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〈ライオンズクラブの目的とは？〉 
              
                       

                奉  仕   

※「奉仕」こそが、ライオンズクラブのメンバーである私たちの使命です 
〈奉仕活動〉・・・全方位にわたり社会が必要とする地球環境問題改善、 
献血・骨髄バンクへの協力、献眼・献腎など臓器移植、薬物乱用防止、 
スポーツ奨励等の青少年健全育成、高齢者福祉、身しょう者福祉、救急救
命士育成・災害ネットワーク形成等災害に対する緊急対策、発展途上国へ
の小学校建設等の国際貢献等々、行政の手が及ばない分野にも、過去の
経験にとらわれず、次々とタイムリーな活動をしております。           



〈ライオンズクラブの活動〉 
    ライオンズクラブの奉仕活動の特色 
             
            

          「アクティビティ」 
 
🔷アクティビティとは・・・クラブは、その地域社会で真に要求されていることを、その目・耳・足で探
し出し、その奉仕の方法を研究・実践します。奉仕は会員個人が、日常、職域、人間関係を通じ
て行うだけでなく、クラブのチームワークを発揮して行うことにより、また、同一地域に複数のクラ
ブがあるときは協力することによって、さらに有意義となり、効果を収めることができます。 
私たちはこれを「アクティビティ」と呼んでいます。 



〈ライオンズクラブって何⁇〉 
 
ライオンズクラブ・・・単なる社交クラブでもなく 
                 寄付団体でもなく 
              また慈善団体でもない 

  
国際協会を構成する一単位で、クラブの会員の力を集結して 

   「諸般のアクティビティを実行する 
                 国際的な社会奉仕団体」 
 

        



GAT各チーム・複合地区/地区コーディネーターの役割 

5 

GLT 
地区が目標を達成するための、指
導力育成におけるエキスパート 

 

◆研修の質を高める 

◆研修後のフォローアップ、検証 

◆リーダーの発掘育成 

◆講師の発掘・育成と講師の機会
の提供 

◆Learnでの地域の研修報告率アップ 

◆ライオンズ学習センター活用推進 

◆GATの各チームとの連携 

 

 

GMT 
地区が目標を達成するための、
会員増強におけるエキスパート 

 

◆会員増強、新クラブ結成 

◆ZCと連携し、クラブに寄り添う活
動 

◆解散させない、退会させない取
り組み 

◆解散しそうなクラブの情報収集と
フォローアップ 

◆GATの各チームとの連携 

 

 

 

GST 
地域のニーズにあった奉仕プロ
グラムを推進するエキスパート 

 

◆協会が提供する奉仕プログラム
の推進 

（糖尿病・視力保護・食料支援・環
境保全・小児がん） 

◆MyLionでの奉仕報告率アップ 

◆LCIFとの連携による交付金事業
の推進 

◆GATの各チームとの連携 

 

SPC・FWT 
インパクトの高い奉仕、女性・
家族会員、スペシャルティクラ
ブのエキスパート 

◆1地区1クラブ、1支部推進 

◆クラブ支部からクラブへの変換
推進 

◆スペシャルティクラブの推進 

◆インパクトの高い奉仕からの会
員増強 

 

◆GATの各チームとの連携 

 

 

連携 



ここをクリック！ 







ここをクリック！ 







【FWTの誕生】 
 
２０１４年10月：米国アリゾナ州スコッツデール国際理事会において 
      
        会則地域Ⅴ（東洋、東南アジア）及び 
        会則地域Ⅵ（インド、南アジア、アフリカ、中東）に、 
  ※GMT,GLTと同じ構造の 

   家族及び女性会員増強組織を設ける        FWTの誕生 
   パイロット・プログラムが承認され、誕生した。 
 

 FWT・・GAT(グローバル・アクション・チーム）の一員として、 
     2017年7月に新たに開始された。 
 



2015年にスタートしたFWT 

2014年10月 

国際理事会承認 

2015年3月10日 

第1回家族及び女性チー
ム会議開催 

2016年7月12日 

FWT第5会則地
域副リーダー  
L長澤千鶴子が
「4つの目標」を
発表 

2016年10月21日 

FWT全日本  
女性フォーラム
開催 

2020年2月17日 

全日本  
FWTセミナー 
開催 

2020年７月１日  

日本独自の 
プログラムとして 
第２期ＦＷＴ始動 

【FWTの誕生】 



重点施策FWTの展開 !! ４ つ の 目 標 !! 
・・・・・・ 2016年7月12日発FWT第５会則地区副ﾘｰﾀﾞｰL長澤千鶴子文書・・・・・・ 

①優れた奉仕を通して行う会員増強（GSTとの連携) 

（奉仕活動参加促進） 

②家族と共に奉仕の拡大（GMTとの連携) 

（家族会員の増強） 

③４人に１人は女性会員／４年に一度は女性ガバナー誕生（GLTとの連携) 

（女性会員の確立、女性ﾘｰﾀﾞｰの育成） 

④支部ｸﾗﾌﾞ結成目標 ｸﾗﾌﾞが１つの支部作り（FWT独自） 

（会 員 維 持） 

  



①優れた奉仕を通して行う会員増強 
【4つの目標★5年間の活動成果】 

子どもの貧困 

• 子ども食堂 
• フードバンク 

• こどものみらい古
本募金 

小児がん 

•ヘア・ドネーション 

•レモネード・スタン
ド 

•たんすに眠る外
貨を活用 

糖尿病 

•糖尿病予防を意
識したレシピ 

• （⇒GSTの重点奉仕
へ） 



重点施策FWTの展開 !! ４ つ の 目 標 !! 
・・・・・・ 2016年7月12日発FWT第５会則地区副ﾘｰﾀﾞｰL長澤千鶴子文書・・・・・・ 

①優れた奉仕を通して行う会員増強（GSTとの連携) 

（奉仕活動参加促進） 

②家族と共に奉仕の拡大（GMTとの連携) 

（家族会員の増強） 

③４人に１人は女性会員／４年に一度は女性ガバナー誕生（GLTとの連携) 

（女性会員の確立、女性ﾘｰﾀﾞｰの育成） 

④支部ｸﾗﾌﾞ結成目標 ｸﾗﾌﾞが１つの支部作り（FWT独自） 

（会 員 維 持） 

  



親 鳥 

ひよこ 

たまご 

多様性（ジェンダー、年齢）と継承
（次世代）の要 

家族会員制度は・・・ 

②家族と共に奉仕の拡大 
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（会 員 維 持） 

  



③４人に１人は女性会員／４年に一度は女性ガバナー誕生 

【4つの目標★5年間の活動成果】 

2020-2021年度地区年次大会にて承認 

  330-A地区第二副地区ガバナー L阿部 かな子 

  333-C地区第二副地区ガバナー L北野 淳子 

  336-D地区第二副地区ガバナー L山崎 もとみ 

 

            ・・・日本で20人目の女性ガバナー誕生へ!  

 ※３３７－D地区の女性ガバナーは、まだ吉村千鶴子元地区ガバナーお一人のみ！ 

 
４人に１人は女性会員／毎年ゾーンに1人は女性ZCの輩出/４年に一度は女性ガバナー誕生 

              女性リーダーの育成 
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①優れた奉仕を通して行う会員増強（GSTとの連携) 
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（女性会員の確立、女性ﾘｰﾀﾞｰの育成） 
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（会 員 維 持） 

  



④支部ｸﾗﾌﾞ結成目標 ｸﾗﾌﾞが１つの支部作り 

【4つの目標★5年間の活動成果】 
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 合計 

支部数 62 67 68 42（46） 239 

支部会員数 381 444 453 360 1,638 

総会員数と 
増減 

114,672 
（△2,193） 

110,382 
（△4,290） 

105,982 
（△4,400） 

101,292 
（△4,690） 

・・・ 

※支部数と支部会員数の（）は第1回会議のコーディネーター報告から集計した数字 



2015年にスタートしたFWT 

2014年10月 

国際理事会承認 

2015年3月10日 

第1回家族及び女性チー
ム会議開催 

2016年7月12日 

FWT第5会則地
域副リーダー  
L長澤千鶴子が
「4つの目標」を
発表 

2016年10月21日 

FWT全日本  
女性フォーラム
開催 

2020年2月17日 

全日本  
FWTセミナー 
開催 

2020年７月１日  

日本独自の 
プログラムとして 
第２期ＦＷＴ始動 

【FWTの誕生】 



〈名称変更：FWT⇨SPC・FWTへ〉   

 
  国際協会・・・スペシャルティクラブ(旧スペシャル・インタレスト・クラブ)                  
          を以前より重視 
                     ⬇️ 
                 2017年年8月からの3年間の試験プログラム 
                     ⬇️ 
            2020年7月1日よりスペシャルティクラブ・プログラムを 
           新規の会員増強プログラムとして取り入れてスタート️️  
                     ⬇️ 
 ※今年度は新たにSPC・FWTとして 
   （今までの活動）＋（特別な奉仕内容や特性を中心とした 
スペシャリティクラブ（ＳＰＣ）・ＳＰＣ支部結成による会員増強）に動き出す️ 


