
クラブ100周年記念企画ガイド

奉仕を通して導く

新会員を招請してインパクトを高める

地域社会とつながる



100周年記念に参加しよう！

ライオンズは100周年記念に向けて結束し、人生を変える人道奉仕の100年間を祝おうとしています。2014年7月

に開始され、2018年6月に幕を閉じる記念期間には、世界中のライオンズが参加し、奉仕事業を通して各地域社

会へのインパクトを拡大するとともに、他者に奉仕への参加を呼びかけています。100周年記念を成功させる上

で、クラブは決定的な役割を果たします。このガイドは、各クラブが奉仕と記念を計画するために役立つでし

ょう。 

私たちの100周年記念は以下の三つのテーマに基づいています。

奉仕を通して導く

ライオンズクラブ国際協会は「ウィ・サーブ」という二語によって成り立っています。他者への奉仕は、私たち

の100周年記念の重点の一つです。すべてのクラブは100周年記念奉仕チャレンジに取り組むよう呼びかけられて

いますが、これは青少年・視力・食料・環境の4つの主要分野で計1億人を支援する、というものです。

新会員を招請してインパクトを高める

各地域社会の高まるニーズを満たすには、会員を増やさなければなりません。入会者が1人増える度に、新たに

30人の生活にインパクトを及ぼすことができるのです。新会員を確保することで、私たちは次の100年間も人道

奉仕のグローバルリーダーであり続けることができるでしょう。

地域社会とつながる

私たちはライオンズとして地域社会のニーズを見極め、それらを満たすべく行動しています。100周年記念の期

間、クラブは目に見える形で永続的にインパクトを及ぼすコミュニティ・レガシー・プロジェクト（地域遺産事

業）を行うことで、各地域社会との絆を強化するよう奨励されます。

予定表

各テーマに取り組むため、ライオンズは100周年記念の全期間を通じて、次の予定表に明記された多様な活動に

参加すべきです。  

100周年記念の全期間を通じて、世界中のライオンズは 
各地域の何百万人もの人々とつながり、その生活にインパクトを 

及ぼすことになります。–山田国際会長（2015～2016年度）

2015～2016年度　招請

• 各クラブの100周年記念計画

を立てる

• 新会員を3人以上招請する

• 各主要分野で一つずつ、

4件の奉仕アクティビティを

行う

2016～2017年度　記念

• 地域遺産事業を行う

• 各クラブで記念する！

• 新会員を3人以上招請する

• 各主要分野で一つずつ、4件の

奉仕アクティビティを行う

2017～2018年度　献身

• シカゴ大会で発表される

国際協会の将来の方向

に各クラブを沿わせる

• 新会員を3人以上招請する

• 各主要分野で一つずつ、4件の

奉仕アクティビティを行う



クラブを成功させる5つのステップ

このガイドは、各クラブが100周年記念活動を決定、計画、遂行できるよう支援する資料です。クラブの100周年

記念におけるリーダーを決め、クラブ会員を参加させ、計画を練り、それに基づき行動し、成功を 分かち合う、と

いう5つのステップを踏むことで、クラブの100周年記念計画を立てましょう。  

   1.クラブの100周年記念のリーダーを決める：彼らは2018年6月まで、クラブの100周年記念関連の活動を調整する

役割を果たします。クラブの100周年記念委員長または委員会を設ければ、100周年記念計画と関連の活動

を成功に導くために役立つでしょう。委員長は、100周年記念関連の活動の計画過程と実行を導く責任を負

います。クラブ100周年記念委員長の職責については、Lions100.orgのツールボックスをご確認ください。 

   2.クラブ会員を参加させる：100周年記念関連の事業、アワード、報告と期限をクラブ会員に伝え、100周年記

念の目標、活動、どのように記念したいかについて意見を聞きます。Lions100.orgの100周年ビデオを見

てもらい、記念に対するクラブの意欲をかき立て、100周年記念計画の立案に取り組んでもらうとよいでし

ょう。 

   3.計画を立てる：これは、クラブの記念を確実に成功させることにつながります。質の高い計画には、100周

年記念の全期間を通じて達成可能な目標が含まれることになるでしょう。100周年記念のすべての要素を

計画し遂行できるよう、クラブが2018年6月まで従うクラブ100周年記念計画を立ててください。そのた

めに、下記の100周年記念関連活動のそれぞれについて利用できる100周年記念活動計画ワークシートが用

意されています。これらの役立つ資料は、Lions100.orgのツールボックスをご確認ください。目標の設定

についてさらなる支援が必要な場合には、ライオンズ学習センターのオンラインコース「目標設定」を履

修するとよいでしょう。

        100周年記念奉仕チャレンジ：各クラブで奉仕目標を設定します。クラブは100周年記念の各年度に、主要

分野ごとに奉仕アクティビティの計画を立てるべきです。Lions100に用意されたツールボックスを役立

てて、クラブの奉仕アクティビティを計画、遂行、報告してください。国際協会の100周年記念目標の達成

度に皆さんの参加が反映されるよう、クラブの奉仕をMyLCIで報告することが不可欠です！

        100周年記念会員増強賞：各クラブで会員増強目標を設定します。ライオンズはこの会員増強賞を通して、

毎年新会員を3人以上入会させ、一つの新クラブのスポンサーとなるよう奨励されます。「誘ってみよう」

新会員勧誘ガイドに目を通し、新会員勧誘計画の立案に役立てるとよいでしょう。このガイドは、

Lionsclubs.orgで「誘ってみよう」を検索すると見つかります。

私は大いに尊敬しています。 

100周年記念活動に取り組んでくれているライオ
ンズの皆さんを。世界各地のボランティアの力によって、私たちの

100周年記念は確実に成功することになるでしょう！

–ムーア元国際会長、100周年記念実行委員長（2015～2016年度）

http://lions100.lionsclubs.org/JA/toolbox/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/lions100/centennial-activity-planning-worksheet.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/lions100/club-centennial-celebration-plan-worksheet.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/JA/videos/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/lions100/club-centennial-chairperson-job-description.pdf


         100周年記念コミュニティ・レガシー・プロジェクト：クラブ

から各地域社会に永続的な贈り物をすることで、ラ

イオンズとその活動の知名度を高めましょう。この

事業を計画する際には、地域社会のニーズを考慮し

てください。 

          100周年記念：クラブや地域社会とともに、ライオン

ズとしてインパクトを及ぼしてきた100年間を祝いま

しょう。この記念によってどれほど会員の意欲をか

き立て、プライドを植え付け、地域社会とクラブの

つながりを高められるかを考えてください。  

     4.行動する：100周年記念を確実に成功させるため、100

周年記念活動計画ワークシートに書かれた行動手順を

実行していきます。進捗状況を追跡し、必要であれば

計画を調整します。クラブには常に、進捗状況と今後

の活動に関する情報を伝えておきましょう。 

     5.成功を分かち合う：各地区の100周年記念コーディネー

ターに100周年記念計画を伝え、MyLCIでクラブの奉仕

アクティビティとレガシー・プロジェクトを報告して

ください。各地域社会に対して、またソーシャルメデ

ィアやマスコミでも情報を伝えます。MyLCIで100周年

記念活動を報告する詳しい方法については、

Lions100.orgのツールボックスをご確認ください。  

ヒント： 
すべての目標を

S.M.A.R.Tに！
具体的（SPECIFIC)- 具体的な目標を立て

れば、大まかな目標に比べて達成される

可能性が高まります。対象が明確であれ

ば、それに集中しやすくなるはずです。

測定可能（MEASURABLE） - 進捗度を測

定すれば、横道にそれることないでしょ

う。測定できないものは管理することも

できません。

実行可能（ACTIONABLE） - 目標の達成

を自分でコントロールできるようにして

ください。何もできないのであれば、成

功することもありません。

現実的（REALISTIC） - 目標は困難なも

のであると同時に、達成可能なものであ

るべきです。

期限付き（TIMEBOUND） - 来週、3カ月

以内、年度内など、目標には期限を設

定してください。目標に終点を設けれ

ば、取り組むべき対象が明確になるは

ずです。

重要：
各地区の100周年記念コーディネーターと連絡を取り合うことで、クラブの100周年計画を伝え、資料に

ついて学び、他のクラブがどのように記念に取り組んでいるかを把握しておきましょう。各地区の100周

年記念コーディネーターを見つけるには、Lions100の説明のセクションをご確認ください。

クラブが奉仕と記念を通して参加した時、私たちの100周年記念
の成功は大いに高まることになるでしょう！力を合わせようでは

ありませんか！–コーリュー第一副会長（2015～2016年度）

http://lions100.lionsclubs.org/JA/about/centennial-committee-coordinators.php
http://lions100.lionsclubs.org/JA/about/centennial-committee-coordinators.php
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/lions100/steps-to-reporting-centennial-activities.pdf


100周年はすべてのライオンズが 
その100年にわたる歴史を記念し、今後も100年を超えて続けていく奉仕に思いを

巡らす機会となります。ライオンにとって胸躍る時です！

–アガルワル第二副会長（2015～2016年度）

100周年記念に向けたクラブの行動チェックリスト

       � 2018年までのクラブの100周年記念活動をまとめたクラブ100周年記念計

画を立てる

       � 100周年記念奉仕チャレンジに参加し、100周年記念の各年度に各主要分

野で奉仕アクティビティを行う

       � 100周年記念の各年度に新会員を3人以上招請して維持し、一つの新クラ

ブのスポンサーになる

       � 2016～2017年度に、地域社会に永続的なインパクトを及ぼす100周年記

念コミュニティ・レガシー・プロジェクトを計画して実行する

       � 100周年を迎える2016～2017年度にクラブが行う100周年記念を計画

する。

       � 2017年のシカゴ大会で発表される国際協会の将来の焦点にクラブを沿わ

せる

       � 100周年記念の各年度に、クラブの100周年記念活動をMyLCIで報告する



クラブ100周年記念計画
このワークシートは、クラブが2018年6月に幕を閉じる100周年記念に向けて大まかな計画を立てるためのものです。このワ
ークシートを使って、100周年記念の各年度にクラブが行う100周年記念活動/事業を決定してください。
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100周年記念奉仕チャレンジ：各主要分野で行う活動を計画

主要分野 目標文

青少年

視力

食料

環境 

100周年記念会員増強賞：クラブが新会員を3人以上入会させる方法を計画 

目標文：

100周年記念コミュニティ・レガシー・プロジェクト：2016～2017年度にクラブが遺産を残す方法を計画

目標文：

100周年記念：2016～2017年度にクラブが行う記念を計画

目標文：
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100周年記念奉仕チャレンジ：各主要分野で行う活動を計画

主要分野 目標文

青少年

視力

食料

環境 

100周年記念会員増強賞：クラブが新会員を3人以上入会させる方法を計画 

目標文：

100周年記念コミュニティ・レガシー・プロジェクト：できれば2016～2017年度に、1件の遺産事業に着手する

目標：

100周年記念：できれば2016～2017年度に、クラブで記念を行う

目標文/予定の活動：
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100周年記念奉仕チャレンジ：各主要分野で行う活動を計画

主要分野 目標文

青少年

視力

食料

環境 

100周年記念会員増強賞：クラブが新会員を3人以上入会させる方法を計画 

目標：

100周年記念コミュニティ・レガシー・プロジェクト：2016～2017年度に完了していなければ、1件の遺産事業を行う

目標：

100周年の献身：国際協会の将来の方向にクラブを沿わせることを計画



100周年記念活動計画ワークシート

成功の指標：自分たちが成功したことをどうやって知るか？

事業の節目：活動を終えるまでの主な手順を記入する。

（また、必要なすべての作業/行動手順の詳細なリストを別に作成することも検討する）

完了期限

責任を負う委員会/ライオンズこの事業の計画と実行を主導するライオンズを決定する。 

必要な資源：この事業の遂行に必要な資金、参加者、資料、その他の資源を検討する。 

生じ得る障害/課題                                                                              解決策

報告：100周年記念事業の成果と完了日を報告する（該当する場合には、下記の「事業の成果に関する説明」欄に奉仕の受益

者、入会した会員、地域社会からの参加者の数を記入する）。

完了期限

事業の成果に関する説明

MyLCIでの報告日

地区コーディネーターへの報告日 

クラブ100周年記念計画シートに記入した100周年記念活動の目標文ごとに、このワークシートを使って成功の指標、事業の節

目、必要な資料を含む詳細な計画を立ててください。適切な場合には、100周年記念活動/事業のそれぞれについて、100周年記

念の年度ごとにワークシートを記入すべきです。

事業の種類：この計画ワークシートがどの100周年記念活動に関するものかを指定する。

� 100周年記念奉仕チャレンジ（一つを○で囲む：青少年、視力、食料、環境）    � 100周年記念会員増強賞   

� 100周年記念コミュニティ・レガシー・プロジェクト                          � 100周年記念 

目標：特定の100周年記念活動に関して設定した高度な目標を、クラブ100周年記念計画から一つ選んで記入する。



グローバル開発グループ

ライオンズクラブ国際協会

300 W 22nd St

Oak Brook IL 60523-8842 USA

電話：1-(630) 571-5466

FAX：1-(630) 571-1692

Eメール：LCI@lionsclubs.org

ウェブサイト：www.lionsclubs.org
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