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クラブ奉仕委員長 E ブックへようこそ！ 
 

本 E ブックの目的は、クラブ奉仕委員長としてのあなたの役割を支援することです。  含まれるツー

ルと資料は、クラブ奉仕委員長としての役割を効果的に果たすだけでなく、結束したグローバル・

アクション・チームの一員として、仲間のクラブ会員や役員とともに力を発揮していただくために

も役立つでしょう。  
 

この E ブックでは、「目次」に含まれる見出しをクリックするだけで、遂行すべき各職務に関する

さまざまなセクションに移動できます。  そこには有益な情報が記載され、ハイパーリンクをクリッ

クすれば、ツールや資料、文書に直接アクセスできるようになっています。それらを役立てれば、

地域社会でインパクトのある奉仕活動を実施する新たな方法を見つけることができるでしょう。   
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リーダーとしての役割に備え、成功に備える 
 

クラブ奉仕委員長は、クラブの奉仕目標の設定と遂行を促すという重要な役割を果たします。  その

任務は、仲間のクラブ会員が地域社会のニーズを調査し、奉仕活動を計画して実施し、奉仕のイン

パクトを報告して祝賀できるよう支援することです。  また、クラブ会員委員長と協力し、会員候補

をクラブの地域奉仕活動に参加させることも、任務の一つです。  クラブがその地域社会に提供する

奉仕は、自らが暮らす地域社会のニーズを満たすことへの情熱を共有する新会員を呼び込む機会と

なります。  
 

任期が始まる前に、時間をかけて自身の役割について学び、研修に参加し、クラブ奉仕委員長とし

ての責任を果たすための計画を立てておきましょう。  そうすれば、地域社会に最高級の奉仕を提供

できるよう、クラブを支援する力が高まるはずです。   

 

クラブ奉仕委員長としての責任 
 

クラブ奉仕委員長はクラブの役員として、以下のような責任を担います。  

 

• クラブ奉仕委員長としてクラブのグローバル・アクション・チームの重要なメンバーを務め

る。 
 

• 地区グローバル奉仕コーディネーター、クラブ LCIF コーディネーター、地区の各リーダ

ー、クラブの奉仕委員会メンバー、その他と協力して、奉仕の年間目標と行動計画を策定し

その伝達を行う。  目標と行動計画は、地域社会の現在のニーズおよび/または国際協会のグ

ローバル重点分野に取り組むものであること。また受益者に対して直接奉仕することの他

に、アドボカシーや資金調達を含めることもできる。  

 

• クラブの奉仕目標を達成するため、奉仕委員会を主導してクラブの奉仕行動計画を遂行す

る。  

 

• 目標設定、実施、事業評価、報告を含め、地域の青少年とレオが奉仕活動のあらゆる側面に

関与する機会を盛り込む。  
 

• 奉仕活動をライオンズクラブ国際協会に報告する。 

 

• 他の奉仕クラブの奉仕活動を観察し、奉仕拡大に向けて地域とパートナーシップを築き、ラ

イオンズクラブ国際協会とライオンズクラブ国際財団が用意している各種ツールと情報資料

を活用することにより、地域社会の現在のニーズ対応に役立つクラブの情報源としての役割

を果たす。  
 

• 奉仕事業への参加・関与を呼びかけ会員の満足度を高める。  

 

• クラブの会員委員長および他の委員会と協力し、奉仕事業の実施中、ライオンズ以外の人々

に入会を呼びかける。 

 

• 必要に応じて、クラブが所属するゾーンの地区ガバナー諮問委員会に出席する。  

  



 

目次へ  4 

 

地区が提供する研修に参加  
 

地域での研修の機会については、地区および/または複合地区グローバル・アクション・チーム

のコーディネーターに連絡してください。  
 

就任してから 30 日間  
 

年度の当初は奉仕委員長にとって、多くの業務をこなさなければならない重要な時期です。  こ

れには、クラブによる前回の地域社会奉仕ニーズ調査と、それまでに実施した奉仕活動の成果

を再検討することが含まれます。  地域社会のニーズは常に変化していることから、最も推奨さ

れるのはクラブおよび地域社会奉仕ニーズ調査を改めて行うことです。  もう一つの重要な業務

は、クラブの奉仕活動に関する記録を保持する手順を設けることです。  資金獲得活動の収支、

奉仕委員会の報告、クラブの奉仕に関してクラブと理事会が下した決定と措置を含めて、クラ

ブ理事会への報告書を作成することも、奉仕委員長の仕事です。  
 

奉仕活動の予定を立てる  
 

会員を参加させ続け、有意義な取り組みを促すには、十分に前もってクラブの奉仕活動・事業

の予定を立て、継続的にクラブ会員に伝達する必要があります。  クラブ役員の全員がチームと

して年次目標を設定しながら、すべての会議、行事、奉仕活動を組み入れたクラブの予定表を

綿密に組み立てていくべきです。  
 

クラブ会長の指示に従い、主な奉仕活動と資金獲得活動を計画し、次年度のクラブの予定表に

それらを組み入れていきます。  
 

年間行事予定表を作成して継続的に更新・伝達し、クラブ会員がいつでも入手できるようにし

ておきます。  
 

行事予定表は、地域のリーダーや他の奉仕組織にも配布しておきましょう。  
 

奉仕事業ごとに委員長を決め、奉仕事業計画の進捗状況を定期的に確認します。  
 

地区ガバナー諮問委員会の四半期会議（ゾーン会議）に向けて、奉仕活動の報告書を作成しま

す。  成果を祝賀し、成功事例を分かち合えるようにしておきましょう！ 

 

ライオンズが地域社会で毎月行っている奉仕活動について、地元紙へのプレスリリースを作成

します。  
 

地区や複合地区における奉仕活動の予定表も作っておきます。  

 

ライオンズクラブ国際協会の行事予定表を確認し、所属地域に関連した行事をクラブのカレン

ダーに組み入れておきましょう。  このオンラインの予定表には、主要な奉仕・指導力育成・会

員増強プログラム、取り組み、国際大会を含む行事の重要な情報と日付が記載されています。  
 
  

https://www.lionsclubs.org/resources/108899003
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/lions-events-calendar
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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。  
 

クラブ内には、クラブを代表して奉仕を報告することのできる役職は他にもありますが、クラブの

奉仕を報告するのは、クラブ奉仕委員長の責任です。  
 

クラブ奉仕の報告は、ほとんどの場合、MyLion を通じて行われますが、地域固有の報告システムが

使われている地域もあります。  MyLion で奉仕を報告するには、www.lionsclubs.org にアクセスし、

次に「会員ログイン」をクリックします。  Lion Account ID とパスワードを使ってログインしたら、

「MyLion」をクリックします。  MyLion にログインしたら、「過去のアクティビティ」を選択して

クラブの奉仕を報告します。   
 

奉仕アクティビティ報告ページにアクセスし、次のことを確認しましょう。 

• 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 

• 質問への回答や問い合わせ先 

• 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 

 

クラブの会合、資金獲得活動、寄付はすべて奉仕とみなされ、奉仕事業と同様に、報告することが

できることをお忘れなく！ 

 

アクティビティ報告についてご質問がありましたら、 ライオンズのナレッジベースを確認するか、

会員サービスセンター（memberservicecenter@lionsclubs.org）までお問い合わせください。  
  

http://www.lionsclubs.org/ja
https://www.lionsclubs.org/ja/service-reporting
mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
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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。   

 

国際協会ウェブサイトのグローバル重点分野のページで詳細をご確認ください。  
 

• 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、奉仕ツールキット、GST ツールボックス、奉仕ローンチパッド 
 

奉仕の道のりは、生き方と奉仕を高めていくアプローチです。  それは人々が見て取り、感じ取るこ

とのできる確かな変化を生みます。  その中では、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。  国境によって隔てられず、  ライオンズとレオの本質を示しているの

です。  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。   

 

「奉仕の道のり」学習モジュール：ライオンズ学習センターにあります。  5 つのモジュールで構成

されるこのコースでは、奉仕の重要性を説明し、ライオンズとレオが各社会、地域、そして世界に

効果的に奉仕するためのリソースを提供します！ 

 

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？  ここからどうぞ。  奉仕ツールキットには、クラブがより大きなインパ

クトをもたらせるようにクラブを評価し、体制を整え、活性化するために役立つ各種資料が含まれ

ています。   
 

• クラブおよび地域社会奉仕ニーズ調査 - 奉仕を調整してインパクトを最大化する方法をお探

しですか？  このツールは出発点として最適です。クラブ独特の強み・動機と各地域社会の

ニーズ・機会を考え合わせ、適切な奉仕事業を見極めるためにお役立てください。  
 

• 現地パートナーシップの開拓 - 協力は成果の向上につながります。  このガイドは、クラブ

がその強みを評価し、ニーズを見極め、同じ志を持った地域組織と連絡をとって協力の可能

性を模索するために役立ちます。   

 

• 資金獲得ガイド - 資金獲得は地域社会を結束させ、奉仕のインパクトを高める有益な戦略で

す。  一般的な資金獲得キャンペーンにはオンライン募金と資金獲得行事の 2 種類がありま

すが、このガイドはクラブがそれらを企画するために役立ちます。  
 
  

https://www.lionsclubs.org/ja/explore-our-clubs/our-global-causes
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/childhood-cancer
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/diabetes
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/diabetes
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/environment
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/hunger
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/vision
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-journey
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-journey/service-toolkit
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GST ツールボックス 
 

グローバル奉仕チーム（GST）は、クラブが情報や資料を特定したり、奉仕事業をより良いものに

し、さらにインパクトを高めるノウハウを活用できるよう支援します。内容の充実した奉仕事業

は、会員の満足度を高め、奉仕をしたいと考えている新たな会員を引きつけるのにも役立ちます。

GST はライオンズクラブ国際協会と LCIFの奉仕プログラム、リソース、交付金を推奨し、世界中の

ライオンズとレオに奉仕のインパクトを最大化する力を与えています。GSTツールボックスにアク

セスして、詳細な情報や資料へのリンクを得てください。 

 
 

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！  ローンチパッドへようこそ。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。  始めるには、以下の簡単な質問に答えてください。  何回かクリックするだけで、次の事業

に着手できます！  

 

ライオンズクラブ国際協会の各種奉仕プログラム  
 

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。  

 

ライオンズクラブ国際協会の糖尿病関連プログラム 
 

糖尿病グローバル重点分野の奉仕に関与する方法は数多くあります。  地域で糖尿病に率先して取り

組むあなたとクラブを支援するために作られたプログラムをご覧ください。  

 

• 2 型糖尿病スクリーニング検査：2 型糖尿病スクリーニングイベントは、地域の人々が糖尿

病のリスクを理解し、予防に向けて取り組むために役立つ重要な方法のひとつです。  

 

• 糖尿病教育のための Strides：Strides イベントは、楽しみながら運動し、糖尿病の啓発と管理

を促進するものです。   

 

• 糖尿病キャンプ：糖尿病キャンプは、糖尿病を管理するスキルを提供することにより、糖尿

病をもつ若者の生活の質を高められるよう手助けすることを目的とするものです。  
 

• 糖尿病ピアサポートグループ：糖尿病ピアサポートグループは、糖尿病とともに生きる地域

の人々同士があらゆるタイプの支援をし合うことを促すものです。  
 

ライオンズクラブ国際協会の視力関連プログラム 
 

• ライオンズ・アイバンク：アイバンクは、視力の回復、研究、および教育を目的として、人

間の眼組織を採取、分析、保存、配給します。  眼科医は、視力回復治療のために眼組織の

提供を受ける際にアイバンクを利用します。  ライオンズクラブ、地区または複合地区がス

ポンサーするライオンズ・アイバンクは、医療施設との協力関係を確立しています。  
 

• 視力スクリーニング検査：あらゆる視力障害の 80％は、予防または治療が可能です。  予防

の第 1 ステップは、啓発です。  次に、視力スクリーニング検査による早期発見です。  世界

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/gst-toolbox
https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-launchpad
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/diabetes/type-2-diabetes-screening
https://www.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
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中で、ライオンズは医療専門家や地域社会のリーダーと協力し、幼児、小学生、成人のスク

リーニング検査を実施して、視力喪失の危険性がある人々を発見します。  

 

▪ 大人を対象とした視力スクリーニング事業プランナー 

▪ 子供を対象とした視力スクリーニング奉仕事業プランナー 
 

• 眼鏡リサイクル：屈折障害は眼鏡によって簡単に矯正できますが、低・中所得国では何百万

人もの人々が必要最小限の眼科医療も受けられずにいます。  ライオンズは、矯正眼鏡の切

迫した必要性を認識しており、ライオンズ眼鏡リサイクル・プログラムを支援するため、各

地域社会で使用可能な眼鏡を収集しています。  
 

ライオンズクラブ国際青少年プログラム  
 

• ユースキャンプ及び交換：ユースキャンプ及び交換は、15 歳から 22 歳までの若者を対象に

世界中で行われているプログラムであり、世界の人びとの間に相互理解の精神をつちかい発

展させることを目的としています。  YCE プログラムは、国際青少年交換と国際キャンプの

二つを主な事業とするプログラムです。  
 

小児がん、環境保全、食料支援に関するプログラム 

 

• 近日公開！  

 
 

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。  
 

国際協会の各種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。  
 

• 糖尿病 

• 食料支援 

• 視力 

• 小児がん 

• 環境 

 

アドボカシー  
 

ライオンズ・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

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。  
  

https://cdn2.webdamdb.com/md_AS1zSNPkX06.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_sADHDMHN9Dp3.jpg.pdf?v=1
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://cdn2.webdamdb.com/md_Yn69pZ2gse01.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_UoZnjfEWq211.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_Mq3FC2ctuDK6.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_gpmx2lRWLq83.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_MKViZLM01xS9.jpg.pdf?v=1
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ライオンズ・アドボカシー・ツールキット 

 

アドボカシー・ツールキットにアクセスし、以下を発見してください。  
 

• 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  
 

ライオンズのアドボカシー関連行事 

 

ライオンズのアドボカシー行事予定表にアクセスし、国連ライオンズ・デーや米国ワシントン DC

でのライオンズ・キャピトル・ヒル・デーのほか、世界中で計画されているアドボカシー・デーを

含む、アドボカシー行事に関する情報を確認してください。  
 

奉仕アワード 
 

「思いやりは大切なこと」奉仕アワード：毎年、この栄えある賞は、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。  

 

ライオンズクラブ国際財団交付金 
 

このオンライン・ツールキットに含まれるさまざまな交付金とリソースについて確認し、所属

クラブ、地区、複合地区が現在または将来的に利用できる交付金を見つけてください。 
 

毎月の業務 
 

クラブ奉仕委員長は毎月、企画段階や完了段階など、さまざまな段階にあるクラブの奉仕活動を監

督していくことになります。  会議の準備を整え、議事録を作成し、事後処理を行い、奉仕事業の企

画文書を整理します。  また、国際協会や地区と毎月情報をやり取りすることも必要です。  

 

クラブ奉仕委員長は専門家として、クラブと地域社会の連絡窓口の役割を果たします。定期的にク

ラブ役員と会議を開くことが大切です。  

 
 

プログラムと会議の準備 
 

クラブ例会の度に次回の奉仕活動について通知し、登録用紙を配れるようにしておきます。  登録用

紙は、地域社会奉仕に関心のある地域の人々に渡せるよう、クラブ会員が持ち帰れるようにしてお

くことが大切です。  
 

クラブ会長の要請に応じて、奉仕活動の報告書と今後の活動の PR 資料を作成または編集し、クラブ

例会と理事会会議で配布できるようにします。  
 
 

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/kindness-matters-service-award
https://www.lionsclubs.org/ja/lcif-grants-toolkit
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奉仕活動の記録を保持 
 

ノートに事業の詳細な記録をつけておけば、各事業委員長にとって役立つでしょう。毎年行わ

れる奉仕事業もあるため、企画からフォローアップに至るまで、作業を段階ごとに書き留めて

おくとよいでしょう。  そうすれば、クラブの奉仕活動を確実に成功させ続ける基礎となり、次

期奉仕委員長の業務をやりやすくすることにもつながります。  
 

クラブ例会、委員会会議、理事会会議では毎回、すべての奉仕活動の進捗状況について最新情

報を提供します。  
 

奉仕委員会の報告書をまとめ、配布し、永久的な会議記録として保管します。  

 

地域の税務機関や登録機関への提出が必要であれば、クラブ会計のために必要な財務記録をつ

けておきます。  
 

活動のために必要であれば、クラブ幹事またはクラブ会計と協力して保険証書を入手します。  
 

例会の度に、クラブ活動や地域社会奉仕活動でのボランティアを買って出てくれた会員を記録

します。  そうすれば、事業委員長が参加予定者を把握できます。また、会員以外の人々に連絡

して入会を勧めることもできるようになります。  
 

四半期ごとの会議 

 
ゾーン会議 

 

クラブ奉仕委員長には、各年度の四半期ゾーン会議の一つ以上に、主要役員の一人として参加

する責任があります。  ゾーンは近隣に位置する 4～8 クラブのグループで構成されます。  これ

らのクラブの役員は四半期ごとに会議を開き、通常第 1～第 3 四半期までの会議では、各ゾー

ン・チェアパーソンが議長を務めます。  全地区役員の連絡先情報は、MyLCI のクラブ用トップ

ページに掲載されています。  ゾーン・チェアパーソンの氏名と連絡先情報も、同じページで確

認できます。   
 

模範的な地区ガバナー諮問委員会会議 - このガイドは、ゾーン・チェアパーソンとクラブ役員

の 双方が、四半期ごとのゾーン会議がどのようにあるべきかを理解するために役立ちます。  

ゾーン・チェアパーソンはしばしば、奉仕、会員増強、指導力育成、その他の行事に関する報

告をクラブに求めます。  会議ごとに特定の焦点分野が設けられる場合があり、クラブ役員が顔

を合わせて互いに学ぶ機会となります。  年度内のクラブの奉仕計画と成功事例を、仲間のクラ

ブ奉仕委員長と分かち合えるようにしておきましょう。  

 

毎年の行事 
 
地区/複合地区大会 
 

地区大会が開かれる地域で奉仕事業を行うことは、仲間のクラブ奉仕委員長や地区グローバル・ア

クション・チームと協力する絶好の機会となります。  力を合わせてその地域社会を改善し、ライオ

ンズが「奉仕するために」存在することをすべての人々に知ってもらいましょう。 
 

国際大会 
 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/certificate-of-insurance
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/79872871
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ライオンズの奉仕を世界規模で祝賀するこの年次行事の盛り上がりは、開催都市で行われるいくつ

もの奉仕活動で頂点を迎えます。  国際大会はまた、新しいアイディアや成功事例を見つけてクラブ

に持ち帰る絶好の機会でもあります。それらを役立てれば、クラブの地域社会奉仕を改善し、最大

のニーズを満たせるようになるでしょう。  

 

年度末のチェックリスト 
 

クラブの奉仕活動の成功に貢献したクラブ会員を表彰して感謝を示せるよう、楯やアワード、ライ

オンズ・ブランドの表彰の品が国際協会の Shop で販売されています。 
 

記録を作成して次期クラブ奉仕委員長に引き継ぐ 
 

奉仕事業の管理、業務の重要事項「チェックリスト」、資金獲得活動の結果、行事への参加者総数

に関する記録を保持するため、しばしばノートが使われます。  これを毎月つけておけば、次期クラ

ブ奉仕委員長がいつでも参照できるようになるでしょう。  クラブが記録を電子的に保管することに

しているなら、奉仕委員会会議に関連したすべての記録を含めるべきです。  

 

法務及び専門分野 
 

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 - 保険証書は保険証書申請書（英語）を提出すれば入手できます。 

 

• 補完保険 - （米国／英語のみのご提供となります） 

 

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。 

 
 

 

https://lionsclubsinternational.myshopify.com/
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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