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グローバル・アクション・チーム（GAT） 

グローバル・アクション・チーム 
対象 クラブ、地区、複合地区のすべてのレベルにおける GAT 

ウェブサイト https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-

team 

 

 GAT 役割と責務 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team-leadership 

 

 GAT 資料 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team-resources 

 

地区目標 
対象 地区ガバナーエレクト 

GAT 支援 GAT リーダー、複合地区 GLT コーディネーター 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/2020-2021-

district-goals 

 

クラブ役員 E ブック及びウェブサイト 
対象 クラブ会長/第一副会長、クラブ幹事、クラブ会計 

GAT 支援 GLT コーディネーター、ゾーン・チェアパーソン 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-officers 

 

地区役員 E ブック及びウェブサイト 
対象 地区ガバナー、ゾーン・チェアパーソン、リジョン・チェアパーソン 

GAT 支援 複合地区 GLT コーディネーター 

ウェブサイト 地区ガバナー: https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-

center/district-governors 

ゾーン/リジョン・チェアパーソン: https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-

members/resource-center/zone-region-chairpersons 

 
 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team-leadership
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team-resources
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/2020-2021-district-goals
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/2020-2021-district-goals
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-officers
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/district-governors
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/district-governors
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/zone-region-chairpersons
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/zone-region-chairpersons
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クラブ活性化に役立つ情報資料 
対象 クラブ会長、第一副会長 

GAT 支援 GMT/GLT/GST コーディネーター、ゾーン・チェアパーソン 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/improving-

club-quality 

 あなたのクラブ、あなたのやり方で 

https://cdn2.webdamdb.com/md_IcL3NfxtGRp1.jpg.pdf?v=1 

 

 クラブ活性化計画 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-quality-initiative 

https://cdn2.webdamdb.com/md_2tBEZeWzkBv6.jpg.pdf?v=1 

 

 クラブ強化への青写真 

https://www.lionsclubs.org/resources/79872773 

 

地域社会奉仕ニーズ調査 
対象 全ライオン 

GAT 支援 GST コーディネーター 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit 

 

会員関係報告書ツールボックス 
対象 クラブ、地区、複合地区のすべての GAT 

ウェブサイト https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/membership-report-

toolbox 

 

地区 GAT 補助金 
対象 現年度の地区 GLT/GMT/GST コーディネーター、地区ガバナー、キャビネット幹事） 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-

team/gat-district-funding 

 地区目標達成のための活動や運営費を支援するための補助金。 

 補助金額：500 ドル/ 1 地区 

 

 

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/improving-club-quality
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/improving-club-quality
https://cdn2.webdamdb.com/md_IcL3NfxtGRp1.jpg.pdf?v=1
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-quality-initiative
https://cdn2.webdamdb.com/md_2tBEZeWzkBv6.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/resources/79872773
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-district-funding
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-district-funding
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ライオンズクラブ国際協会/LCIF 各種補助金・交付金 
対象 クラブ、地区、複合地区 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types 

 

理事会方針書 
対象 クラブ、地区、複合地区 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/board-policy-

manual 

 

FACEBOOK GAT グループ 
対象 全ライオン、レオ 

ウェブサイト https://www.facebook.com/groups/GlobalActionTeam 

 

FACEBOOK MYLION  FORUM グループ 
対象 全ライオン、レオ 

ウェブサイト https://www.facebook.com/groups/MyLionSupport 

 

https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
https://www.facebook.com/groups/GlobalActionTeam
https://www.facebook.com/groups/MyLionSupport
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指導力育成（GLT） 

 グローバル指導力育成チーム・ツールボックス 
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/glt-toolbox 

 

 クラブ指導力委員長、地区 GLT コーディネーター、複合地区 GLT コーディネーターの役割と責務 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team-leadership 

 

クラブ/ゾーン/地区役員研修プログラム 
対象 複合地区 GLT コーディネーター、地区 GLT コーディネーター 

ウェブサイト クラブ役員研修: https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-

officers-training  

ゾーン・チェアパーソン・ワークショップ: https://lionsclubs.org/ja/resources-for-

members/resource-center/zone-chairperson-training-materials  

第二副地区ガバナー研修: https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-

center/second-vice-district-governor-training  

第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクトセミナー: https://lionsclubs.org/ja/resources-

for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar  

 指導力育成複合地区/地区補助金プログラム 

https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/leadership-development-grant-program 

 

講師育成プログラム 
対象 講師としての指導力とスキルの習得を目指すライオン/レオ 

GAT 支援 GAT リーダー、GLT コーディネーター 

ウェブサイト 講師育成研究会（FDI）: https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/faculty-

development-institute  

ライオンズ公認講師プログラム（LCIP）: https://lionsclubs.org/ja/resources-for-

members/resource-center/lions-certified-instructor-program 

 

指導力育成研究会 
対象 クラブ、ゾーン、リジョン、地区レベルの役職に備えるライオン/レオ 

GAT 支援 複合地区 GLT コーディネーター 

ウェブサイト ELLI: https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/emerging-

lions-leadership-institute  

RLLI: https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/rlli-curriculum  

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/glt-toolbox
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team-leadership
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-officers-training
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-officers-training
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/zone-chairperson-training-materials
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/zone-chairperson-training-materials
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/second-vice-district-governor-training
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/second-vice-district-governor-training
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/leadership-development-grant-program
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/faculty-development-institute
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/faculty-development-institute
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/lions-certified-instructor-program
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/lions-certified-instructor-program
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/rlli-curriculum
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ALLI: https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/advanced-

lions-leadership-institute 

FDI：https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/faculty-development-

institute 

 

 ライオンズ・リーダーシップ研究会 (ELLI) – クラブ会長を含むクラブレベルのリーダーになれるよう、ライオン

ズとレオのスキルを養う。 

 地方ライオンズ・リーダーシップ研究会 (RLLI) – あらゆるレベルのリーダー職を目指すライオンズを対象とし、

各地域のニーズに合わせてカスタマイズ可能。 

 上級ライオンズ・リーダーシップ研究会 (ALLI) – ライオンズリーダーのスキルを高め、ゾーン、リジョン、地区

の各レベルにおいて指導的責任を担うための準備を整えることに主眼を置く。 

 講師育成研究会 (FDI) –クラブ、地区、複合地区レベルの研修で活躍する熟練したライオンズ講師を育成し、その数を

増やすための研修 

 

指導力育成研究会補助金プログラム 
対象 複合地区 GLT コーディネーター、地区 GLT コーディネーター 

ウェブサイト https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/leadership-development/institute-

grant-program 

 対象研究会：ライオンズ・リーダーシップ研究会（ELLI） 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute 

   

指導力育成複合地区/地区補助金プログラム 
対象 複合地区 GLT コーディネーター、地区 GLT コーディネーター 

ウェブサイト https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/leadership-development-

grant-program 

 複合地区対象：第一及び第二副地区ガバナー研修 

 地区対象補助金：ゾーン・チェアパーソン研修 

 

LEARN アプリケーション 
対象 会員番号を持つ全会員（ライオン/レオ） 

GAT 支援 GLT コーディネーター 

ウェブサイト ライオン・アカウントでログイン LEARN 内 

 ライオンズ学習センター（LLC） 

 ライオンズクラブ国際協会主催研究会 

 地域の研修 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/faculty-development-institute
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/faculty-development-institute
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute
https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/leadership-development-grant-program
https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/leadership-development-grant-program
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ライオンズ学習センター 
対象 全ライオン/レオ 

GAT 支援 GLT コーディネーター 

ウェブサイト ライオン・アカウントでログイン 会員ポータル LEAN 内 

 

LEARN 地域の研修報告 
対象 地区・複合地区 GLT コーディネーター 

ウェブサイト ライオン・アカウントでログイン 会員ポータル LEARN 内 

 地域の研修報告ガイド https://cdn2.webdamdb.com/md_MxKK7gZc4xX5.jpg.pdf?v=1 

 地域の研修報告ツールに関するよくある質問 https://cdn2.webdamdb.com/md_HvYwebz5oK51.jpg.pdf?v=1 

 指導力育成出席表 https://www.lionsclubs.org/resources/95191468 

 

 

 

 

https://cdn2.webdamdb.com/md_MxKK7gZc4xX5.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_HvYwebz5oK51.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/resources/95191468
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会員増強（GMT） 

グローバル会員増強チーム・ツールボックス 
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/gmt-toolbox 

 

 クラブ会員委員長、地区 GMT コーディネーター、複合地区 GMT コーディネーターの役割と責務 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team-leadership 

 

クラブ会員委員長 
対象 クラブ会員委員長 

GAT 支援 GMT/GLT コーディネーター、ゾーン・チェアパーソン 

ウェブサイト https://lionsclubs.org/ja/membershipchair 

  クラブ会員委員長 E ブック  

https://cdn2.webdamdb.com/md_QcPc5oTPgtH6.jpg.pdf?v=2 

 

会員増強補助金 
対象 地区ガバナー、協議会議長 

GAT 支援 GMT/GLT コーディネーター、ゾーン・チェアパーソン 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/membership-

development-grants?_ga=2.207794071.488703219.1593390207-131860029.1592875441 

 

ガイディング・ライオン 
対象 ガイディング・ライオン、公認ガイディング・ライオン、地区ガバナー、第一/第二副地区

ガバナー、クラブ会長 

GAT 支援 GMT/GLT コーディネーター、ゾーン・チェアパーソン 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-

program 

 ガイディング･ライオン・プログラムは、新たに結成されたクラブ、既存のクラブ、または優先指定を受けて

いるクラブを支援するために設けられています。ガイディング･ライオンは、地区ガバナーがスポンサー・クラ

ブや既存クラブの会長との協議に基づき、2 年を任期として任命。 

 理事会方針書：第 5 章クラブ 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual 

 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/gmt-toolbox
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team-leadership
https://lionsclubs.org/ja/membershipchair
https://cdn2.webdamdb.com/md_QcPc5oTPgtH6.jpg.pdf?v=2
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
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クラブの再建と復帰 
対象 クラブ会長、地区ガバナー、ガイディング・ライオン 

GAT 支援 GMT/GLT コーディネーター、ゾーン・チェアパーソン 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/rebuilding-

reactivation-priority-clubs 

 
 

新会員 
対象 新会員及びチャーターメンバー 

GAT 支援 GMT/GLT コーディネーター 

ウェブサイト https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/new-members 

 会員オリエンテーション 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/member-orientation 

 

新クラブ結成 
対象 スポンサー・クラブ会長 

GAT 支援 GMT 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/start-a-new-

club 

 

スペシャルティクラブ・プログラム 
対象 既存会員、入会見込み者 

GAT 支援 GMT コーディネーター 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/specialty-

clubs-program 

 2020 年 7 月より国際協会の正式プログラム 
 スペシャルティクラブ・プログラム・コーディネーター 
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/resources-for-coordinators 

 

家族会員プログラム 
対象 会員の家族 

GAT 支援 GMT/FWT コーディネーター 

ウェブサイト https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/family-

membership 

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/rebuilding-reactivation-priority-clubs
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/rebuilding-reactivation-priority-clubs
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/new-members
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/resources-for-coordinators
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/family-membership
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ライオネス・ブリッジ・プログラム 
対象 ライオネス/ライオネスクラブ 

GAT 支援 GMT/FWT コーディネーター 

ウェブサイト https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/lioness-initiative 

 2021 年 6 月 30 日終了。2021 年度からは下記特典解除 

 クラブ結成時の最低会員数の要件除外（通常は 20 名必要）  

 既存ライオネスクラブのチャーター費免除  

 入会費免除 

 ライオネスとしての奉仕年数をライオンとしての奉仕年数に加算 

 国際会費の半額免除 

 

レオクラブ・プログラム 
対象 12～30 歳の青少年・若年成人、ライオンズクラブ 

GAT 支援 GMT/GST コーディネーター 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/leo-faqs 

 

レオライオン・プログラム 
対象 レオクラブに少なくとも 1 年と 1 日在籍した成人年齢～35 歳のすべての現レオ及び元

レオ 

GAT 支援 GMT コーディネーター 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/leo-lion-

program 

 

キャンパス・ライオンズクラブ 
対象 教育機関に在籍している正規、非正規の学生、職員、教員、卒業生、地域コミュニティ 

GAT 支援 GMT コーディネーター 

ウェブサイト https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/campus-lions-club 

 

学生会員プログラム 
対象 教育機関に在籍している法律上の成人年齢から 30 歳までの学生 

GAT 支援 GMT コーディネーター 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/student-

member-program 

 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/lioness-initiative
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/leo-faqs
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/campus-lions-club
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/student-member-program
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/student-member-program
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「力を合わせよう」プログラム 
対象 全ライオン 

GAT 支援 GMT/GST コーディネーター 

ウェブサイト https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/join-together 

 

バーチャルクラブ・プログラム 
対象 全ライオン 

GAT 支援 GMT/GST コーディネーター 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs 

 

クラブ支部 
対象 全ライオン 

GAT 支援 GMT/GST コーディネーター 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-branch 

 

 

 

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/join-together
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-branch
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NEW グローバル会員増強アプローチ 

対象 地区ガバナーチーム 

GAT 支援 GAT リーダー、複合地区・地区 GAT コーディネーター 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/global 

 

プロセス  
 ステップ 1：チームを作る https://www.lionsclubs.org/resources/117903611 
 ステップ 2：ビジョンを構築する https://www.lionsclubs.org/resources/117904069 
 ステップ 3：計画を策定する https://www.lionsclubs.org/resources/117903447 
 ステップ 4：成功を収める https://www.lionsclubs.org/resources/117904361 
 

注）上記はグローバル会員増強アプローチの国際標準版として開発された資料です。 

 

焦点分野① 新クラブ結成により地区の若返りを図る 
  新クラブを結成するための手順を説明する新クラブ結成ガイド 

 ライオンズ学習センター（LLC）の「新クラブ結成」オンライン研修コース 

 より住みよい社会 よりよい暮らしパンフレット 

 他の地域団体とともにクラブを結成するための「力を合わせよう」ウェブページ 

 ライオンリーダーをクラブへの支援に備えさせる「ガイディングライオン・プログラム」ウェブページ 

 新会員にしっかりとした基礎を身につけさせるために役立つ「会員オリエンテーション」ウェブページとビデオ （英

語） 

 新クラブ・キットを取り寄せるには、所属地区キャビネット事務局に連絡 

 

焦点分野② 新会員を加えてクラブの活性化を図る 
 「誘ってみよう！」ガイド、入会申請書などが掲載された「会員の招請」ウェブページ 

 「メンター・プログラム」ウェブページ 

 ライオンであることのメリット 

 「誘ってみよう！」新会員勧誘ガイド 

 入会申請書 

 勧誘パワーポイント 

 新会員入会式 

 新会員オリエンテーション 

 勧誘ツールが掲載された「若手会員」ウェブページ 

 地域有力者勧誘のアイディア（英語） 

 「ニューヴォイス」ウェブページと「私はライオンズの会員」パンフレット 

 「レオライオン・プログラム」ウェブページ 

 

 

https://www.lionsclubs.org/ja/global
https://www.lionsclubs.org/resources/117903611
https://www.lionsclubs.org/resources/117904069
https://www.lionsclubs.org/resources/117903447
https://www.lionsclubs.org/resources/117904361
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873651
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79872941
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/join-together
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://www.lionsclubs.org/resources/102880020
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873298
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873694
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/invite-members
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/mentoring-program
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/97216970
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873298
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873298
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873298
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873298
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/112187399
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/88355590
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873270
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/young-adults
https://www.lionsclubs.org/resources/102880917
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/womens-initiative
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873589
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
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焦点分野③ 新たに加わった仲間との親睦と興味深い奉

仕によって、会員たちのやる気を一新させる 
【奉仕】 

 クラブ予定表（英語）、奉仕のインパクトに関するストーリー、「グローバル重点分野」ポスター（英語） 

 100 の奉仕事業案リスト（英語）と小児がん、糖尿病、環境保全、食料支援、視力保護に関する個別の奉仕事

業案 

 「安全に奉仕するために」ウェブページと「バーチャル奉仕事業」に関するウェビナー録画（英語） 

 クラブが新しい方法で奉仕するための手順を示した「奉仕事業プランナー」 

 「地域社会奉仕ニーズ調査」、「現地パートナーシップの開拓」、「資金獲得ガイド」が掲載された「奉仕ツールキ

ット」ウェブページ 

 「ライオンズ・アドボカシー・ツールキット」ウェブページ 

 奉仕を報告する理由と方法に関する情報が満載された lionsclubs.org/ja/service-reporting ウェブページ 

 

【親睦】 

 「クラブ活性化計画」、「あなたのクラブ、あなたのやり方で」ガイドなどのツールが掲載された「クラブの向上を

目指して」ウェブページ 

 会員満足度向上ガイド 

 「表彰の芸術」冊子（英語） 

 クラブ健康診断レポートとそれを活用した行動戦略 

 クラブ評価チェックリスト（英語） 

 クラブと地区のためのトラブルシューティング・ガイド（英語） 

 

焦点分野④ ライオンリーダーに研修と支援を提供する 
 ライオンズ学習センター（LLC）はすべてのライオンズとレオに、オンラインの対話型コースを通じてライオンズの

基本に関する知識を深め、リーダーシップ・スキルを高める機会を提供 (LLC へのアクセス) (LLC についてのよ

くある質問) 

 役職別の E ブックその他の資料が掲載された「クラブ役員」ウェブページと「ゾーン及びリジョン・チェアパーソン」

ウェブページ 

 「ゾーン・チェアパーソン・ワークショップ」ウェブページ 

 「地方ライオンズ・リーダーシップ研究会カリキュラム」ウェブページ 

 対立の解消（英語）、傾聴とコミュニケーション（英語）、会議運営（英語）、スピーチ（英語）に関するヒント文書  

 地域研修行事の認定証のテンプレート（英語） 

 

 

 

 

 

 

注）焦点分野①～④の資料の中には、北米会員増強イニシアチブ（NAMI）の資料として開発されたものなど、一

部英語版のみの資料も含みます。 

 

 

https://www.lionsclubs.org/resources/102880951
https://www.lionsclubs.org/ja/explore-our-clubs/service-stories
https://cdn2.webdamdb.com/md_UTbf57fpJhN5.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_6OxLXbV3o91.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873506
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79872886
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873353
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873045
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873357
https://lionsclubs.org/ja/serving-safely
https://vimeo.com/425605156
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-journey/service-project-planners
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/108899003
https://www.lionsclubs.org/ja/resources/81794017
https://www.lionsclubs.org/ja/resources/81794017
https://www.lionsclubs.org/ja/resources/81794017
https://www.lionsclubs.org/ja/resources/81794017
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/80121092
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-journey/service-toolkit
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-journey/service-toolkit
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit
https://www.lionsclubs.org/ja/service-reporting
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/da-cqi.pdf
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79872769
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/improving-club-quality
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/improving-club-quality
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873554
https://cdn2.webdamdb.com/md_MQxLVoJN4oA9.jpg.pdf?v=1
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79872733
https://www.lionsclubs.org/resources/102881141
https://cdn2.webdamdb.com/md_IWyky0TGx5T9.jpg.pdf?v=1
https://myapps.lionsclubs.org/
https://cdn2.webdamdb.com/md_siSFMvbUtd58.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_E3xQhuWJGRX3.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_E3xQhuWJGRX3.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-officers
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/zone-region-chairpersons
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/zone-region-chairpersons
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/zone-chairperson-training-materials
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/rlli-curriculum
https://www.lionsclubs.org/resources/102881580
https://www.lionsclubs.org/resources/102881615
https://www.lionsclubs.org/resources/102881649
https://www.lionsclubs.org/resources/102881655
https://www.lionsclubs.org/resources/102881666
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マーケティング用リソース 
【ライオンズクラブ国際協会】 

 ライオンズクラブ国際協会ファクトシートとライオンズのストーリー（英語） 

 ダウンロード用ビデオのリスト（英語） 

 「ブランド・ガイドライン」文書 

 「ロゴと紋章」ウェブページ 

 

【PR】 

 「PR ガイドブック」ウェブページ  

 ソーシャルメディアチェックリスト、投稿の例（英語）、イベントをシェアする方法（英語） 

 フェイスブックとツィッター用のソーシャルメディア投稿テンプレート（英語） 

 ビデオ制作の概要（英語）、ビデオショットのリスト（英語）、台本のサンプル（英語） 

 ビデオ映像・写真使用許可フォーム（英語） 

 

 【実際に活動しているライオンズの写真】 

 海岸清掃 

 小児がん 

 コミュニティガーデン 

 糖尿病 

 災害援助 

 

【文書テンプレート】（英語） 

 パンフレット – 3 つ折り A4 | 8.5x11in 

 名刺 – ご存じでしたか 90x50mm | 3.5x2in 

 名刺 – ご覧ください 90x50mm | 3.5x2in 

 名刺 – 詳細はこちら 90x50mm | 3.5x2in 

 名刺 – ご連絡ください 90x50mm | 3.5x2in 

 文書 – 一般 A4 | 8.5x11in 

 チラシ – 行事 A4 | 8.5x11in 

 チラシ – 一般 A4 | 8.5x11in 

 チラシ – 半ページ A4 | 8.5x11in 

 ハガキ – お待ちしています A5 | 4x6in 

 ハガキ – ご存じでしたか A5 | 4x6in 

 ハガキ – ご覧ください A5 | 4x6in 

 ハガキ – アドレス A5 | 4x6in 

 

【広告】（英語） 

 クラブ行事広告 8x12cm 

 写真付きクラブ行事広告 8x12cm 

 「あなたも一緒に」広告 8x12cm | 24x13.5cm | 29x27cm 

 写真付き「あなたも一緒に」広告 8x12cm | 24x13.5cm | 29x27cm 

 新クラブ広告 8x12cm 

 写真付き新クラブ広告 8x12cm 

注）マーケティング資料の多くは英語版のみであり、テンプレートは全て英語表記となっています。 

 

https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79873883
https://cdn2.webdamdb.com/md_cYUmeiIfDx52.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_Qyp18jKWcU46.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/104283369
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/logos-and-emblems
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/public-relations-guide
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/public-relations-guide
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/public-relations-guide
https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/84592543
https://cdn2.webdamdb.com/md_2fiY7FcNWMx9.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/resources/102924511
https://www.lionsclubs.org/resources/102882221
https://www.lionsclubs.org/resources/102882225
https://www.lionsclubs.org/resources/102882238
https://cdn2.webdamdb.com/md_IioRyTXWdjr3.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/resources/102882259
https://www.lionsclubs.org/resources/102882276
https://www.lionsclubs.org/resources/102884561
https://www.lionsclubs.org/resources/102884564
https://www.lionsclubs.org/resources/102884594
https://www.lionsclubs.org/resources/102884615
https://www.lionsclubs.org/resources/102884636
https://www.lionsclubs.org/resources/102882315
https://www.lionsclubs.org/resources/102882320
https://www.lionsclubs.org/resources/102887446
https://www.lionsclubs.org/resources/102887438
https://www.lionsclubs.org/resources/102883163
https://www.lionsclubs.org/resources/102883183
https://www.lionsclubs.org/resources/102883200
https://www.lionsclubs.org/resources/102883231
https://www.lionsclubs.org/resources/102882328
https://www.lionsclubs.org/resources/102882332
https://www.lionsclubs.org/resources/102883680
https://www.lionsclubs.org/resources/102883701
https://www.lionsclubs.org/resources/102883731
https://www.lionsclubs.org/resources/102883769
https://www.lionsclubs.org/resources/102883808
https://www.lionsclubs.org/resources/102883910
https://www.lionsclubs.org/resources/102883938
https://www.lionsclubs.org/resources/102884146
https://www.lionsclubs.org/resources/102884182
https://www.lionsclubs.org/resources/102884247
https://www.lionsclubs.org/resources/102884270
https://www.lionsclubs.org/resources/102884293
https://www.lionsclubs.org/resources/102884344
https://www.lionsclubs.org/resources/102884348
https://www.lionsclubs.org/resources/102884363
https://www.lionsclubs.org/resources/102884393
https://www.lionsclubs.org/resources/107789518
https://www.lionsclubs.org/resources/107789519
https://www.lionsclubs.org/resources/107789520
https://www.lionsclubs.org/resources/107789524
https://www.lionsclubs.org/resources/107789529
https://www.lionsclubs.org/resources/107789521
https://www.lionsclubs.org/resources/107789525
https://www.lionsclubs.org/resources/107789527
https://www.lionsclubs.org/resources/107789528
https://www.lionsclubs.org/resources/107789526
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奉仕（GST） 

グローバル奉仕チーム・ツールボックス 
https://lionsclubs.org/ja/ja/resources-for-members/resource-center/gst-toolbox 

 

 クラブ奉仕委員長、地区 GST コーディネーター、複合地区 GST コーディネーターの役割と責務

https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team-leadership 

奉仕の道のり 
対象 クラブ会長、クラブ幹事、クラブ奉仕委員長 

GAT 支援 GST コーディネーター 

ウェブサイト https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-journey 

 

 「学ぶ」：グローバル重点分野 

https://lionsclubs.org/ja/explore-our-clubs/our-global-causes 

 「発見する」：奉仕ツールキット 

https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-journey/service-toolkit 

 「行動する」：奉仕ローンチパッド 

https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-launchpad 

 「祝う」：奉仕のストーリー 

https://lionsclubs.org/ja/explore-our-clubs/service-stories 

グローバル重点分野 
対象 全ライオン 

GAT 支援 GST コーディネーター 

ウェブサイト https://lionsclubs.org/ja/explore-our-clubs/our-global-causes 

 

 糖尿病  https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/diabetes 

 視力保護 https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/vision 

 食料支援 https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/hunger 

 環境保全 https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/environment 

 小児がん https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/childhood-cancer 

 

アドボカシー/アドボカシー・ツールキット 
対象 全ライオン 

GAT 支援 地区 GST コーディネーター、複合地区 GST コーディネーター 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit 

https://lionsclubs.org/ja/ja/resources-for-members/resource-center/gst-toolbox
https://lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/global-action-team-leadership
https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-journey
https://lionsclubs.org/ja/explore-our-clubs/our-global-causes
https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-journey/service-toolkit
https://lionsclubs.org/ja/start-our-approach/service-launchpad
https://lionsclubs.org/ja/explore-our-clubs/service-stories
https://lionsclubs.org/ja/explore-our-clubs/our-global-causes
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/diabetes
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/vision
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/hunger
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/environment
https://lionsclubs.org/ja/start-our-global-causes/childhood-cancer
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit
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 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じて、ライオンズクラブ

国際協会、LCIF の使命やグローバル重点分野の推進を図る活動。 

 

ユースキャンプ及び交換 
対象 スポンサーまたはホストになる可能性のあるライオン、YCE 委員長、プログラム参加レ

オ、キャンプスタッフ/ボランティア、ホストファミリーになる可能性のある非会員成人、非

会員のプログラム参加者 

GAT 支援 GST/GMT コーディネーター 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/youth/youth-camps-and-exchange  

 

MYLION 奉仕報告 
対象 MyLion でアクティビティを報告できるクラブ、地区、複合地区の役職者 

GAT 支援 GST コーディネーター 

ウェブサイト https://lionsclubs.org/ja/service-reporting  

 

奉仕報告チャレンジアワード 
対象 地区 GST コーディネーター、クラブ奉仕委員長、レオクラブ会長 

GAT 支援 GST コーディネーター 

ウェブサイト https://lionsclubs.org/ja/service-reporting   

  会長賞: 

o  会則地域内で、MyLion を通じたクラブの奉仕報告率が年度末において上位 10 位に入った地区

の地区奉仕コーディネーター 

 リーダーシップアワード: 

o 会則地域内で、MyLion を通じて報告された奉仕事業の数が最も多い上位 20 のクラブのクラブ奉

仕委員長とレオクラブ会長 

 

「思いやりは大切なこと」奉仕アワード 
対象 クラブ会長、クラブ前会長、前レオクラブ顧問、レオクラブ会長、地区 GST コーディネー

ター、複合地区 GST コーディネーター 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/kindness-matters-service-award  

 

 前年度にグローバル重点分野のいずれかで奉仕事業を遂行し、それを MyLion で報告したクラブが対象 

 創造性があり、インパクトが大きい奉仕アクティビティを推進 

 グローバル重点分野において質の高い奉仕アクティビティを行ったクラブを表彰 

 広範囲にわたり導入、普及できる奉仕アクティビティを特定 

 

https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/youth/youth-camps-and-exchange
https://lionsclubs.org/ja/service-reporting
https://lionsclubs.org/ja/service-reporting
https://www.lionsclubs.org/ja/kindness-matters-service-award
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マーケティング 

ブランド・ガイドライン 
対象 全ライオン、レオ 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/brand-guidelines 

 

PR 補助金 
対象 複合地区 

GAT 支援 複合地区 GST コーディネーター 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/public-relations-

grants  

 

ソーシャルメディア・キット（SMILE） 
対象 全ライオン、レオ 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/social-media  

 

 

バーチャルイベントセンター 
対象 全ライオン、レオ 

ウェブサイト https://www.lionsclubs.org/ja/virtual-events-center 

 

 会員または国際協会スタッフによるライブ研修 

 

CONNECT（コネクト） 
対象 全ライオン、レオ 

ウェブサイト https://lionshelp.zendesk.com/hc/ja/sections/360009673473-Connect 

 

 会員ポータル内オンライン会議機能 

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/brand-guidelines
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/public-relations-grants
https://www.lionsclubs.org/ja/start-our-approach/grant-types/public-relations-grants
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/social-media
https://www.lionsclubs.org/ja/virtual-events-center
https://lionshelp.zendesk.com/hc/ja/sections/360009673473-Connect
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