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　ライオンズクラブは、48,000のクラブと140万人以上の会員を擁する世界最大の社会奉仕団体です

　1917年、アメリカ合衆国シカゴにおいて保険代理店を経営していたメルビン・ジョーンズは、

ある実業団体に入り、地域の有力者たちと交際しているうちに、こうした集まりがビジネスや

社交の場だけにとどまらず、社会のために有益な団体になれないだろうかという夢をいだきました。

1917年10月8日から3日間にわたり22のビジネスクラブが集まり第一回大会が開かれ

「ライオンズクラブ協会」が創設されました。その後、協会の目的、網領に

対する共鳴者は全世界に広がり、名称も「ライオンクラブ国際協会」と正式に決定し、

国際的な社会奉仕団体として発展してきました。

　ライオンズクラブの名称の由来は、創立者メルビン・ジョーンズが、百獣の王と

よばれている「動物のライオンによって象徴される意味において私が選んだもの」と言っています。

「LIONS]は「Liberty＝自由」「Intelligence＝知性」「Our=我々の」

「Nation's=国の」「Safety＝安全」を表し、協会のスローガンになっています。

③ライオンズクラブの紋章とライオンズ・カラーの意味

1）襟章のライオンズ紋章を見れば、世界中どこでもその人がライオンズクラブ会員であることが

わかります。中央に金色の「L」、両側にライオンの横顔がついており、上部に「Lions」、

下部に「International」の文字がついています。2つのライオンの横顔は過去と未来を

象徴しています。

2）ライオンズ・カラーは紫色と金色です、紫色は友人と自分自身に対する忠誠と健全な心身を、

そして金色は目的への誠実、公平無私、寛大な精神をそれぞれ象徴しています。

①よ う こ そ ラ イ オ ン ズ  ク ラ ブ へ

あなたは今、世界最大の社会奉仕団体の一員となられました

ご入会おめでとうございます！

ライオンズクラブについてよく知り、勉強し、活動に参加し、自分を高め、

ライオンズクラブメンバーとしての意義を見つけだしてください。

②ライオンズクラブの創立と名称の由来

 



1917 メルビン・ジョーンズの呼びかけによりアメリカ合衆国各地から

約20名の代表者が集まり、シカゴ市のホテル・ラサールの

イースト・ルームで初会合を行った。

第１回会合：1917年６月７日

　米国イリノイ州シカゴ

1920 カナダ・オンタリオ州のウインザー市にアメリカ合衆国以外の

第１番目のクラブが結成され、協会の名称も「国際協会」となった。

1925 第9回国際大会においてヘレン・ケラーが

「ライオンズよ！闇を開く十字軍の騎士たれ」と

すばらしいスピーチをして以来、盲人を助け、眼を守る運動は

われわれの奉仕活動の大きな柱となった。

1930 1930（白い杖の始まり）

LジョージAボナム（当時のイリノイ州ピオリアライオンズクラブ会長）は

一人の盲人が道路を横断しようとして、立ち往生しているのを目撃した。

ドライバーに知らせるために杖を白く塗り、赤い帯をつけ視覚障害者に無料で配り

世界に広まることになった。

1945 国際連合憲章の起草に助力

ライオンズは国連が協力を求めてきた

最初の非政府組織の一つとして国際連合憲章の

起草に助力した。それ以来国連の仕事を

サポートしている。

1968 ライオンズクラブ国際財団（ＬＣＩＦ）

が創設された。

④ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ の 歴  史

 



フィリピンのマニラLCがスポンサーし、東京LCが結成された。現在会員数世界第3位のライ

オンズ国となった日本へのライオニズムの上陸となった。

桐生LC（群馬）が結成。全都道府県にライオンズクラブが結成されることとなった。

ライオンズ必携

　前身「ライオンズ手帳」1958年4月、岡山における第4回302地区年次大会において

その作成が決議された。1963年「ライオンズ必携」初版完成、「会計必携」は1964年。

そのとき同時に金沢クラブ製作所のライオン帽子を正式にくらぶ帽とすることも採択された。

ライオン誌

　1958年7月L豊田治助（東京LC）の担当で創設された。当時はクラブ数75，会員数3,887名で、

創刊号の発行部数は4,500部であった。

日本ライオンズ初めて国際大会出席

　1956年6月27日～30日マイアミにおいて開催された第39回国際大会に出席した302地区第3代

L進藤竹次郎がその人である。その際、ライオン帽の原型を持ち帰り、大阪LCのクリスマス

パーティに紙で作ってかぶったといわれる。

1961年　YE事業開始

　1961年7月、日本人9人、アメリカ人13人の学生が相互に派遣交換され、これが現在に至る

青少年交換（YE）の第一号となっている。19年10月、マイアミでの国際理事会で青少年交換

（YE）計画が承認され、1962年国際理事会での正式な青少年プログラムと認められ現在に至る。

1965年すずらん給食

　高度成長期の昭和40年（1965）の岩手県北上高地でのこと、冷害に苦しむこの地方で、

小・中学校の半数の子どもたちが貧しさの為、昼食が取れなかった、それを知った盛岡

ライオンズクラブが協力して欠食児童たちに給食資金を送った。子どもたちはそのお礼に

と薫り高いすずらんを摘んで送ったところから「すずらん給食」と呼ばれるようになった。

　このライオンズクラブの活動と辺地の実態が報道され、当時の首相佐藤栄作は辺地校の給食

施策を進めることに、ついに昭和43年（1968）岩手県が全国に先駆けて給食実施率100％を

達成しました。一つクラブが社会を大きく変えた瞬間でした。

1952年3月5日

1962年4月30日

⑤ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 　日本の歴史

 



　ライオンズクラブは「We serve：われわれは奉仕する」をモットーに地域社会に奉仕する

世界最大の社会奉仕団体です。

　奉仕は一人ではなかなか出来ません。ライオンズクラブは奉仕が一部の地域に集中する

ことがないよう、幅広い地域でクラブが結成され存在しています。

そして、単一クラブの活動地域を決定し、その地域社会に対して奉仕活動をするようにして

います。だから所属クラブの地域への奉仕（アクティビティ）に努めてこそ、地域社会から

その存在を認めてもらえるようになります。

ライオンズクラブという奉仕クラブを結成し、認証状を交付し、監督する。

各ライオンズクラブの活動を調整し、運営を標準化する。

世界の人々の間に相互理解の精神をつちかい発展させる。

よい施政とよい公民の原則を高揚する。

地域社会の生活、文化、福祉、公徳心の向上に積極的関心を示す。

友情、親善、相互理解のきずなによってクラブ間の融和をはかる。

一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を設ける。ただし、政党、宗派の問題を

クラブ会員は討論してはならない。

奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なしに社会に奉仕するようはげまし、また、商業、

工業、専門職業、公共事業および個人事業の能率化をはかり、道徳的水準をさらに高める。

　　　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。

　　　　　　　　　　　Liberty，Intelligence，Our，Nation’ｓ，Safety

（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる）

　　　　　　　　　　　　　　We　Serve（われわれは奉仕する）

                                                    ビジョン声明文

　　　　　　　　　地域社会と人道奉仕におけるグローバルリーダーを目指す

　　　　　　　　　　ライオンズクラブ国際協会の目的　　　　国際会則第２条

　　　　　　　　　　　　　　　スローガン　　　　　　　　　国際会則第４条第４項

　　　　　　　　　　　　　　　モットー　　　　　　　　　　国際会則第４条第５項

⑥ライオンズクラブとは

                                                     使命声明文

 



　　職業に対する不断の努力が正しく賞賛されるように心がけ、自己の職業の尊さを確信すること。

　　事業を成功させて、適正な報酬や利益は受けるべきであるが、自己の立場を不当に利用したり、

　　人に疑われる行いをして自尊心を傷つけてまでも利益や成功を求めないこと。

　　事業を遂行するにあたっては、他人の事業を妨害しないように心がけ、顧客や取引先に誠実であり、

　　自己にも忠実であること。

　　世人に対する自己の立場や行いに疑いが生じたときは、世人の立場に立って解決にあたること。

　　真の友情は損得の上に築かれるものでなく、心と心の触れ合いによるものであることを自覚し、

　　手段としてではなく目的として友情をもつこと。

　　国家および地域社会に対する公民の義務を忘れず、かわらぬ忠誠を言動にあらわし、すすんで

　　時間と労力と資力をささげること。

　　不幸な人には同情を、弱い人には助力を、貧しい人には私財を惜しまないこと。

　　批評は謙虚に、賞賛は惜しみなく、建設を旨として破壊をさけること。

　ライオンズクラブは社会奉仕団体です。メンバーは奉仕活動をする上では全員平等です。

メンバーはクラブ内では社会的地位も、年令も、貧富の差も関係なく一人のライオンです。

ライオンズクラブの会員の資格は「善良な徳性の持主で、地域社会において声望のある成人」

とされていますが、「徳性」や「声望のある」は言葉だけではなかなかはなかなか理解が難

しいものです。

   ライオンズクラブは様々な考えのメンバーがいる社会の縮図でもあります。その為皆が守

るべきルール（会則）があります。自分の仕事上の信念ややり方があっても、まず他人の考

えを聞いて、客観的立場で物事を見るようにしましょう。

ライオンズクラブは自分向上の大きな勉強の場です。

　会則に決められているメンバーとしての基本的な義務は次の通りです。

1．速やかな会費納入

2．クラブ活動参加

3．地域社会に対してクラブの良い印象を与えるような言（行）動

　     クラブが課す会費は、クラブ運営や奉仕活動をするにあたって必要な原資です。

     円滑な運営のためにも速やかに会費を納めましょう。

　     クラブ活動には積極的に参加しましょう。仕事等の関係でやむなく例会に出席できない

     時は必ず連絡してください。あなたの行動はライオンズの行動です。ライオンズクラブの

   「スローガン」「モットー」「ライオンズの誓い」「ライオンズの道徳綱領」を基に行動し、

     地域社会に対してよい印象を与えてください。

われわれは、知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、

平和と自由を守り、社会奉仕に精進する

ライオンズクラブ国際協会　道徳網領

ライオンズの誓い

⑦ライオンズクラブのメンバーとして

⑧ライオンズクラブのメンバーとしての義務

 



　メンバーとしての基本的な権利は次の通りです。

1．クラブ、地区及び国際協会の役職につくことができる。

2．あらゆる評決を要する事項に対する投票権をもつ。

3．国際大会、複合地区大会地区大会で代議員になることができる。

　アクティビティという最大の目的達成のために、メンバーの力を結集すべくクラブ運営を

していくのはその時の会長はじめとする執行部です。ライオンズクラブの役員の任期は1年

です。メンバーはいつか役員になります。積極的にクラブ行事に参加し、協力をし、クラブ

運営になれましょう。

【禁忌事項】

1．クラブおよびクラブ会員は、他のクラブおよびクラブ会員に対し、資金、物品

　および援助を求める文書並びにライオンズ道徳網領に反する文書を配布してはならない。

2．礼儀として、別のクラブの領域に入る場合には許可を求めるべきである。

3．クラブへの納入金未納の通知書を幹事から受けて60日以内に納入しない会員は、

　直ちに、全額を納入するまでグッド・スタンディングでなくなる。グッド・

　スタンディングの会員のみクラブにおいて投票権をもち、役員になることができる。

4．クラブは公職の候補者を後援または推薦してはならない。また、クラブのいかなる

　会合においても政党、宗派に関して論じてはならない。

5．会員名簿は、理事会の承認なく、それを請求する者に配布してはならない。

　「ライオンズ必携」に掲載されている『標準版クラブ会則及び付則』はクラブを運営する

上でのルール(会則）が書かれています。

役員に就くときには必ず知っておかなければなりませんので、今から「ライオンズ必携」に

目を通しておきましょう。

会議はスムーズに！

―ロバート議事規則とは―

　ライオンズクラブのすべての会議は「ロバート議事規則」によって運営されます。米国の将軍

ヘンリーM・ロバートが議事進行の規則を集大成、成文化したもので、議事規則に広く用い

られています。

ロバート議事規則に決められている会議の原則

　 原則　1・会議に必要な人数（定足数）を確保する。

原則　2・議案の議決は多数決で決める。

原則　3・少数意見でも尊重する。

詳しいことは「ロバート議事規則」で確かめてください。

⑨ライオンズクラブのメンバーとしての権利と特権

⑩ライオンズクラブのルール（会則）

 



　ライオンズクラブは国際協会のもと世界各国にある大きな組織です。それを運営管理・

統括がしやすいように各国または領域ごとにいくつかの地域に分けています。（現在世界は

8つの会則地域に分けられています。）

　日本は第5会則地域である東洋東南アジア地域に含まれます。そして日本は330複合地区～

337複合地区の８つの地区に分かれています。

　また準地区は、いくつかのリジョンに細分され、更にそのリジョンはいくつかのゾーンに

分けられ、そのゾーンに各ライオンズクラブが所属するといった縦割りの組織です。

私達の九州地区（福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、鹿児島、沖縄、熊本）は8つの複合のう

ちの「337複合地区」になります。（略称でMD337)

更に337複合地区は5つの地区（A～E)に分かれます。

全日本：330複合地区～337複合地区（8複合）

九州地域➡337複合地区：  337-A地区  (福岡県・壱岐・対馬）

　　　　　　　　　　　　  337-B地区（大分県、宮崎県）

　　　　　　　　　　　　  337-C地区  (佐賀県、長崎県【壱岐･対馬を除く】）

　　　　　　　　　　　　  337-D地区（鹿児島県、沖縄県）

　　　　　　　　　　　　  337-E地区（熊本県）

◇あなたの所属クラブについて

あなたの所属するクラブは、地区内の何リジョンで何ゾーンなのか知っておきましょう。

ライオンズクラブ国際協会　３３７-　　地区

　　　　　リジョン　　　　　　ゾーン　　　　　　　　　　ライオンズクラブ

奉仕地域は

⑪ライオンズクラブの組織

⑫複合地区、地区、リジョン、ゾーン

 



⑬ライオンズクラブ世界の組織・日本の組織・MD337

 



MD337

337-A地区

337-B地区

337-C地区

337-D地区

337-E地区

 



まずは、

例会に参加しよう！

クラブの定例会に積極的に参加することで、メンバーとの交流・親交が深まり、友情、絆が

育まれます。

＊例会は決議決定の最高機関です。

奉仕や委員会等の

クラブ活動に参加しよう！

クラブが実施する奉仕活動や各委員会にも積極的に参加しましょう。クラブの仕組みや運営、

自分のクラブがどのような奉仕活動をしているかがよくわかってきます。

【わかる】と活動が楽しくなります。

仲間とともにライオンズクラブ活動をすることで

あなたの中で、奉仕の喜びがうまれます。

ライオンズ活動の中の、奉仕の喜び・出会いの喜び・ ライオンズ活動は例会参加から！

感謝を感じるようになります。

そして、更なる積極的なクラブ活動が、更なる友情

・信頼・絆を築くこととなり、自身の充実した人生へと

繋がっていくことでしょう。

だから、例会に参加することが

とても大事なのです。

入会したものの

どうすれば？

 



ラ　イ　オ　ン　ズ　ク　ラ　ブ　国　際　協　会

Lions　Clubs　International

We　Serve.　われわれは奉仕する

環境保全活動 糖尿病 食糧支援

　世界中の会員は一丸となって、奉仕の必要とさせる５つの分野に

取り組んでいます。これらのグローバル重点分野は人類にとって深

刻な課題となっており、私たちが対応すべき時が来ています。

３３７複合地区では青少年プログラム、薬物乱用防止活動や献血等

の活動も行っています。新たな社会ニーズにも取り組んでいきます。

薬物乱用防止 青少年育成プログラム

（ライオンズクエスト・YCE）

小児がん

 ⑭ライオンズクラブの活動とは

奉仕のグローバル重点分野

視力保護

 



国際付則　第11条　メンバー　第4項　クラブの責務

各クラブは、グッドスタンディングを保つために下記を行う。

（a)ここに他の規定がある場合を除き、国際会費、地区（単一、準、複合）会費、

並びにクラブ運営に必要な経費など、最小限の年間会費を会員から徴収する。

（b)国際理事会が要求する定期報告書を協会事務局に提出する。

（c)会則及び付則、並びに国際理事会の方針に従う。

  (d)国際理事会の方針で随時定められるクラブの紛争処理手順に従って、クラブ・レベルで

起こる紛争の解決に努める。

クラブ会則　第6条　クラブの大きさ

　ライオンズクラブは、クラブ結成認証状を受けるために必要な最低会員数である

20人の会員維持に努める。

クラブ会則　第３条第１項第２項　クラブ会員となる資格

 　 善良な特性の持ち主で、地域社会において声望のある成人は、ライオンズクラブの会員

  となることができる。入会は、招請のみによる。

　　　　 クラブ会則　第３条第３項　会員資格の喪失

正当な理由に対して理事会全構成員の3分の2の賛成投票があれば、会員を除名すること

ができる。

所属クラブの創立とその生い立ちを知ろう

　 あなたは自分のクラブの歴史を知っていますか。結成されたのは何年何月で、そのときの

スポンサークラブはどこでしたか。姉妹提携や友好提携をしているクラブはどこの

ライオンズクラブでいつのことですか。なんという子クラブをいつエクステンション

しましたか。アクティビティのテリトリー（地域社会）はどのあたりですか。今まで

どんなアクティビティを実行してきましたか。自分の所属するクラブがいつ結成され、

どのような歩みをしてきたか知っておきましょう。自分の家系や家族の生い立ちは

知っていますよね。自分の所属するクラブも同じことをです。

◆クラブの名称は？

クラブの名称には、必ずそこのクラブが所在している市町村、またはこれと

同等の行政上の単位の名をつけることとなっています。

　　　　　　例えば、□□市内のクラブの場合、□□〇〇〇ライオンズクラブといったように。

⑮国際付則・クラブ会則から

 



アクティビティ 地域社会に対して行う奉仕活動。これなくしてライオンズクラブの存在価値はない。

 Service Activity

アテンダンス 例会出席のこと。会員の主要な義務の一つで出席率は毎回記録される。

 Attendance

アワード 国際会長又はガバナーなどから贈られる各種の賞のこと。

 Award

ライオンズクラブのモットー。「われわれは奉仕する」と訳されている。

エクス・オフィシオ ライオンズクラブの諸会議で発言権はあるが、表決権を持たない構成メンバー

メンバー（職権委員） をいう。

Ex-Officio Member

エクスカーション チャーター ・ ナイト、地区年次大会、複合地区年次大会等の際に行われる

 Excursion 親善行事、見学旅行等。

エクステンション 新クラブを結成すること。ライオンズ最高のアクティビティであるといわれている。

Extension

ＭＪＦ(ﾒﾙﾋﾞﾝ・ｼﾞｮｰ ライオンズクラブの創設者メルビン・ジョーンズの名を冠した名誉ある称号で、

ｼﾞｮｰﾝｽﾞ・ﾌｪﾛｰ） その頭文字をとった略称。ライオンズクラブ国際財団（ＬＣＩＦ）へＭＪＦ又は

PMJF(ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ・ﾒﾙﾋﾞ ＰＭＪＦ対象分野（『奉仕に力を』資金、災害援助資金）を指定し１，０００米

ﾝ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ・ﾌｪﾛｰ) ドルを寄付した個人が表彰される。

ライオンズクラブ国際財団の略語で大災害や緊急事態の救済、その他全世界的に

人類の福祉に貢献することを目的としている。

国際協会の役員で、地区年次大会で選出され、地区においてライオンズクラブ

District Governor 国際協会を代表し、さらに地区運営の最高責任者としてキャビネット構成員およ

び地区内会員を指導する。

地区ガバナーは地区年次大会で選出され、その年度の国際大会の閉会時から

 District Governor-Elect 正式に就任するが、選出されてから就任するまでの期間はガバナー・エレクト

（ガバナー就任予定者）と呼ばれる。

複合地区内のすべての地区ガバナーおよび追加構成員によって設けられた

Office of District 機関。複合地区の運営管理、役員選任、その他の事項を行う。

Governors Council

ガバナー諮問委員会 ゾーン・チェアパーソンを議長に、ゾーン内のクラブ会長、幹事で構成される地区

District Governor's ガバナーの諮問機関。（年4回開催）

Advisory Committee

キャビネット 地区ガバナーを中心に地区の運営に当たる役員および事務局の総称。

Cabinet

グッド・スタンディング 国際会則等を遵守し、最も良好なクラブ又は会員のこと。

Good Standing

複合地区の一部を形成する1地区をいう。337複合地区はＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの準地

Sub-District 区で形成されている。準地区は全国に35地区ある。

ウィ ・サーブ

We Serve

⑯ライオンズ用語と意味

ＬＣＩＦ

ガバナー

ガバナー・エレクト

ガバナー協議会

準  地  区

 



ステータス・クオ

Status Quo

新会員をクラブに推薦した会員のことで新会員が良好な会員となるまで見届け

Sponsor る責任がある。

新クラブ結成の中心となったクラブのことで新しいクラブの指導と援助をする。

ライオンズ奉仕デー

Lions Day

地区管理のための地区をいくつかのリジョンに分け、さらにリジョンを４ないし

Zone ８クラブからなるゾーンに分ける。

地区ガバナーおよびリジョン・チェアパーソンを補佐し、ゾーンの責任者として

Zone　Chairperson ゾーン運営に当たる。

Charter

チャーター・ナイト

Charter　Night

チャーター費。クラブ結成時にチャーター・メンバーが国際協会に納める入会金。

Charter　Fee （１人３５ドル相当額、転籍ﾁｬｰﾀｰ・ﾒﾝﾊﾞｰは２０ドル相当額）

チャーター・メンバー

Charter　Member

クラブの創意と工夫で作られる小さい旗のこと。

例会等でアイディアによって会合を盛り上げ、会員の親睦を図る任務がある。

Tail Twister そのために会員にファインを課す権限が与えられる。（設置は任意）

東洋・東南アジア 国際協会は全世界を8つの地域に分けており、日本は「東洋・東南アジア地域」

フォーラム に含まれる。毎年東洋・東南アジア地域内で開催されるフォーラムのこと。

Orient and Southeast Asian Lions Forum

会員寄付金、会員の慶事、弔慰、見舞い等に対する謝礼、その他会員が自発

Donation 的に行う寄付のこと。金額に制限はない。

バナー Banner 正式クラブ旗のこと。

ファイン Fine いい意味の罰金のこと。額はクラブ理事会が定める額とする。

日本は330～337の８複合地区に分割されている。地区の複合体であり、複合

Multiple District 地区ガバナー協議会で運営されている。

第1及び2副地区ガバナーの複数設置である。その任務は地区ガバナーとチームを

Vice 構成し、力を合わせ地区において効果的にリーダーシップを発揮する。地区ガバナー

District Governor チームは地区における協会の代表者であり、国際理事会の全般的監督下に置かれる。

兄弟クラブのこと。狭い意味では同一のクラブによってスポンサーされたクラブ

Brother Club どうしのことを指すが、広く全地区、全日本、全世界のクラブをこのように呼ぶ

場合が多い。

外交儀礼。国家、国旗の取り扱い。式典の方法、席順、服装等。

活動停止クラブのこと

ゾーン・チェアパーソン

複合地区

チャーター
認証状のこと。新たに結成されたクラブにライオンズクラブ国際協会から交付される。

認証状の伝達式および祝宴などの催しのこと。

チャーター・フィー

クラブ結成時の創立会員のこと。

副地区ガバナー

ブラザー・クラブ

プロトコール

Protocol

テーブル・バナー

Table Banner

テール・ツイスター

ドネーション

スポンサー

スポンサー・クラブ

Sponsor Club

ゾーン

第１回国際大会を記念して毎年10月８日に全世界各地で行う奉仕記念行事。

 



Monthly Membership Report   クラブ幹事が毎月国際本部、地区ガバナーに提出する

（月例会員報告書） 会員並びに活動状況報告のこと。

例会を欠席した場合、前後13日以内に他のクラブの例会、ライオンズの会合

Make up 等に出席すれば出席したものとみなされる制度のこと。

名誉顧問 地区ガバナーの任命にて、地区ガバナーを務めた者が就任している。

ライオニズム 最も崇高な人道的奉仕の理想に専念すること。

Lionism ライオンズという共同体の連帯の意識を指す。

ライオン・テーマー クラブの諸備品の整備・保管・会場設営などの職責に当たる。

LionTamer

紫色と金色。紫は高貴と荘厳、金色は高貴を表し太陽とその光芒を象徴するもの。

Lions Color

薬物乱用防止を含めた青少年健全育成のための教育支援プログラムのこと。

1984年にクエスト・インターナショナルとライオンズクラブ国際協会が共同で

開発し、現在はＬＣＩＦがすべての権利を所有している。プログラムは３種類あり

幼稚園版、小学生版、「思春期のライフスキル教育」でありＮＰＯ法人青少年育成

支援フォーラム（ＪＩＹＤ）が運営している。

最新情報は、http:/www.jiyd.org のウェブサイトに掲載している。

ライオンズ・ローア

Lions Roar

全国は８複合地区、35準地区に分割されている。さらに準地区は地区ガバ

Region ナーにより、10～16の単位クラブからなるリジョンに分けられている。

ライオンズクラブのスポンサーおよび管理のもとに組織された青少年のクラブ

Leo Club で、青少年に指導力・経験・機会を与える事を目的とする。（12～30歳）

ユース・キャンプ・エクスチェンジの略語で、青少年を海外クラブと交換しあい

国際交流をし国際感覚を体得させる。

Fiscal Year

新結成クラブ、既存のクラブまたは優先指定されたクラブに対して必要な助力と

指導を行い、その情報を地区や国際本部に報告する任に当たる会員。

2002年公認ガイディング・ライオン・プログラムが設けられ、研修を受けて資格を

得た会員で、クラブ会長経験者が2年間クラブの指導にあたる。公認ガイディング

・ライオンになるためには、国際協会のウェブサイトから資料をダウンロードして

簡単に単独で受講することができる。地区ガバナーが任命する。

2007年1月1日より適用されている国際会費割引制度。国際付則第12条に規定

Family Membership されているとおり、1人目の家族会員（世帯主）は半期分国際会費を全額支払い、

Program 2人目から5人目までの家族会員は半期分国際会費の半額を支払う。

2名以上の新会員をスポンサーした会員に国際協会から贈られる賞。新会員2名

Key Award から500名まで17種類の新しいデザインの賞がスポンサーした会員に贈られている。

スポンサーした会員が1年と1日以上在籍しなければ、アワードの対象にならない。

地区ガバナーを補佐し、リジョンの責任者としてリジョンの運営にあたる。
Region Chairperson

レオクラブ

YCE

Youth Camp Exchange

会計年度
7/1から翌年6/30までの1年間、12/31を境として上半期と下半期にわけられる。

Guiding Lion

リジョン

ライオンズクエスト

プログラム

リジョン・チェアパーソン

家族会員プログラム

キー賞

マンスリー・レポート

メーク・アップ

ガイディング

ライオン

ライオンズ・カラー

Lions Quest Program

「ウォー」と大声を出す「ライオンズのおたけび」をいう。

 



ゲスト・スピーカー

Guest Speaker

ギリシャ語の「導く人」を語源とする一般用語。メンターは、新入会員(ﾒﾝﾃｨｰ)が

Mentor クラブになじみ奉仕事業に参画できるよう指導支援する。国際協会はライオンズ・

メンター・プログラムを開発し支援している。

協会の最高執行機関であって、国際大会直後、10月または11月、3月または4月

および国際大会直前の年4回定例会議を開いている。

会員の脱落を防止し、会員数を維持すること。新会員の獲得も重要なことであるが、

Retention 現在の会員のクラブに対する興味と関心を高め、脱落防止に努めることは極めて

重要な事である。

GAT グローバル・アクション・チーム（Global　Action Team）

GST グローバル奉仕チーム　（　Global Service　Team）

GLT グローバル指導力育成チーム　（　Global Service　Team）

GMT グローバル会員増強育成チーム　（　Global　Membership　Team）

SPC・FWT 家族及び女性チーム（Specialty  club and Family and Women Team)

GMA グローバル・メンバーシップ・アプローチ（Grobal Membership Approach）

良い印象を 地区又は国際の

（クラブ.地区.国際） 与える言動 大会への代議員

正会員 必要 必要 有 有

賛助会員 可能な時 必要 クラブ事項のみ 無

クラブ及び地区の会費要支払 正会員の義務 正会員の義務

・国際会費は支払わない を履行　有 を履行　有

不在会員 可能な時 必要 クラブ事項のみ 無

優待会員 可能な時 必要 有 有無

必要

必要

可能な時

リテンション

正会員の義務を

果たしていれば有

地区大会（第1

クラブ）

クラブ事項(第1

及第２クラブ)

必要なし

（クラブが国際及び地区

の会費を支払う）

会費即時支払 クラブ活動

参加

クラブ・地区又は国際の

役職への立候補

⑰会員種別表

必要

必要可能な時

無クラブ会費のみ支払う

可能な時

必要

無

種別

準会員

名誉会員

有

無

無

無

投票権

終身会員

無 無

必要

必要

クラブ例会に招かれ講演する当該クラブ会員以外の人を指す。

メンター

国際理事会

 



日本は８複合地区で構成され、各複合地区がライオンズクラブ国際協会の構成要素。

８複合地区共通事項の提案・審議やライオン誌日本語版の発行を行う。

日常業務は事務総長、事務職員が行う。

　各クラブからの問合せ、対外的な渉外業務、会費請求業務、会議の準備、

　ライオン誌発行業務、ライオンズ必携・役員必携発行その他。

ライオンズクラブ国際協会の構成員ではない

正社員 任期１年、各複合地区議長及び各準地区のガバナー

社員総会で社員と認めたもの

正社員には会費負担義務がない

賛助社員 各複合地区

賛助社員には会費負担義務があり、家族会員を除く複合地区会員数で納付。

理　事 任期１年、社員の中から選出

理事長 理事の中から選出（選挙）

副理事長 現複合地区議長から1名、前議長から１名。

専務理事 理事長・副理事長を補佐し、業務を執行する。

執行理事 現複合地区議長が就任し、委員会の委員長に就任。

理　事 前複合地区議長、社員総会で社員と認めたもの。

社員総会で認めたもの｛現国際理事、元国際会長、ＬＣＩＦ理事、

　GAT日本全域リーダー、GATエリアリーダー（GLT/GMT/GST/SPC・FWT)｝

監　事 任期２年、元複合地区議長からローテーションで４名選出。

業務監査及び会計監査

　但し会計監査は監事非輩出複合地区の監査委員長と共同実施

執行理事会 理事長、副理事長、執行理事で構成。理事会提出案件の審議。

理事会 社員総会へ提出する議案の審議。

執行理事会で審議された事項の報告及び審議。

社員総会 年４回開催。一般社団法人日本ライオンズの最高決議機関。

委員会 ①　2020　オリンピック・パラリンピック委員会

②　PR・マーケティング委員会（兼ライオン誌日本語版委員会）

③　国際理事候補者推薦委員会

④　会則委員会

⑤　国際大会委員会

⑥　YCE委員会

⑦　ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会

⑧　アラート委員会

⑱一般社団法人日本ライオンズ

日本ライオンズ組織図については毎年変わる為、最新版を複合事務局のホームページより

ダウンロードしてください。

 



財団設立年月日：　令和２年５月１２日

理　事　長　　：　不老　安正

事　業　目　的：  ライオンズクラブ国際協会の理念及びライオニズムの精神に基づき、

様々な奉仕活動及び人道支援を通じて社会的弱者及び生活困窮者に対する救済･支援､

並びに青少年の健全な育成に関する事業を行い､もって地域社会及び日本国民の利益の増進を

図るとともに､世界平和及び国際相互理解の促進に寄与することを目的とする

事　　　　業　：１　ライオンズクラブと協同して、

（1）人道支援及び災害支援に関する事業

（2）児童及び青少年の健全な育成に関する事業

（3）医療の発達及び社会福祉の増進に関する事業

（4）地球環境の保全及び社会環境の改善に関する事業

（5）チャリティーイベントの開催に関する事業

（6）前各号の事業に対する助成

（7）その他、この法人の目的を達成する為に必要な事業

２　前各号の事業は、日本全国において行うものとする

主な取り組み　　：　 子ども食堂の支援

寺子屋開設の支援

　薬物乱用防止『ダメ。ゼッタイ。』啓発活動

　小児がんの子供たちへの支援

全国特別支援学校フットサル大会開催

⑲一般財団法人日本ライオンズ

 


