招待を受けたクラ
ブの代表者は通常、新クラブが活動を始める際に役立つよう、
クラブ用品の贈り物や現金の寄付などを持参します。スポンサ
ークラブは一般に、新クラブのクラブ旗や小槌を贈呈します。 

式典には地域の要人を招待してもよいでしょう。招待状には必
ず返信期日を明記し、正確な出席者数を把握できるようにし
ましょう。



チャーターナイト企画ガイド  | 4

チャーターナイト・チェッ
クリスト

企画チーム
•  チャーターナイト委員長を任命する。
•  チャーターナイトの日取りを決める。
•  各委員会に責任を割り振る。
•  計画を確認・承認する。

財務チーム
•  予算を決定する。
•  参加費を決定する。
•  支出を承認する。

招待/余興チーム
•  招待状を制作して配布する。

•   地域の要人を招待し、出欠を確認する。
•  ゲストスピーカーを招待する。

•   旅行と宿泊の手配をする（「旅行手配」のセクションを参照）。

•   地区内クラブや近隣クラブからの出席者を確認する。
•  余興の手配をする。

•   音響装置と機材が正常に動作することを確認する。
•  会場が適切に設営されていることを確認する。

プログラム・チーム
•  式次第を決定する。

•  プログラムを制作して印刷する。

•  プログラムを出席者に配布する。

PRチーム
•  地元メディアにプレスリリースを送る。
•  メディアに連絡し、式典に招待する。

•  写真撮影者を手配する。

チャーター（認証状）贈呈チーム 

•  地区ガバナーにチャーターが届いていることを確認する。

•  チャーター贈呈式を企画し、予行練習する。 
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企画に際してのその他の検討事項
企画チームが組織されたら、チャーターナイトの企画に着手します。チャーターナイト式典を確実に成功させられるよう、
チームとして以下を検討すべきです。 

1. チャーターナイト式典の日時を決定する。

2. 式典の形式を決める。出席者に正装を求める正式なものにするか、普段着でもかまわない気楽なものにするか？

3.式典の予算を決定する。

4. 招待リストを作って、出席者数を見積もる。招待するゲストには、ライオンリーダーや地区/地元のライオンズを含める
べきです。

5. 見積った出席者数と予算に見合った会場を選ぶ。

6. 参加費を決定する。チャーターナイト式典では、式典の経費に充てるための参加費を求めます。金額は式典の形式、会
場、飲食物、余興などに基づき設定されます。

7. 飲食物とその調達方法を決定する。会場では飲食物を提供しているか？仕出し業者を探す必要があるか？ライオンズ
が飲食物を持参することにするか？

8. チャーターナイトのプログラムの重要な要素（司会、余興の種類、ライオンズの役割など）を決定する。

9. スポンサークラブがチャーターナイトで果たす役割（資金援助、クラブ旗の購入、プログラムに関するスピーカーなど）
を決定する。

10. 招待する地域の要人（市長、地域のリーダーなど）を決定する。

上記の項目を全体で検討した上で、内部チームがそれぞれ担当分野の進捗状況をチャーターナイト企画チームに報告
するようにします。
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チャーターナイトのプログラム

チャーターナイトは、独創的で楽しいものにすることができます。企画チームは、式典にクラブ独自の要素を付け加えることがで
きますが、いくつか不可欠な要素もあります。チャーターナイトには以下が含まれているべきです。

新役員の就任 - これは、スポンサークラブの会長や地区ガバナーなど、地区の代表者が取り仕切るべきです。就任式自体の詳細
については、「クラブ役員就任式ガイド」をご確認ください。 

チャーターメンバーの紹介 – これは、スポンサークラブの会長と、スポンサークラブの会員委員長または地区役員が担当すべき
です。新クラブの会長も、新会員にピンを付けるなど、一定の役割を担うべきです。この式典の詳細については、「新会員入会式ガ
イド」をご確認ください。

宣誓とピンの贈呈- これは式典の一部です。チャーターメンバーはそれぞれ、チャーターメンバー用のピンと証書を贈られます。全
員がピンを受け取ったら、チャーターメンバーは宣誓を復唱します。ピンの贈呈式と宣誓の詳細については、「新会員入会式ガイ
ド」をご確認ください。 

「新会員入会式ガイド」と「クラブ役員就任式ガイド」はwww.lionsclubs.orgに掲載されています。

式典のプログラムの内容

•   クラブ名、チャーターナイトの日時、会場、ライオンズの紋章の記載された表紙

•  新クラブの役員、理事、会員のリスト

•  式次第

•  新クラブより感謝の意を表したい人々のリスト

•  寄与したクラブのリスト

さらなるチャーターメンバーの確保に向けて会員増強キャンペーンを開始する

チャーターナイトは、人々にクラブへの入会を呼びかける絶好の機会となります。ライオンズクラブ国際協会、クラブ自体、入会の
方法について説明できるよう、案内テーブルを設けることを計画してください。クラブ結成後90日以内にチャーターナイトが行わ
れる場合には、その時点でクラブに入会した人々もチャーターメンバーとみなされます。クラブ結成後90日を過ぎてからチャータ
ーナイトが行われる場合には、その際に入会した新会員は通常の会員とみなされます。
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参考資料

以下は、クラブ会長がチャーターを受け取る時の挨拶と、プレスリリースの見本です。これらはあくまでも見本であり、それぞれの
クラブや出席者にとって意義のある式典となるよう、作りかえてご使用ください。

クラブ会長チャーター受領の挨拶　見本
新クラブ会長によるチャーター受領の挨拶は、新クラブの基本的方針を打ち出すものです。必要に応じて内容を
変更するとよいでしょう。

本日はお集まりいただき、ありがとうございます。この度、 （ライオンズクラブ名）の会長として会員一同を代表し、
チャーターをお受け取りすることを誠に光栄に存じます。世界最大の人道奉仕組織、ライオンズクラブ国際協会
への加入がこうして正式に認められましたことに、心からの感謝を申し述べさせていただきます。

今後は偉大なる本協会の一員であることに誇りを持ち、地域社会と国際社会への奉仕に誠心誠意取り組んで参
ります。私たち会員は、所属クラブ、協会、とりわけこの地域社会に対する責任を真摯に受け止め、協会のモットー

「われわれは奉仕する」を指針としていきます。

クラブ会員や地域の人々と緊密に協力し、ニーズの認められるあらゆる分野を支援していくことに、私たちは心を
躍らせています。この新クラブに加わったことで、友情、チームワーク、個人的な充実感も生まれるでしょう。

（ライオンズクラブ名）の会長として、ここに謹んでチャーターをお受け取りいたします。クラブの他の役員ともど
も、全力で取り組んでいくことをここに誓います。クラブ会員の皆さんにも、ご支援とご協力をお願いいたします。
特にクラブの例会、資金獲得活動、地域奉仕活動に積極的に参加するようにしてください。 

私たちは、生涯役立つ個人的スキルや専門的スキルを身につけながら、恵まれない人々の暮らしを改善する機会
をともにしていくことになります。 

新クラブとして歩んでいく中で、私たちがこの地域社会でどのように善を推進していくかを示そうではありません
か。ライオンズとして、「思いやりは大切なこと」の意味を、これから出会うあらゆる人々に実証していきましょう。 
ご清聴ありがとうございました。 
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プレスリリースの見本

詳細の問い合わせ先：
（氏名）

（電話番号） 
（Eメールアドレス）

即時リリース用

（市町村）に新しいライオンズクラブ誕生

（市町村、日付）— 新しいライオンズクラブが、（市町村）に（日付）に結成されます。（クラブ名）の（チャーターメンバー数）の男女
が、この結成を祝う式典「チャーターナイト」を （場所）で同日（時間）に開催します。

この式典では、（地区ガバナーまたは最高位の役員の氏名）が、ライオンズクラブ国際協会の発行した正式なチャーター（認証状）
を新クラブの会員に贈呈します。（新クラブ名）の結成に助力したスポンサークラブ、（スポンサークラブ名）の会員も式典に出席
し、新クラブの会員とともに祝います。

「新クラブの会員となられたこれらの立派な方々をライオンズに迎え入れることができて、大変光栄に思います。地域社会に貢献
するこのような素晴らしい団体が生まれたことは、（市町村）にとっても誇りとなることでしょう」と、（地区ガバナー、地域の要人、
またはスポンサークラブ会長の氏名・役職名）は述べています。

新たに生まれた（新クラブ名）は、（活動内容を列記）等に取り組む予定です。

（新クラブ名）の例会は、（開催曜日/毎月何日等）の（時刻）に（会場）で予定されています。ライオンズクラブは、地域のニーズを
特定し、それを満たすために協力する思いやりに満ちた男女の集まりです。詳しい情報をお求めの場合や、（クラブ名）への入会を
お考えの場合には、（氏名）（電話番号/適宜ウェブサイトのアドレスを追加）までご連絡ください。

ライオンズクラブ国際協会は世界最大の奉仕クラブ組織です。47,000を超えるクラブとその142万人の会員は、世界200余りの国
と地域で奉仕しています。1917年以来、ライオンズは労力奉仕と人道支援事業を通して各地域社会を強化しており、ライオンズク
ラブ国際財団の惜しみない支援を受けることで、その奉仕のインパクトをさらに拡大することができます。私たちは、視力保護、食
料支援、環境保全、小児がん、そして新しいグローバル重点分野である糖尿病に集中的に取り組むことで、人類が直面している最
大の課題の克服に手を貸しています。ライオンズは、年間の奉仕受益者を2億人にするという意欲的な目標を掲げていますが、そ
れはかつてないほど多くの人々に、これまで以上の奉仕を届けられるようにするためです。ライオンズクラブ国際協会の詳細につ
いては、ウェブサイト（www.lionsclubs.org）をご覧ください。
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紹介のエチケット
協会の公認プロトコールは、ライオンズの役員をし
かるべく認識する上で、混乱を解消するためにあり
ます。紹介の順序を決める際やメーンテーブルの席
順を決める際の「誰が先か」という質問に、プロトコ
ールが単純明快な答えを出してくれます。プロトコ
ールは、自国の文化的伝統に適するよう柔軟性を
持たせるとよいでしょう。
紹介
紹介は通常、出席者のうち役職順位が最も低いラ
イオンから始まり、最も高いライオンで終わります。
非ライオンの来賓が出席している場合は、プロトコ
ールと地元の慣習の双方を考慮し、どの段階で彼
らを紹介するべきかを決定します。

クラブ、地区、複合地区は、地元の慣習とは関わり
なく、公認プロトコールに基づく権利と特権を、他の
地区、複合地区、会則地域から出席している役員に
対する場合と同じように、地元在住の役員に対して
も適用しなければなりません。主要スピーカーは、
臨席の来賓全員の名前を挙げて紹介すべきです。

下記は、ライオンズクラブ国際協会公認プロトコー
ル方針です。主要スピーカーが、臨席の来賓全員の
名前を挙げて紹介する必要があります。

役職の順位
ライオンズの順位は、次の通りとする。
1.  国際会長
2.  前国際会長
3.   国際副会長（地位の順）
4.   国際理事 (a)(理事会アポインティ）*/**
5.  元国際会長 (b)
6.  元国際理事 (c)
7.  複合地区協議会議長 (a)
8.  地区ガバナー
9.  国際協会運営役員
10.  協会幹事
11.  協会会計
12.  元協議会議長 (a)
13.  前地区ガバナー (a)
14.  第一副地区ガバナー
15.  第二副地区ガバナー
16.  元地区ガバナー (a)
17.  複合地区協議会幹事（ボランティア）(a)

18.  複合地区協議会会計（ボランティア）(a)
19.  地区幹事 (a)
20.  地区会計 (a)
21.  リジョン・チェアパーソン (a)
22.  ゾーン・チェアパーソン (a)
23.   地区委員長、地区コーディネーター、地区GMT/

GLTリーダー (a)
24.  クラブ会長 (a)
25.  前クラブ会長 (a)
26.  クラブ幹事 (a)
27.  クラブ会計 (a)
28.  元クラブ会長 (c)
29.  複合地区幹事（職員）(a)
30.  複合地区会計（職員）(a)
* 国際理事会委員会メンバーおよびLCIF執行委員
会のメンバーとして国際会長から任命されたアポ
インティを、同じ役職に就いた他のライオンの前に
紹介する。紹介時に、その人がアポインティであるこ
とを言い添える。
**単一地区、準地区、複合地区の会則及び付則、あ
るいは地元の慣習や慣例に従い、4、5、13～30の優
先順序および/または内容を変えることができ、また
元理事会アポインティを加えることもできる。

上記アルファベット記号の説明：
(a)  二人以上いる場合には、姓のアルファベット順

とする。
(b)  二人以上いる場合には、最も近年にその役職を

務めた人が先になる。
(c)  二人以上いる場合には、元国際会長の場合と同

様（前記（b）参照）であるが、同じ年度に理事を
務めた人が二人以上いる場合には、(a)の規定
が適用される。 
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ライオンズの役職を二つ以上持つ人の場合は、そのうちの最高役職で順位が決まる。上記の外に、地元の慣習により特に紹介す
るべき役職があれば付け加える。ただし、選出された役員は常に、任命された役員の先になる。

非ライオンの来賓
非ライオンの来賓の順位は、それぞれの地域のプロトコールや慣習に従って決めるが、その非ライオンが主要スピーカーである
場合には、議長の右側に席をおく。（下図参照）

メーンテーブル座席表
真中に演台が置かれていない場合、主宰役員または議長は常に、下図（第1図）のように真中の席に座らなければならない。主要
スピーカーはその右側の席につき、他のライオンズ来賓の席は、前記の順位リストに従って決められる。可能であれば、議長また
は主宰役員（通常はクラブ会長、地区ガバナー、協議会議長、または国際会長）の左右に同数の席を置くようにする。
 （聴衆） 第1図

ガイディ
ング・ライ
オン

ガイディ
ング・ライ
オン

スポンサーク
ラブの会長

新クラブの
会長 主宰役員 スピーカーま

たは来賓
地区ガバ
ナー

複合地区エク
ステンション委
員長

地区エクステン
ション委員長

第2図のように、演台が置かれる場合のメーンテーブルの座席も大体同じである。ただし、議長または主宰役員は、常に（聴衆に向
かって）演台の左側に座り、主要スピーカーは右側に座る。

 （聴衆） 第2図

ガイディ
ング・ラ
イオン

ガイディ
ング・ラ
イオン

スポンサーク
ラブの会長

新クラブの
会長 主宰役員 演台 スピーカー

または来賓
地区ガバ
ナー

複合地区エク
ステンション
委員長

地区エクス
テンション委
員長

配偶者が出席している場合には、テーブル左側に着席する会員の配偶者はその会員の左隣に、テーブル右側に着席する会員の
配偶者はその会員の右隣にそれぞれ座る。

世界中ほとんどどの地域においても、チャーターナイトを主宰する役員はスポンサークラブの会長またはガイディング・ライオンで
ある。その場合、メーンテーブルの座席を適宜調整する。新クラブの会長が正式に就任し次第、その会長が通常主宰役員となり、
以後の次第を進行していく。

司会者
時には議長または主宰役員以外の人が、司会者を務める場合がある。その場合には、司会者は地元の慣習に従った席に座るか、
メーンテーブルの端の席につく。しかし順位のリストによって特定の席が決まっている（例えば、地区行事における元国際会長）場
合には、その席につく。 

複数のメーンテーブル
メーンテーブルが二つ以上ある場合には、最前列にあるテーブルが上位のテーブルとみなされる。同位のライオンズが別々のテー
ブルに着席することがないよう、留意する。
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メーンテーブル紹介
メーンテーブルに座っている人の紹介は、議長または主宰
役員に続き、最低順位の人から最高順位の人へと逆順に
紹介する。配偶者がメーンテーブルに座っている場合には、
会員の紹介を先にする。（例えば、山田一郎元国際理事と
花子夫人）配偶者がライオンである場合、ライオンとしての
役職も併せて紹介する。

国旗と国歌
外国からの来賓があり、旗が掲げられる場合には、掲揚に
際しての自国の儀礼に従い、来賓の国旗も掲げるべきであ
る。来賓の国歌についても同様である。

開会および閉会宣言　通常はスポンサークラブの会長、ガ
イディング・ライオン、または主宰役員による開会宣言で始
まり、新クラブの会長による閉会宣言で終わる。

旅行の手配
以下のヒントを参考にして、来賓の滞在がさらに快適なも
のとなるよう計らうとよいでしょう。

訪問前
前もって以下の情報を提供する。
•   式次第（行事の内容を明確に知らせる）
•  各行事での服装（正装、ビジネス、その他）
•  訪問先の気候
•   その他の関連情報（ニュースレター、会報、現在の地域社

会事業など）
•   来賓によるアワードの贈呈が予定されている場合には、

受賞者の関連情報を含めた台本を提供する。
•   来賓とは頻繁に、十分に連絡を取り合うようにする。ツア

ー、ゴルフなどの特別行事を含めて、経費の全額がホスト
側の負担であることを忘れない。

来賓の出迎え
飛行機による旅行の場合：
•   チャーターナイト委員長は出迎え担当者に同行する。
•   手荷物受取所、またはあらかじめ決めておいた待ち合わ

せ場所で来賓を迎える。
•   ライオンズであることがすぐに分かるような服装および/

またはピンを着用する。
•  来賓の荷物を運べるようにしておく。
•   来賓と荷物を載せられる十分な大きさの車を用意する。

来賓が長く旅をしていて、予想以上に多くの荷物を持って
いることもある。荷物が載り切らない場合に備え、車をも
う一台用意しておくとよい。

車による旅行の場合：
•   車で到着する来賓には、道順を詳しく知らせておく。

滞在を快適なものに
•  来賓の到着に先立って、ホテルの手配を再確認する。
•   式次第、地域に関する情報、主なライオンの部屋番号お

よび/または電話番号のリストを含めた資料一式を用意
する。

•   来賓を客室に案内したら、行事への出迎えの時間や服装
などについて再確認する。

•   来賓が部屋に落ち着いて一息つける時間を取る。

出発
•   出発に関しても、到着の時と同様の配慮をする。
•   チェックアウトの手続きをし、荷物の運搬を手配する。
•   ホテルの部屋から空港まで来賓に付き添う。
•   来賓のフライトが予定通りか確認し、大幅な遅延がある

場合には、必要な交通手段や宿泊先を手配する。
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