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キャビネット幹事および会計 E ブックへようこそ！ 
 

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。 
 

リーダーとしての役割に備え、成功に備える 
 

地区ガバナーとともに時間をかけてご自身の任務と計画について検討し、退任する幹事および/また

は会計と十分に話し合い、可能な場合には常にオリエンテーションと指導力育成研修に出席してく

ださい。 
 

この E ブックには、今年度キャビネット幹事および/または会計を務めていくために役立つ情報が含

まれています。内容は、幹事にも会計にもお役立ていただけるよう組み立てられています。両役職

を兼務されていない場合には、一部無関係な内容もあるでしょう。 

 

キャビネット幹事/会計としての責任 
 

キャビネット幹事および会計は地区役員チームの一員であり、地区ガバナーの代理を務めます。地

区と地区ガバナー・チームの成功にとって、すべての通信物に適切かつ速やかに応答することは極

めて重要です。 

 

この役職は、地区ガバナーの指導監督のもとに任務を果たします。その責任は以下の通りです。 

 

a) 本協会の目的を推進する。 
 

b) 役職に伴って課せられる任務を遂行する。これには下記が含まれるが、これに限られるもの

ではない。 

 

1. キャビネット全会議の正確な議事記録をとり、会議終了後 15 日以内に、その写しを各

キャビネット構成員及び国際協会本部に送る。 

 

2. 準地区大会の議事録を作成し、その写しをライオンズクラブ国際協会、地区ガバナー、

準地区内各クラブの幹事に送る。 

 
3. 地区ガバナー又はキャビネットの要求に従って、キャビネットに報告をする。 

 
4. 準地区内の会員及びクラブに課せられるすべての会費を徴収し、地区ガバナーが定める

銀行にこれを預金し、更に地区ガバナーの指示に基づいて支払いをする。 

 
5. 準地区内で徴収した複合地区会費があれば、これを複合地区協議会幹事・会計に送金

し、領収書を確保する。 

 
6. 正確な会計帳簿その他の記録、並びにキャビネット会議及び準地区会合の議事録を作成

及び保管し、適切な目的のため、妥当な日時に、地区ガバナー、キャビネット構成員、

クラブ会員（又はその正当な代理人）の検査を許す。地区ガバナー又はキャビネットの

指示に従って、必要な帳簿及び記録を、地区ガバナーが任命した監査委員に提出する。 
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7. 地区ガバナーの要求があれば、忠実な職務遂行を保証するために、指定額の保証金を積

む。 

 
8. 任期終了の際には、地区の一般及び/又は財務関連の記録一式並びに資金を速やかに後任

者に引き渡す。 

 
c) 国際理事会の指示により要求されるその他の任務を遂行する。 

 
d) キャビネット幹事とキャビネット会計の職が別々に設けられている場合には、その役職の本

質に従って、（b）に記載されている任務がそれぞれの役員に割り当てられるものとする。 

 
記録保管 

 

必要と判断された場合には、上記以外の文書がキャビネット幹事および/または会計によって作

成されることになります。例えば以下のような文書です。 
 

• 地区ガバナーの訪問や面会などの行事予定表 

 

• 月例会員報告やオンライン月例アクティビティ報告の追跡フォーム 
 

• 地区キャビネット組織図 
 

• キャビンネット・メンバーの訪問リスト 

 

• 地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナーの略歴 

 

• 配偶者の氏名、住所、電話番号、E メールアドレスを含む全キャビネット構成員の完全な名

簿 

 

• 地区内全クラブのチャーターナイトの日付のリスト 

 

• 重要なクラブ周年記念（25 年、50 年、75 年など） 特別な周年記念レターは

marketing@lionsclubs.org よりお取り寄せください。 

 

重要な情報の見つけ方  
 

会員ポータルのアカウントを作成する 

 

会員ポータルを使用すれば、MyLion、MyLCI、Insights、Learn、Shop といった、ライオンズのあ

らゆるアプリケーションにアクセスできます。 
 

登録とパスワードについて - この分かりやすい説明は、まだプロフィールを設定していない場

合に、会員ポータルにアクセスするために役立ちます。 
  

mailto:marketing@lionsclubs.org
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://lionshelp.zendesk.com/hc/ja/categories/360002949274-テクニカルサポート
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MyLCI の使い方 
 
7 月 1 日以降は MyLCI を利用できるようになります。  キャビネット幹事/会計は、以下を行うこと

ができます。 

 

• 地区内全クラブのデータを閲覧する 

• 各種レポートを閲覧および印刷する 

• 兼務（キャビネット幹事兼会計）していない場合には、キャビネット会計を指定する 

• 1年任期の地区委員長を指定する 

 

地区ガバナーと協力 
 

地区ガバナーと常に連絡を取り合うことが極めて重要です。キャビネット幹事および会計は、地区

ガバナーの公式訪問日程の設定に協力した後も、引き続きフォローアップの業務を求められること

になります。 
 

 また、クラブ会長に地区ガバナーの特別な好みについて知らせておくべきです。さらに、到着時に

クラブ会長が地区ガバナーを出迎えるよう伝えてください。地区ガバナーにクラブについて説明し

たり、クラブが公式訪問のために準備したことについて打ち合わせができるようにするためです。 
 

地区ガバナーの旅行 
 

キャビネット幹事は、地区ガバナーの旅行の手配を頼まれる場合もあります。キャビネット幹事ま

たは会計が地区ガバナーに実際に同行するのは、特定の目的がある場合に限られます。例えば、地

区ガバナーから、クラブ訪問に同行すること、彼らが招かれた行事に出席すること、彼らと会って

地区の計画について話し合うことなどを頼まれるかもしれません。 

 

地区ガバナーの訪問に関する広報 
 

訪問の広報には、地区マーケティング委員長の協力を得ることができます。地区ガバナーの略歴を

訪問先のクラブ会長に送っておくと、訪問の前に地区ガバナーについてクラブ会員に知らせること

ができるので、クラブ会長は喜ぶでしょう。 
 

地区ガバナーの訪問は、各地のライオンズクラブとその活動を PR する絶好の方法です。キャビネッ

ト幹事は、ソーシャルメディアや地元の報道機関（新聞、ニュース、掲示板、その他）により、ま

たはクラブ会長を通して、略歴・写真・クラブの情報などを広めて注目を集めることができます。 
 

キャビネット会議 
 

地区ガバナー・キャビネットの会議は毎年度 4 回以上開かれ、初回会議は国際大会終了後 30 日以内

に行われます。  キャビネット幹事および/または会計は可能な限り早期に、地区ガバナーから会議

の日取りを知らせてもらうべきです。 
 

出欠の確認と会議準備のため、キャビネット役員には会議の 2～3 週間前に会議開催の通知を出しま

す。この通知には、会議の日時と場所を含む議事次第と、キャビネット役員に対する報告書提出の

要請を含めるべきです。幹事および会計は、これらの議事次第と通知の作成・印刷に関して、地区

ガバナーを支援することを求められます。 
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議事次第の例 
 

キャビネット会議に先立って地区ガバナーと話し合い、すべての議題が会議の前に議事次第に加え

られるようにしてください。地区ガバナーが彼らに代わって議事次第を取りまとめるよう、キャビ

ネット幹事/会計に依頼する場合もあります。議事次第がまとまったら、地区ガバナーとともに確認

し、最終的な承認を得ます。議事次第の項目としては、例えば以下が挙げられます。 
 

• 出欠記録 

• 議事録承認 

• 地区ガバナーの挨拶 

• 第一および第二副地区ガバナーによる報告 

• 受領した通信物 

• キャビネット幹事および/または会計による報告 

• 地区委員長による報告 

• ゾーン・チェアパーソンによる報告 

• 一般的な業務 

 

議事録 
 

キャビネット会議では、幹事は議事を記録し、特定の報告書を配布し、キャビネット構成員からの

質問に答えます。キャビネット幹事による議事録の作成に役立てるため、録音が推奨されます。録

音する場合には、そのことを出席者全員に知らせるようにしてください。 
 

各会議終了後、幹事は可能な限り早期に議事録を作成し、速やかに全キャビネット構成員とライオ

ンズクラブ国際協会地区及びクラブ行政部（pacificasian@lionsclubs.org.）に送るべきです。複合地区

の協議会議長と幹事にも、参考のために議事録を送っているキャビネットもあります。また、地区

の記録として 1 部を保管するようにしてください。 
 

会議での報告 

 

キャビネット会議でメンバーが報告書を提出することになっている場合には、キャビネット幹事お

よび会計は、全員に行き渡る部数を用意するよう依頼するとよいでしょう。口頭による報告では、

事実を簡潔に要領よく伝えてもらうようにします。 

 

会計は、地区予算を作成して初回キャビネット会議に提出します。キャビネット全体が地区の財務

状態を把握しておけるよう、各定例会議では前四半期の会計報告書が提出されるべきです。四半期

ごとの報告書は、年度末の会計報告書としてまとめられます。 
 

各定例会議では、通常の会計報告書に加えて、予算に対する収支の現状に関する報告書も提出され

るべきです。 
 

キャビネット構成員は、四半期ごとの会計報告書の詳細について質問することを奨励されるべきで

す。項目に関する説明は報告の重要な要素です。キャビネット役員の全員が地区の財政を理解して

おくべきであり、それは地区における指導力育成の面でも重要です。 
  

mailto:pacificasian@lionsclubs.org
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通信物 
 

キャビネット幹事の重要な任務の一つは、キャビネットの通信物を適切かつ速やかに処理すること

です。E メール、書簡、その他を含めて、すべての通信物が可能な限り速やかに開封され、読まれ

るようにすることが大切です。キャビネットの他のメンバー宛ての通信物があれば、直ちにそのメ

ンバーに転送すべきです。 

 

届いた通信物はすべてまとめて保管しておくことが推奨されます。地区ガバナーが目を通し、必要

な処理に関する指示を出しやすくなるからです。地区ガバナーが自ら返事を出すこともあれば、代

わって返事を出すよう、幹事/会計に依頼する場合もあるでしょう。 
 

クラブを支援 
 
月例会員報告 

 

すべてのライオンズクラブは毎月、MyLCI を通して会員の変動を報告することを求められます。そ

の月に会員の変動がなくても、クラブは「変動なし」との報告をしなければなりません。毎月報告

を行えば、計算書の発行、その他の郵便物の発送、アワード受賞資格の把握が正確になるなどの利

益が得られます。 

 

地区ガバナーを支援し、各クラブの会長と幹事に連絡して、月例会員報告が確実に行われるように

してください。到来していない月の会員報告を行うことはできませんが、報告は 2 カ月前まで遡っ

て行うことができます。 

 

クラブ役員報告 
 

クラブは毎年 5 月 15 日までに、新たに選出または再選された役員を国際本部に報告すべきです。ク

ラブ役員が報告されると、彼らには国際協会から、それぞれの役割に関する適切な通信物が届くよ

うになります。また、MyLCI へのアクセス権が与えられ、その他のリソースも入手できるようにな

ります。 

 

現クラブ幹事は、MyLCI ポータルを使って、新役員の情報と変更を報告できます。 
 

クラブ役員名簿 

 

MyLCI ウェブサイトのデータダウンロード機能で、地区内クラブの会長、幹事、会計のリスト

を入手できます。地区ガバナーと、地区キャビネットの各メンバーに配布するとよいでしょ

う。 
 
地区ガバナー用チェックリスト 

 
このチェックリストを参照すれば、クラブにグッドスタンディングの維持を促す上で大いに役立つ

でしょう。チェックリストはオンライン決済オプションと活動停止のサイクル、併せて地域の大会

と国際大会の前にグッドスタンディングを達成するための情報を示すものです。各クラブ訪問の前

には、キャビネット幹事による事前調整の一環として、MyLCI の「クラブ」「各種レポート」から

「クラブの功績」レポートをダウンロードしておきましょう。このレポートには、会員、アワー

ド、役員その他、クラブ訪問時に役立つ情報がまとめられています。 

 

https://myapps.lionsclubs.org/?
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://www.lionsclubs.org/resources/79873006
https://myapps.lionsclubs.org/?
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時間の管理 - 年間の予定を立てる 
 
キャビネット幹事/会計の任期中は、日々の予定がすぐに埋まってしまうかもしれません。立場上出

席すべき行事や果たすべき義務に時間を割り振ることで基本的な予定表を作成しておけば、予期し

ていなかった仕事が生じても、優先順位を判断しやすくなるはずです。まず、出席または主導すべ

き重要な行事を組み入れた基本計画を立て、まとまった時間や遠方への旅行が必要な行事には十分

に時間を設けておきましょう。 
 

国際行事 

 

• ライオンズクラブ国際協会行事予定表 - 国際本部が用意したこの予定表には、今後の行事の

ほか、重要なアワードの申請期限やグローバルな奉仕の取り組みに関する情報が記載されて

います。 

 

• 国際大会  -  LCICON（ライオンズクラブ国際大会）は有用なウェブページで、オンライン登

録、大会会場、大会プログラム、現地ツアーなど、ライオンズクラブ国際大会に参加するた

めに必要なあらゆる情報をワンストップで入手できます。 
 

• 会則地域全体でのイベント - エリア・フォーラム -  フォーラムが開催される会則地域のライ

オンズは誰でも参加できます。 
 

地区行事 
 

地区ガバナーから、地区大会の企画やスピーカー要請への支援を求められるかもしれません。 

 

• 「地区大会を計画するには」ウェブページにアクセスし、人材、準備、計画、プログラム、

広報を焦点に、大会を成功させるための計画策定の手順と構成要素を学びましょう。 
 

• スピーカー要請 - スピーカー要請通知書に必要事項を記入し、複合地区全体での行事や大会

にスピーカーを招きましょう。 
 

複合地区および地区はすべて、各地での選挙が始まる 30 日前までに、MyLCI の「地区」にあるオン

ライン資格証明リストを確認すべきです。地区ガバナーとともにリストに目を通した上で、必要に

応じてクラブに連絡し、投票に向けてグッドスタンディングを維持するよう促しましょう。 
 

年次大会 

 

キャビネット幹事/会計にとって、地区大会と複合地区大会は極めて重要です。次期キャビネット幹

事/会計は、就任前に複合地区大会に出席し、クラブ代議員の登録と資格証明の手続きの様子を観察

すべきです。地区大会では通常、キャビネット幹事/会計がこれらの手続きに責任を負います。 
 

大会は各地域における意思決定機関であるため、幹事/会計はすべてのクラブに、ビジネスセッショ

ンだけでなくイベントにも出席して参加するよう奨励すべきです。 

 

大会は、ライオンズが民主的なプロセスを通して最も効果的に自らの要望を主張できる場です。そ

のため、代議員その他のライオンズがすべての行事に全面的に参加できるよう、大会を企画するこ

とが極めて重要です。ビジネスセッションでは、自由なディスカッションの時間を十分に設けると

ともに、全面的に参加して意見を述べるよう、代議員に奨励すべきです。地区ガバナーとともに

「地区大会を計画するには」ウェブページに目を通し、地区大会の企画に役立つ情報を確認してく

ださい。 

  

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/lions-events-calendar
https://lcicon.lionsclubs.org/ja/
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/forums
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/speaker-request-form
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention


 

目次へ  7 

 

地区役員名簿および会報 
 
地区名簿 
 

多くの地区および複合地区では独自の名簿を作成し、コミュニケーションの効率化に大いに役立て

ています。名簿には完全な住所、電話番号、E メールアドレスなど、単なる氏名と役職を載せたリ

ストよりも詳しい情報が記載されます。名簿用のデータは、MyLCI のデータのダウンロードから入

手できます。こうした詳しい名簿を、キャビネット構成員とクラブ役員に配布するとでしょう。印

刷する前にクラブ役員に連絡し、データベースにある郵送先住所、電話番号、E メールアドレスが

正確であることを確認するようにしてください。 
 

地区ガバナーは、全員が年度を通じて地区の名簿を最新の状態に保てるよう、連絡先情報に変更が

あった場合にはそれを月々の会報、ニュースレター、E メールなどで通知する必要があります。 

 

以下は、名簿に記載すべき事項の例です。 
 

1. リジョンとゾーン別に分けたクラブのリスト 
 

2. 氏名、配偶者または同伴者の氏名、住所、電話番号、E メールアドレスを記載した各キャビ

ネット構成員のリスト 

 
3. 氏名、配偶者または同伴者の氏名、住所、電話番号、E メールアドレスを記載した各委員会

委員長のリスト 

 

4. 以下の役員の氏名、配偶者または同伴者の氏名、住所、電話番号、E メールアドレスを記載

したリジョンの項： 
 

• リジョン・チェアパーソン 

• ゾーン・チェアパーソン 

• クラブ会長 

• クラブ第一副会長 

• クラブ幹事 

• クラブ会計 

 

5. 以下の住所、E メールアドレス、電話番号： 

• ライオンズクラブ国際協会 これは連絡先ウェブページに記載されています。 

• 地区および複合地区から選出された現および元国際役員 

• 地区の各元地区ガバナー（任期を務めた年度を含む） 

  

https://myapps.lionsclubs.org/?
https://www.lionsclubs.org/ja/footer/contact-us
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名簿作成における管理上の提案事項 
 

名簿の作成に当たっては、以下の点に配慮すべきです。 
 

▪ 名簿の作成に必要な詳しい情報を提供する必要があることを、各クラブに早めに連絡してお

きましょう。クラブに関する情報のほとんどは、MyLCI のデータのダウンロードから入手で

きます。 

 

▪ 名簿を受け取っていないクラブのために、名簿の印刷版またはオンライン版を入手する方法

について、地区会報で通知します。 
 

▪ 名簿の印刷版を有料にする地区は、半期分の会費をクラブに請求する時に、料金を請求書に

含めてもよいでしょう。 
 

▪ 指示があれば、配偶者または同伴者の氏名も名簿に記載します。 
 

地区会報 

 

地区会報は、地区内のクラブに情報を伝える優れた方法です。会報を作成して発行するのは、地区

ガバナーであることもあれば、マーケティング委員長やキャビネット幹事/会計であることもありま

す。 
 

会報発行のスケジュールを立てて、原稿の提出が必要とされる場合には、その期日が確実に守られ

るようにしてください。配布の頻度について、地区ガバナーと話し合いましょう。会報の送付先に

は協議会議長を含めるようにしてください。また、複合地区内の他の地区のガバナーを含めること

も検討してください。 

 

以下の提案は、地区会報の作成に役立つでしょう。 
 

1. 使いやすく、編集しやすいテンプレートがいくつも存在し、オンラインで入手できます。ク

ラブ役員に毎月 E メールで会報を送り、クラブ会員と共有するよう奨励してください。 
 

2. 会報は読みやすいものにします。 
 

3. 今後の行事や事業に関する記事の掲載を優先します。 
 

4. 地区や地区内のクラブが予定している奉仕事業。 
 

5. 予定されているセミナー、ウェビナー。 
 

6. 国際大会やライオンズ・リーダーシップ研究会については、地区の会員が登録できるよう、

十分に前もって通知します。 
 

7. 地区ガバナーの公式訪問や就任式の日程。 
 

8. 可能な場合には常にライオンズの氏名を記載します。 
 

9. 新たに結成されたクラブへの祝辞。 
 

10. 地区の会員に関する最新情報。 
 

11. キャビネットが下した決定があれば、その報告。 
  

https://myapps.lionsclubs.org/?
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新年度の銀行取引 
 

時間を設けて次期キャビネット会計と会議を行い、以下を確認して終えておくべきです。 
 

1. 未払いの請求書の有無を確認。未払いの請求書があるなら、その支払いに充てられるよう、

一定額を残しておくことが賢明でしょう。 

 

2. 次期キャビネット会計と退任するキャビネット会計が銀行に同行し、以下の手続きを終えま

す。 
 

1. 署名権限者の変更 

2. 新たに口座を開く場合には、その口座に資金を移すための銀行取引 

 

銀行を変更する場合には、初回キャビネット会議で正式に提案し、承認を受けなければなりま

せん。 
 

手順 
 

キャビネット会計は、新しい銀行通帳や振込用紙のほか、新しい現金出納帳やクラブ台帳なども用

意すべきです。キャビネットが数カ月間にわたる資金獲得事業を行う場合には、2 種類の銀行口座

（貯蓄口座と当座口座）を設けることで、収入を増やすことができます。 
 

資金の移動 
 

任期満了を控えたキャビネットは年度末に、地区資金の一部を次期キャビネット用に蓄えておくと

よいでしょう。そうすれば、次期キャビネット会計はこの資金を利用して、地区役員名簿の作成や

レターヘッドの印刷など、新年度の準備を始めることができます。 
 

予算作成および財務 
 

地区予算 
 

会計は任期開始前に、次年度地区予算の作成に協力するよう、地区ガバナーから依頼されることに

なるでしょう。予算には、通常の収入と支出を反映させる必要があります。 
 

予算には、独立採算の事業や活動も含めるべきです。予算作成の前に、地区の財務を全面的に確認

すべきです。会計は、郵便代、電話代、雑費など、地区ガバナーの事務経費について、より綿密な

予算分析を行う必要もあるかもしれません。 
 

この予算とその後の収支は、各キャビネット会議で報告されなければなりません。予算には、以下

の見本のように、二つのセクションを設けることが推奨されます。  
 

1. 収入見込み 
 

1. 会員人数分の収入見込み 

2. 年度中の新会員人数分の収入見込み 

 

2. 支出見込みと資金の配分 
 

1. 地区会報（印刷版の場合） 

2. 協議会関連の旅費、食費、宿泊費 
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3. キャビネット会議昼食費 

4. 地区役員旅費補助金 

5. 印刷および文房具 

6. 地区ガバナーの事務経費 

7. キャビネット幹事の事務経費 

8. 雑費 

9. その他 

 

キャビネット資金 
 

キャビネットの唯一の収入源は、地区内の会員が半期ごとに収める会費です。この金額は通常、地

区または複合地区大会における投票によって決議されます。 
 

個人的経費 
 

キャビネット幹事/会計には、経費の一部を自己負担する覚悟が必要です。 
 

地区の支出 
 

請求書はすべてまとめて保管しておきましょう。そうすれば、地区ガバナーが目を通して支払いを

承認できます。特定の財政業務がキャビネット会計に任されている場合でも、地区財政に関する直

接の責任はやはり地区ガバナーにあります。 
 

帳簿の管理 
 

地区ガバナーは年度を通じて、地区財政の帳簿に関する最新報告を求めることができます。記録を

最新の状態にしておけば、求められた時に正確な記録を提出できます。支払い済みの請求、支払い

待ちの請求、受け取り待ちの支払いを確実に把握しておきましょう。 
 

金銭の受領 
 

以下は、入金を記録するための手順の一例です。 
 

1. クラブから支払いを受けたら、それを記録します。 
 

2. どの資金が振り込まれたかを台帳に記入します。 
 

3. 記帳は速やかに行いましょう。溜めておくと、正確な追跡が難しくなってしまいます。 
 

4. 小切手は速やかに地区口座に入金します。 
 

5. 会計帳簿を毎月の収支残高と照らし合わせて確認します。そうしないと、後で間違いを見つ

けるのが非常に難しくなってしまいます。 
 

6. キャビネット役員には、発生したすべての経費について、明細付き領収書を提出する責任が

あります。 
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クラブへの請求 
 

国際会費は 6 月と 12 月に請求されます。 地区および複合地区会費は、国際会費の請求を受けてか

ら 30 日以内に請求することが推奨されます。 
 

以下はその手続きの一例です。クラブへの請求業務にお役立てください。 
 

1. 地区内全クラブのマスターリストを作成します。クラブが結成される度に、このリストを更

新します。 

2. 各クラブへの請求書を作成し、そのクラブの幹事に送付します（該当する場合には、複合地

区会費を含めるようにします）。 

3. 2 回目の請求を行う前に、投票やステータス変更に影響を及ぼしそうな未払い残高のあるク

ラブのリストを作成します。 
 

半期分会費を滞納しているクラブには、次回の会費請求に先立って連絡し、支払いについて話し合

うべきです。 
 

会費の支払いと月々の会計口座 
 

キャビネット会計は通常、クラブによる会費の支払い状況を地区ガバナーが監視できるよう支援し

ます。クラブはすべて、請求を受けてから 120 日以内にすべての半期分会費（国際、複合地区、地

区）を会員から前納してもらう必要がありますが、推奨されるのは 60 日以内に集めることです。会

則の規定により、クラブがグッドスタンディングを保つためには半期分会費の支払いが適時に行わ

れなければなりません。クラブ会計は MyLCI を通じて、クレジットカードまたは電子小切手により

オンラインで支払いを行うことができます。MyLCI にログインしてオンラインでクラブの支払いを

行うためには、役員（クラブ会計）が登録され、ユーザー名とパスワードが設定されていなければ

なりません。 
 

会員 1 人当たり US$20 または 1 クラブ当たり US$1,000 のいずれか低い額を上回り、かつその滞納期

間が 120 日を超過している滞納残高があるクラブは、クラブのチャーターおよびライオンズクラブ

の権利、特権ならびに義務の停止を含む、停止処分を受けることになります。停止処分を受けたク

ラブが自動的に解散されないようにするには、停止処分となった月の翌月 29 日までに、滞納金を全

額支払うか、国際協会財務部の承認を受けた支払い計画に従い、毎月支払いを行わなければなりま

せん。地区ガバナーおよびゾーン・チェアパーソンと密接かつ速やかに協力し合うことにより、停

止処分を受けた地区内クラブが無益に解散されることのないようにしてください。 
 

クラブ会計口座一覧表 
 

各地区ガバナーには毎月、国際協会から E メールでクラブ会計口座一覧表が届きます。キャビネッ

ト会計と地区ガバナーはこの一覧表を参考に、年間を通じて各クラブが遅滞なく支払いを行うよう

にします。この月末レポートには、地区内の各クラブが行った直近の月例会員報告が反映され、月

末時点でのクラブの未払い残高と滞納金額がまとめられています。 

地区帳簿の監査 
 

キャビネット会計の帳簿監査は、年度終了後可能な限り早期に行われるべきです。そうすれば、次

期会計は速やかに新たな銀行口座を設けて、記帳の準備を整えることができます。推奨される監査

手順は以下の通りです。 
 

1. 次期キャビネット会計は、監査済みの帳簿と資金を退任するキャビネット会計から受け取り

ます。この引き継ぎは、次期会計が状況を十分に理解できるよう、互いに都合の良い日時と

場所を決めて、直接会って行うべきです。 
 

2. 監査済みの会計報告書は初回キャビネット会議に提出されます。また、複合地区会則の規定

によっては、各クラブにも写しが送られます。 

https://myapps.lionsclubs.org/?
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3. 年度の終了時に、請求書が届いていないために未払いとなっている経費の有無を確認し、地

区の支払勘定または受取勘定について、監査人に適切に説明できるようにします。 
 

4. 年度が終了したら、会計帳簿、小切手帳、支払い済み小切手、銀行からの毎月の計算書、1

年間の議事録、予算など、すべての記財務録を直ちに監査人に引き渡します。 
 

重要な情報の見つけ方 
 

会員ポータルを使用すれば、MyLion、MyLCI、Insights、Learn、Shop といった、ライオンズのあ

らゆるアプリケーションにアクセスできます。 
 

MyLION – つながる、奉仕する、報告する！クラブはこのサイトを使って奉仕事業の企画と報告を行

い、他のライオンズとつながり、プロフィールを作成できます。MyLion についてご質問がある場合

には、MyLION@lionsclubs.org までご連絡ください。 
 

MyLCI – ライオンリーダー用のツールです！このサイトでは、クラブ会員の管理、地区とクラブのプ

ロフィール作成、クラブに投票権があるかどうかと代議員数の確認、大会の記録と企画、新クラブ

のチャーター申請の状況追跡を行うことができます。MyLCI についてご質問がある場合には、E メー

ル：myLCI@lionsclubs.org または電話：(630)468-6900 までご連絡ください。 
 

• クラブの功績レポート：このレポートには、会員、アワード、役員その他、クラブ訪問

時に役立つ情報がまとめられています。 
 

• 地区ゲスト用パスワード - 地区ガバナーは、運営管理上の支援に当たる最大 5 人までの

会員にアクセス権を与えることができます。 
 

• アクセス権を持つ会員 - 重要な情報源の一つである MyLCI の使い方を複合地区チームと

地区チームのメンバーも熟知しているようにしてください。 
 

• 会員の連絡先データのダウンロード - MyLCI のこの主要機能を使って郵送先住所、E メー

ルアドレス、電話番号の一覧を作成すれば、コミュニケーションが取りやすくなるでし

ょう。 
 

• 代議員についてのリスト - 各クラブの投票資格と代議員数に関するリスト。  
 

• 物故会員リスト - 最近他界したライオンズのリスト。 
 

• 会員関係一覧表 - この情報は、MyLCI にログインした後、ホームページの「サポートセ

ンター」のメニューから入手できます。 
 

• 会員登録状況レポート - クラブの一覧と、各クラブの現状、会員数、最新の会員報

告日が表示されます。 
 

• 未登録クラブ役員 - 各クラブにおいて未登録となっている役職が列記されていま

す。 
 

• 会員タイプ別/性別データ要約 - 会員のタイプと性別の要約がクラブ別に記載されて

います。 
 

• 会員報告累計表 - 会計年度開始から現在までの会員数とクラブ数の累計がまとめら

れています。 
 

• クラブ健康診断レポート - 地区内の各クラブの現状、会員数、報告書の提出状況な

ど、主な情報がすべて掲載されています。 
 

https://myapps.lionsclubs.org/?
mailto:MyLION@lionsclubs.org
mailto:myLCI@lionsclubs.org
https://lionshelp.zendesk.com/hc/ja
https://lionshelp.zendesk.com/hc/ja
https://lionshelp.zendesk.com/hc/ja
https://lionshelp.zendesk.com/hc/ja
https://lionshelp.zendesk.com/hc/ja
http://www8.lionsclubs.org/reports/membershipregister/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1067d/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1569/
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
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Insights - 会員数、奉仕アクティビティ数、寄付額、クラブ数のカテゴリーにおいて、国際協会の包

括的な動静を見ることができます。地区目標の達成度と Learn の情報も表示されます。Insights を利

用して複合地区の指導力育成の状況を確認し、地区役員が地区の指導力育成目標を達成できるよう

支援してください。 
 

Learn – ライオンズ学習センター（LLC）のコース受講、国際協会の国際研究会（ALLI、FDI、LCIP）の

検索、複合地区・地区 GLT コーディネーターが報告したローカルの研修会の閲覧などが一箇所から

行える場所であり、個々のライオンやレオは「自分の研修記録」レポートにアクセスできます。協

議会議長はさらに、複合地区のライオンズ公認講師と講師育成研究会（FDI）修了者のリストが記載

された修了者および認定講師レポートにもアクセスできます。 
 

Shop - 協会の用品ストア Shop は、最も一般的なクラブ用品やライオンズクラブ国際協会ブランドの

製品を注文する簡単な方法です。クラブ用品についてご質問がある場合には、OSEAL 調整事務局

OSEAL@lionsclubs.org までご連絡ください。 
 

クラブ用品について 
 

下記は、Shop で最も頻繁に注文される用品へのリンクです。 
 

• アワードとメダル - このセクションには、功績のあったライオンズクラブを表彰す

るために役立つ多種多様な用品が取り揃えられています。 
 

• 名札 - このセクションには、複合地区および地区役員の名札が含まれています。 
 

• 新会員キット - 既存クラブに入会した新会員用のキットです。年度初めに、各地区

ガバナーに 50 キットが送られます。 
 

• 新しく結成されたクラブのチャーターメンバー用のキットは扱いが異なり、クラブ

用品部から取り寄せることはできません。ご不明な点については、newclubs@lionscl

ubs.orgまでお問い合わせください。 
 

• 地区ガバナーパッチ - 地区ガバナーのブレザーその他の衣料品に使用する直径

12.9cm のデラックスな紋章です。 
 

• 地区役員クレスト - 地区役員のブレザーその他の衣料品に使用する直径12.9cm のデ

ラックスな紋章です。 
 

• 元地区ガバナーのラペルピン -  これは販売品として用意されています。購入品とな

る場合と無償で提供される場合があります。詳しくはライオンズクラブ国 OSEAL 調

整事務局でお尋ねください。 
 

• 平和ポスター・コンテスト・キット - キットを購入できるのは、毎年 1 月 15 日から

10 月 1 日までとなります。 
 

• 楯、アワード、表彰 - このセクションには、功績のあったライオンズクラブを表彰

するために役立つ多種多様な用品が取り揃えられています。 
 

クラブ用品についてご質問がある場合には、OSEAL 調整事務局 OSEAL@lionsclubs.org までご連絡くだ

さい。 

 

会員増強  
 

会員部は、地区内および地区未編成の地域における新クラブ結成を促し、既存のクラブに会員を呼

び込み、会員の満足度を高めることを目的として、戦略を策定します。 
 

mailto:OSEAL@lionsclubs.org
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/collections/awards-recognition
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/meeting-supplies/Name-Badges
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/nm10p?variant=31960822874192
mailto:newclubs@lionsclubs.org
mailto:newclubs@lionsclubs.org
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/a150dg
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/a150
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/b7pdg
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/ppk1?variant=31075715055696
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/awards-recognition
mailto:OSEAL@lionsclubs.org
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こうした目的は、プログラムの開発、さまざまな手段による新規および既存の取り組みの奨励、研

修の提供、会員増強に役立つツールとリソースの開発と推奨、アワード・プログラムによる成果向

上への意欲喚起を通して達成されます。 
 

会員部の優先事項は、若い会員を呼び込むこと、新クラブを結成すること、クラブが家族向きにな

るよう支援すること、クラブがバーチャル世界で積極的に活動できるようにすること、クラブレベ

ルの会員維持を促すこと、ライオンズがレオにより良い体験を提供できるようにすること、レオの

活動を構築すること、レオからライオンへの移行を奨励することです。 
 

会員に関する理事会方針 
 

• 理事会方針書 第 10 章：エクステンション 

• 理事会方針書 第 17 章：会員 

• 理事会方針書 第 22 章：レオクラブ・プログラム 
 

マーケティング   
 

• ブランド・ガイドラインとロゴ -  世界最高の奉仕組織の代表者として、「ブランド・ガイド

ライン」ウェブページで指針やヒントを入手してください。ロゴはダウンロードできます。  
 

• マーケティング委員長ガイド - 所属クラブと複合地区内のクラブを PR する方法を詳しく学

び、必要なツールを手に入れましょう。 
 

• E 地区ハウス - 地区または複合地区のウェブサイトを無料で手軽に作成したい場合に最適で

す。 
 

• E クラブハウス  - ライオンズクラブのウェブサイトを無料で手軽に作成したい場合に最適で

す。 
 

• E レオクラブハウス – レオクラブのウェブサイトを無料で手軽に作成したい場合に最適で

す。 
 

• 国際平和作文コンテスト - この作文コンテストは、目の不自由な青少年に平和への思いを表

現する機会を提供するために設けられました。 
 

• ライオン誌 - ライオン誌では地球上で最高のストーリーを読むことができます。本部版の他

に、世界各地で数々のデジタル版が発行されています。 
 

• ライオンズ広報センター - メディアリリースのテンプレート、メディアキット、公共広告、

その他の包括的な PR・広報資料を提供するこのオンライン・ニュースルームは、ライオン

ズがすばらしいニュースを共有するために役立ちます。 
 

• 平和ポスター・コンテスト - この絵画コンテストは、世界中の児童に平和へのビジョンを表

現するよう奨励するものです。30 年以上にわたり、100 カ国近くから何百万人もの子どもた

ちがこのコンテストに参加してきました。 
 

• ソーシャルメディア - 私たちの「ソーシャルメディア用リソース」ウェブページで、すぐに

ダウンロード/カスタマイズできるリソースメディア用のグラフィック、「使い方」ビデ

オ、ブログ投稿をご覧ください。ライオンズやレオと助け合えるグローバルなコミュニティ

がお待ちしています。 
 

• ライオンズのブログ - ライオンズのブログでは、私たちのグローバル奉仕の心髄であるニュ

ースやストーリーが紹介されています。 
 

https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_10_ja.pdf
https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_10_ja.pdf
https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_17_ja.pdf
https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_17_ja.pdf
https://cdn2.webdamdb.com/md_MM1E3SKINz14.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_MM1E3SKINz14.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/brand-guidelines
https://www.lionsclubs.org/resources/96727919
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/create-e-district-house
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/create-e-clubhouse
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/create-e-leoclubhouse
https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/youth/peace-essay
https://www.lionsclubs.org/ja/footer/lion-magazine
https://www.lionsclubs.org/ja/footer/lions-press-center
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/youth/peace-poster
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/lions-and-social-media
https://www.lionsclubs.org/ja/blog
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奉仕への献身  
 

ライオンズクラブ国際協会の使命は、ライオンズクラブを通じてボランティアに社会奉仕の手段を

与え、人道的ニーズを満たし、平和と国際理解を育むことです。ライオンズクラブ国際協会は、戦

略的、包括的、測定可能な奉仕の機会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。 
 

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。地区ガバナーと協力し、各クラブが確実にクラブ奉仕

委員長を報告するとともに、奉仕事業が報告されるようにしてください。奉仕報告に関する詳

細は「アクティビティ報告」ウェブページをご確認ください。 
 

ライオンズクラブ国際財団について 
 

ライオンズクラブ国際財団（LCIF）は、ライオンズクラブ国際協会の慈善部門です。LCIF の使命

は、ライオンズクラブ、ボランティア、そしてパートナーが、世界中の人々の暮らしに影響を及ぼ

す人道奉仕と交付金を通じて、健康と福祉を改善し、地域社会を強化し、恵まれない人々に支援を

提供するとともに、平和と国際理解を促進できるよう、力を与えることです。 
 

LCIF は、1968 年の創立以来、ライオンズクラブ国際協会のメンバー、一般の方々、そしてパートナ

ー団体からの寄付を通じて人道支援奉仕に資金を提供してきました。LCIF の資金提供モデルでは、

寄せられた寄付の 100％が確実に交付金とプログラムに使用されます。 
 

LCIF は世界中のライオンズの奉仕に力を与える唯一の財団として、世界で 18,000 件以上、総額 12

億ドル余りにのぼる交付金を提供しています。これらの交付金を通して、財団は以下によりライオ

ンズの活動を拡大させてきました。 
 

• 960万件の白内障手術に資金を提供 
 

• 財団の主要な青少年育成および社会情動学習プログラムである「ライオンズクエスト」を通

じて110カ国以上の青少年と教育者を支援 
 

• 災害援助と防災に1億4千万ドル余りを提供 

  

https://www.lionsclubs.org/ja/service-reporting
https://www.lionsclubs.org/ja/discover-our-foundation/mission
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LCIF は視力障害を克服し、青少年に貴重なライフスキルを身につけさせ、大災害に対応し、リスク

にさらされ弱い立場にある人々のニーズを満たすプログラムを構築するなど、さまざまな取り組み

を支援しています。糖尿病の蔓延を抑えたり、有病者の生活の質（QOL）を向上させることを焦点

とする LCIF 交付金も多くあります。さらに、財団は新たなグローバル重点分野である小児がん、食

料支援、環境保護などを支援する交付金も提供しています。 
 

LCIF は 50 年以上にわたり、世界中のライオンズの奉仕に力を与えるという誓いを忠実に果たし続け

てきました。交付金が一つ下りるごとに、誰かの暮らしがより安全に、より健康に、より生産的に

なっていきます。 
 

お問い合わせは lcif@lionsclubs.org までお寄せください。 
 

LCIF への支援 
 

上記のような交付金の提供は、ライオンズ、レオ、ライオンズクラブ、財団のパートナーや友人に

よる継続的な支援があって初めて可能になります。LCIF への寄付は金額を問わずそのすべてが変化

を生むために使われ、暮らしを改善する奉仕へと形を変えることで、ニーズに満ちた世界に希望を

もたらしています。私たちの世界は引き続きライオンズを必要としています。そしてライオンズ

は、その奉仕のインパクトを拡大するために私たちのグローバル財団からの資金援助を必要として

います。 
 

今すぐ LCIF を支援する。 
 

表彰プログラム 
 

多大なるご支援に対する感謝の印として、私たちはピン、楯、感謝状など、数々の形で表彰を行っ

ています  寄付のレベルに応じて、個人、クラブ、地区、企業に対するさまざまな贈り物を用意して

います。 
 

LCIF の最も人気のある個人表彰プログラムを、いくつかご確認ください。 
 

メルビン・ジョーンズ・フェローシップ（MJF） 
 

• メルビン・ジョーンズ・フェロー - メルビン・ジョーンズ・フェロー（MJF）は、

1,000 ドルの寄付を表彰するものです。寄付は個人（ライオンズ会員以外も含む）、

クラブ、地区が行えます。 
 

• メルビン・ジョーンズ・フェロー申請書 - 申請条件を満たす十分な額の寄付をライ

オンズクラブ国際財団に対してすでに行っており、クレジットが確認されている場

合にのみ、このフォームを使ってください。 
 

ライオンズ・サポーター – ライオンズ・サポーター・プログラムは 3 つのレベル – US$50、

US$100、US$200 のいずれかの金額で毎年寄付を行うライオンズを表彰するものです。 
 

LCIF 開発スタッフ連絡先：lcifdevelopment@lionsclubs.org 

LCIF 寄付者サービス連絡先：donorassistance@lionsclubs.org 

  

mailto:lcif@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/ja/give-how-to-give/more-ways-to-give
https://www.lionsclubs.org/ja/give-how-to-give/melvin-jones-fellowship
https://www.lionsclubs.org/resources/79874113
https://www.lionsclubs.org/ja/explore-our-foundation/lions-share-program
mailto:lcifdevelopment@lionsclubs.org
mailto:donorassistance@lionsclubs.org
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LCIF 交付金 
 

LCIF は、ライオンズが各地域社会と世界に奉仕できるよう支援する幅広い交付金を用意していま

す。LCIF は数十年にわたって、視力保護、災害援助、青少年支援、人道支援という焦点分野でのラ

イオンズの取り組みに寄与してきました。詳しくは、LCIF 交付金ツールキットをご覧ください。  
 

• 小児がん交付金 小児がん患者とその家族の暮らしの支援と改善に役立てることが

できます。 
 

• 糖尿病交付金 糖尿病の有病率を減らしたり、糖尿病と診断された人々の暮らしを

充実したものにしたりするために役立てることができます。 
 

• 災害援助交付金 復興の各段階で行われるライオンズ主導の災害援助活動に合わせ

て、幅広い資金援助のオプションがあります。 
 

• 緊急援助交付金は、ライオンズが自然災害の被災者に即時に緊急援助を提

供するために役立てられます。 
 

• 防災準備交付金は、地域当局や他の団体と連携して未然に災害に備えるた

めに役立てることができます。 
 

• 地域復興交付金は、すでに他の組織が差し迫ったニーズに対応している場

合に、ガレキ撤去や修繕等の短期の取り組みを支援します。 
 

• 大災害援助交付金は、国際的に重大な影響を及ぼす自然災害や人為災害が

発生した場合の救援活動を支援します。 
 

• 地区及びクラブシェアリング交付金 クラブ/地区レベルで行われる地域の人道事業

の資金となります。 
 

• 食料支援交付金 食料支援を主眼とし、食料資源へのアクセスを高めるライオンズ

奉仕事業を支援します。 
 

• レオ奉仕交付金 レオによる独自の奉仕事業の決定、計画、実施を可能にします。 
 

• ライオンズクエスト交付金 未就学児童から高校までの青少年を対象とする、学校

や地域を基盤とした SEL（社会性と情動の学習）プログラムを支援します。 
 

• プログラム交付金は、ライオンズが現地学校からの詳細なプランと

確約を得ている場合、あるいはプログラムの拡大に向けて準備がで

きている場合に利用できます。 
 

• 普及促進交付金は、地区がライオンズクエスト・プログラムへの理

解を深めプログラムの価値についてしっかりと伝えられるよう支援

します。 
 

• コミュニティパートナーシップ交付金は、新しい地域でライオンズ

クエスト・プログラムを開始するか、または休止しているプログラ

ムを再開します。 
 

• マッチング交付金 満たされていない人道的ニーズが存在する場合に、ライオンズ

主導の事業を確立または拡大するための建設または設備に資金を提供します。 
 

https://www.lionsclubs.org/ja/lcif-grants-toolkit
https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/cancer-pilot-grant
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/diabetes-grants
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/disaster-grants
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/district-club-community-impact-grants
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/hunger-pilot-grant
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/leo-grants
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/lions-quest-grants
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/matching-grants#_ga=2.119997773.496672518.1612886333-1771807562.1548777711
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• 視力ファースト交付金 インフラ開発、人材育成、眼科サービス提供、アイヘルス

教育などの事業を通じた包括的眼科システムの構築を支援します。 

 

以上の説明の印刷用ファイルはこちらからダウンロードしてください： あなたの奉仕をサポート：

LCIF 交付金についてのガイド 
 

連絡先 LCIFGlobalGrants@lionsclubs.org 
 

地域で始める 

 

クラブや地区、複合地区で LCIF 交付金事業を企画・実施するために使える、数多くのプレゼンテー

ションや説明会等の機会が設けられています。ゾーン内で LCIF 交付金について啓発するには次を行

うとよいでしょう。 
 

• 地区 LCIF コーディネーターに相談し、地区における LCIF 交付金の歴史について学ぶ 
 

• 10 のヒント：LCIF 交付金の申請を使って、地域に存在するニーズ、地区のリソー

ス、交付金の申請手順について把握する 
 

地区 LCIF コーディネーターとの協力 
 

LCIF 理事長により任命される地区 LCIF コーディネーターは、地区キャビネットの一員に含めるべき

です。その役割は、地区と地区ガバナーが地区の LCIF 資金獲得目標を達成できるよう支援すること

です。直ちに地区 LCIF コーディネーターと協力し、以下を含む戦略計画の策定に着手することが重

要です。  
 

• 地区の資金獲得の機会に関する戦略を立てる。 

• 地区内のライオンズにとって重要なテーマに関するメッセージを作成する。 

• 地区内の各クラブに連絡するスケジュールを立てる。 

• 地区の表彰目標を設定する。 

• 地区 LCIF コーディネーターが地区大会とゾーン会議に招かれて話をするようにする。 

 

各種規約文書  
 

• 国際会則及び付則 -  国際協会の規約文書です。 
 

• 標準版複合地区会則及び付則 - この PDF ファイルは、Word 文書でも用意されてお

り、協議会がその規約文書を更新するためのテンプレートとして使用できます。 
 

• 標準版地区会則及び付則 - この PDF ファイルは、Word 文書でも用意されており、地

区キャビネットがその規約文書を更新するためのテンプレートとして使用できま

す。 

 
• 標準版クラブ会則及び付則 - この PDF ファイルは、Word 文書でも用意されてお

り、クラブがその規約文書を更新するためのテンプレートとして使用できます。 
 

• 理事会方針書 - このトップページには、理事会方針書の各章へのハイパーリンクが

張られており、随時参照して従うべき重要な方針を確認できます。 
 

https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/sightfirst-grants
https://cdn2.webdamdb.com/md_s9u695AtbSg9.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_s9u695AtbSg9.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_s9u695AtbSg9.jpg.pdf?v=1
mailto:LCIFGlobalGrants@lionsclubs.org
https://cdn2.webdamdb.com/md_3SkNcclFsp51.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/resources/79873709
https://www.lionsclubs.org/resources/79872995
https://www.lionsclubs.org/resources/79872563
https://www.lionsclubs.org/resources/79873406
https://www.lionsclubs.org/resources/79872776
https://www.lionsclubs.org/resources/79873494
https://www.lionsclubs.org/resources/79872331
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
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• 決議事項要約 - 国際理事会会議で更新された方針が地区やクラブの運営に影響を及

ぼす場合がありますので、各会議の後、確認する必要があります。リソースセンタ

ーで「決議事項要約」を検索してください。 
 

法務及び専門分野 
 

• ライオンズクラブ国際協会プライバシーポリシー - ライオンズクラブ国際協会のプ

ライバシーに関する方針  
 

• 国際役員の訪問 ホスト及びプロトコール・ガイド - 来賓に訪問中快適に過ごして

もらうためのヒントと、役員を適切に紹介するための国際協会の公認プロトコール

が紹介されています。 
 

• 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。 
 

• 「資金の使用に関するガイドライン」についてよくある質問と回答 - ライオンズの

会員、クラブ、地区が国際理事会によって採択された「資金の使用に関する方針」

に準拠する際の参考となるよう作成されたものです。 
 

• 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。 
 

紛争の防止と解決 
 

「ライオンズ紛争処理手順」の目的は、正式な証拠審問が必要となることのないよう、ライオンズ

組織内で対立を解消するための仕組みを提供することです。この目的を達成するために国際理事会

は、国際会則及び付則や国際理事会方針に起因する苦情、紛争、あるいは申し立て、もしくはクラ

ブまたは地区（単一、準、複合）レベルで発生した問題に対処するための手順を採用しました。い

かなる苦情、紛争、あるいは申し立ても、国際会則及び付則並びに国際理事会により採用された方

針及び手順に従って解決することが会員としての義務です。そのためにクラブ、地区、複合地区の

各レベルでライオンズの問題を解決する際の妥当な紛争処理手順の方針として、クラブ紛争処理手

順、地区紛争処理手順、複合地区紛争処理手順が国際理事会により採用されています。 
 

• 紛争処理に関するガイドライン - 非公式な話し合いでは対立を解決することができ

ない場合に、クラブ、地区、複合地区の紛争処理手順に従って解決にあたるライオ

ンズの会員、クラブ、地区（単一、準、複合）に役立てていただくことを目的とし

ています。あくまでも国際理事会により採用された方針を補うものであって、国際

理事会により採用された方針に代わるものではありません。 
 

• クラブ紛争処理手順 - クラブ内での問題の解決に使うための手順です。 

https://www.lionsclubs.org/ja/search-results?keys=executive+summaries
https://lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873395
https://www.lionsclubs.org/resources/79873309
https://www.lionsclubs.org/resources/79873547
https://www.lionsclubs.org/resources/79873839
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/insurance
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/certificate-of-insurance
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center?query=insurance
https://www.lionsclubs.org/resources/79873663
https://lionsclubs.org/ja/footer/connect/your-privacy
https://lionsclubs.org/ja/footer/connect/your-privacy
https://www.lionsclubs.org/resources/79872926
https://www.lionsclubs.org/resources/79872972
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• 地区紛争処理手順 - 地区の会則、付則、その他方針に関連して、クラブ間、あるい

はクラブと地区行政との間で生じた問題を解決するための手順です。 
 

• 複合地区紛争処理手順 -  複合地区内のクラブ間または準地区間、あるいはクラブま

たは準地区と複合地区行政との間で生じた紛争を解決するための手順です。 
 

• 国際役員および副地区ガバナーの選挙抗議申し立て手順 - 地区ガバナー、第一およ

び第二副地区ガバナーの選挙違反に関する会則上の抗議申し立てに適用される手順

がまとめられています。 
 

国際本部 

 

連絡先 - このウェブページには、国際本部と地域のライオンズ事務所の連絡先、E メールアドレ

ス、電話番号が掲載されています。 
 
 
 
 
 

 

https://www.lionsclubs.org/resources/79872738
https://www.lionsclubs.org/resources/79873568
https://www.lionsclubs.org/resources/79872752
https://www.lionsclubs.org/ja/footer/contact-us
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