
レオからライオンへ
移行のベストプラクティス
本ガイドは、lionsclubs.org/LeoAdvisorTrainingに掲載されているパワーポイン
ト「奉仕の道のりを続けるために」を補うもので、ライオンズの会員として奉仕の道
を歩み続けるレオを支援するための追加情報とベストプラクティスが含まれていま
す。これらの役立つベストプラクティスは、各会則地域のレオクラブ顧問、レオクラブ
会長、地区/複合地区レオクラブ委員長を交えて行われたフォーカスグループ討論に
基づくものです。

LEO-LION

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/leo-advisor-training


ここからスタート

旅を楽しく

レオからライオンへの旅は、
若者がレオになった日から
始まります！

レオを報告
旅の出発点にいるレオの
ためにできる最も重要な
ことは、MyLCIを使ってラ
イオンズクラブ国際協会
にレオを報告することで
す。そうすることで、レオは
通信物を受け取り、レオと
しての奉仕年数が加算さ
れ、レオライオンとしての
資格が得られるようにな
ります。レオの記録には個
別の正確なEメールアドレ
スを含めるべきです。他の
レオやライオンとのアドレ
スの共有は避けましょう。 

あなたの支援が重要な 
理由
家族の一人ひとり、特に最
も年若い家族を支えること
は、互いの絆を深め、成功
の可能性を高めることにつ
ながります。それと同じよう
に、レオと若手会員を支援
すれば、ライオンズクラブ国
際協会の組織全体が強化
されます。

良い模範と有意義な体験は
重要です！
レオクラブ顧問やレオクラブ委
員長は、レオにライオンとして
奉仕を続けようと決断させる
上で重要な役割を果たします
が、成功するにはそれだけでは
不十分です。そのため大切なの
は、地区/複合地区の他のライ
オンズがレオと「パートナー」に
なれているかどうかを確かめる
ことです。 
多くのライオンズはレオのため
になりたいと思っていても、青
少年と協力する最善の方法を
理解していません。良い模範と
なるための効果的な戦略をラ
イオンズに提供すれば、ライオ
ンズの体験も、奉仕をともにす
るレオの体験も高めることがで
きるはずです。
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若い頃に良い模範を持つことがどれほど刺激になる
か、ライオンズに気付いてもらいましょう。 
ベストプラクティス：
• レオをライオンズの例会に招いて参加してもらい、

彼らのアイディアを奉仕事業の企画に取り入れ
る。 

• スポンサーとなっているレオクラブだけでなく、地
域の複数のクラブと協力してレオとライオンズの
共同奉仕事業を企画する。これは、地域でライオン
ズとレオの関係を築くことにつながる。

• レオには、設営や清掃といった仕事を頼むのでは
なく、ライオンズの真のパートナーとして参加して
もらうようにする。

• 地区/複合地区の行事でライオンズと肩を並べて
働いてもらい、レオがライオンズから学べる機会
にする。 

• クラブレベルを超えた役職への就任にレオを備え
させる。レオクラブ諮問パネルやレオ地区キャビ
ネット/複合地区協議会リエゾンを務める機会に
ついて、早期からレオに説明しておく。

• レオライオンをレオの例会に招き、彼らがどのよう
に奉仕を続けているかを話してもらうことで、レオ
の意欲を喚起する。その上で、レオが行事を企画し
てレオライオンと奉仕できるよう支援する。 

レオクラブ諮問パネルに関する詳しい
情報はlionsclubs.org/LeoAdviso-
ryPanelをご覧ください。レオ地区/複
合地区リエゾンに関する役立つ情報

は、lionsclubs.org/CabinetCouncil-
Liaisonに掲載されています。

記録は毎年見直し、
すべてのレオの情
報が最新の状態に
保たれるようにすべ

きです。

https://www.lionsclubs.org/ja/discover-our-clubs/about-leos/leo-club-advisory-panel
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/126986097
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/126986097


今後の道筋

就職活動を始めた 
レオに対しては：
• 雇用側が求めるのは多

彩な履歴を持つ応募者
です。これには、職能団
体や奉仕団体での経歴
が含まれます。

• 今日では多くの企業が
社会的責任の重要性を
理解しており、従業員が
地域奉仕に取り組める
プログラムを設けてい
ます。 

• 採用担当者は、自社と
同じ価値観を持った経
験豊かな応募者を探し
ています。 
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レオライオン・プログラム
には極めて多くのメリット
があり、明らかにレオに適
した選択肢です。 
レオライオン・プログラム
について熟知し、国際会費
割引、特別な指導力育成
研修と役職、奨学金を受け
る機会など、数々のメリット
を十分に理解するようにし
てください。
レオライオン・プログラム
の詳細はlionsclubs.org/
LeoLionをご確認ください。
将来の計画についてレオと
話し合いましょう。アルファ・

レオとオメガ・レオにとっての
さまざまな選択肢と、彼らが今

日直面している課題を、あなたの
過去の体験と比較して把握するようにしてください。
レオが望んでいるとあなたが思うことではなく、彼らが希
望していることを見極めましょう。
突き進んで袋小路に入り込む前に、レオが検討できる以
下の道筋とクラブの選択肢について、事実を説明するよう
にしてください。

高校卒業後に備えているレオに対しては：
• 多くの大学が願書や面接で重視するのは、入学希望

者の奉仕記録です。彼らは信念や目標の明確な学生
を求めており、地域社会に貢献している入学希望者を
優先します。

• 多くの場合、大学で「優良」の評価を維持するには、成
績平均点に加えて奉仕時間数が必要とされます。 

• 奨学金によっては、支給継続の条件に奉仕時間数の記
録が含まれます。 

• 世界の多くの地域では、学校は奉仕クラブや奉仕団体に所
属している学生で溢れています。入会して時間や才能を捧げ 
るよう奨励されるからです。 それがライオンズクラブであって 
はならない理由はありません。

キャンパス・ライオンズクラブや学生
クラブに入会または結成すれば、レオ
は進学した大学で学業を続けながら、
地域社会や国際社会に奉仕すること
ができます。詳細はlionsclubs.org/
CampusLionsClubをご確認ください！

他の元レオやキャリア志向の
若手会員とレオライオンズ
クラブに入会または結成す
れば、友人とともに奉仕し、
職業的な人脈を広げる絶好
の機会になります。  詳細は
lionsclubs.org/LeoLionを
ご確認ください。

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/campus-lions-club
https://cdn2.webdamdb.com/md_slQmZgrSVoQ9.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_slQmZgrSVoQ9.jpg.pdf?v=1


家族を持ったばかりのレ
オに対しては：
20代や30代の生活はめま
ぐるしいものです。この世
代のレオの多くは、学校を
卒業して職に就き、新たに
家族を持つ人もいます。 
それでも若手会員の多く
が、奉仕は新旧の友人と
交流し、仲間同士で人生
経験を共有したり、支え合
ったりする絶好の方法で
あると考えています。 

家族会員プログラムは会費
の節約に役立ちます。また
若手会員にとっては、奉仕を
ともにすることで楽しく有意
義な時間を過ごす機会とな
ります。家族会員プログラム
の詳細はlionsclubs.org/
FamilyMembershipをご確
認ください。
カブ・プログラムは、「将来の
レオ」にとって絶好の選択肢
です。
幼い子どものいる若手会員
は、模範として地域社会奉仕
の重要性を伝えながら、公園
の清掃、小児がん患者のため
の玩具や書籍の収集、子ども
を中心としたその他の奉仕事
業を通してともに楽しい一日
を過ごすことができます。

移行を円滑にするために 4
あなたの地域のクラブは次世代を受け入れる用意がで
きていますか？ 
若手会員は、ライオンズクラブに入会するという目的を
果たしたことに胸を躍らせるかもしれません。しかし、所
属クラブで支援が得られなかったり、自分の意見が尊重
されないことに気付いたら、その気持ちは長続きしない
でしょう。 
自分の意見を言い、奉仕事業を企画し、リーダーに就任
し、対等なパートナーとして奉仕する機会が平等に与え
られると、若手会員に知ってもらうことが大切です。
若手会員と協力するために役立つ詳しい戦略につい
ては、「若手ライオンズとのつながりを」ガイドをお読み
ください。その上で、「若手ライオンズ会員ガイド」に目
を通し、若手会員にとって魅力的なクラブの種類につ
いて学びましょう。これらのリソースはlionsclubs.org/
YoungLionsに掲載されています。

思いやりは大切なこと
多くの地域では、会費が大変な経済的負担になります。
若手会員のクラブ会費や地域会費を免除したり、引き
下げたりすることを検討してください。
MyLCIでレオをライオンに転籍する
簡単な手順 
レオをライオンズクラブに転籍
する手順はかつてないほど簡
単になっています。以下の機
能はレオにとって重要であ
り、今ではMyLCIの転籍手続
きに組み込まれています。
• レオライオンについて

は、それまでのレオ番号
が新たな会員番号とし
て引き継がれる。

• レオとしての奉仕年数
は、ライオンとしての記
録に自動的に加算され
る。

• レオ退会日を空白にして
おけば、二重会員籍を選
択できる。

MyLCIでレオをライオンズクラブに転籍する方法については、このガ
イドまたはlionsclubs.org/LeoLionに掲載されているビデオで手
順をご確認ください。二重会員籍に関する詳細も確認できます。

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/118731108
https://cdn2.webdamdb.com/md_gQV2nGejqbq8.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_c2jucL0gdPL272ye.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_c2jucL0gdPL272ye.jpg.pdf?v=1
https://vimeo.com/549029194/1a4912392f


道のりを成功させたこ
とへの表彰5

レオライオン専用のピン
レオライオンにとって最も
栄えある伝統の一つは、
専用のレオライオン会員
ピンを誇らしく身に着ける
ことです。次回の地区行事
で特別な式典を催し、あ
なたの地域でレオからレ
オライオンへの移行を支
援した全員を表彰してく
ださい。
すべての楽しい場面を写
真に収め、誇りと激励の
言葉を添えて投稿するこ
とをお忘れなく。
#ProudLeoLion

重要： 
• ライオンズクラブ幹事

と協力を — 新ライオン
ズとしての個々のレオ
ライオンの記録に、正
確な住所とEメールア
ドレスが含まれるよう
にすることが極めて重
要です。そうすることで、
ライオンズクラブ国際
協会から彼らに無料の
ピンが届きます。 

• レオの記録にある住所
と現住所が異なってい
る場合もありますので、
ご注意ください。

（注：無料のレオライオン会員
ピンは、MyLCIでレオライオンが登
録されてから1カ月後に、ライオンズクラブ国際
本部から発送されます）

ライオンズのアワード 
ライオンズクラブ国際協会は、レオをレオライ
オンになる決意に導いたライオンズと、新レオ
ライオンズクラブの結成を支援したライオンズ
を表彰するため、二種類の賞状を用意してい
ます。 
• クラブ、地区、複合地区、地区レベルのこれ

らの特別な賞状を受け取るためには、役員
がライオンズクラブ国際協会に報告されて
いなければなりません。

• 「レオからレオライオン会員アワード」の
詳細はlionsclubs.org/LeoLionをご確認
ください。

https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/116109842


新たな道が 
今始まる。

私たちは奉仕によって結び付いた一つの家族であり、ライオンズクラブ国際本部のチーム
は、若手会員と地域社会を支援するあなたを喜んでお手伝いさせていただきます。いつでも

membership@lionsclubs.org に支援をお求めください。日頃のご尽力に感謝申し上げます！

地域のすべての若手会員の道のりが順調に
進むよう、支援を続けてください。

mailto:membership%40lionsclubs.org
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