
                                
 
 
 
                                          
                               

 
        ライオンズクラブ国際協会 ３３０－Ａ地区
区 

        ガバナー公式訪問 
   事前懇談会用資料 

 
２０１５年９月～１０月 

３３０－A地区ガバナー 近藤正彦 
キャビネット幹事   L進藤義夫 
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  ライオンズの原点と現在 

     333-C地区ガバナーL吉原稔貴の資料を再編集 
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   ライオンズクラブができたのは１９１７年 

   ロータリークラブができたのは１９０５年 

  １００年前のアメリカはどんな時代だったか 
   から始めましょう 
 
 

ライオンズクラブはまもなく100周年   
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• 20世紀初頭、勃興期のアメリカ社会経済は著し

い発展を遂げると同時に、商業道徳の欠如や倫
理にもとる商取引が目立っていた。 

 

• お互いに信頼のできる 
公正な取引をしたい 
というニーズ。 

２０世紀初頭のアメリカのニーズ 
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• ウイスコンシンの田舎町から大都会シカゴに出てきた青
年弁護士のポール・ハリスは友だちがいなかった。 

• 田舎から出てきて、街の新しい仲間たちと友情を深める
機会を得るクラブをつくりたいと考え、1905年2月23日、
友人3人とともに初めての自発的会合を開いた。 

• お互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事上の付き
合いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間を
増やしたい・・・お友だちをつくりたい。 

• 仕事場をローテーションで例会場にしたからロータリーク
ラブ！？ 

ロータリークラブの始まり 
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• ライオンズクラブの創始者メルビン・ジョーンズは保
険代理店業で成功し、1910年代、シカゴのビジネス・
サークル（一説ではロータリークラブ）の会員になっ
た。 

• 入会後しばらくは、新しい友人がどんどん増えるの
で、例会に参加するのが楽しかった。 

• しかし、会員の全員と知り合いになってしまったら、
毎週集まって、昼ご飯を食べて、お金（ドネーション）
を出すだけの例会、クラブ運営がつまらなくなった。 

 

ライオンズクラブの始まり 
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そこでメルビン・ジョーンズは・・  
• 3年間、仕事（保険代理店業）を休んで、全米のビジ
ネスサークル（ロータリークラブ？）を訪問し、よりよい
カタチを模索した。 

• ⇒ ①わかりやすいマーク（紋章）と名称。 
  ②単に社交や職業利益を得るだけでなく、 
         地域や社会をよりよくするために貢献 
     ③奉仕活動は、職域・個人で行うだけでなく、 
    クラブ単位のチームワークで行うことで、 
    金を出すだけでない会員の参加満足度の 
    高いボランティア活動にする 
  ④互いに自由に行き来でき、協力し合うこと 
    のできる、無限に拡がるネットワーク 
  ⑤考えるだけでわくわくするような新しい組織。 
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ライオンズクラブの誕生 
• メルビンジョーンズの呼びかけに呼応した全米12
のロータリークラブが集団でスピンアウトして基
礎になってできたのがライオンズクラブ 

 

• 1917年6月7日に、シカゴ市ラサール・ホテル、
イーストルームにて創立準備会（12クラブ） 

 

• 1917年10月10日、ダラスにて第1回全国大会（22
クラブの代表36人）で、最初のチャーター（認証
状授与） 
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ライオンズクラブってどんなところ？ 

• ライオンズクラブは、決してお金持ちの、
有力なお年寄りの集団ではない→若者
や女性もたくさんいる 

• お金を寄付するだけの慈善団体でもない
→お金を集めて寄付するときもある 

• 知恵と心と体力・・・お金が必要なときは
集めて地域に奉仕する 

• NPO的ボランティアでありながら、クラブと
して社交的（おつきあい）な要素もある 
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ライオンズの奇跡 
• 世界中にライオンズ仲間がいる 

• 他の組織を通さずに、他の地域、他の国の
ライオンズクラブと協力して、奉仕活動を行
うことができる 

• 相手が見えて、相手のニーズに合わせた、
自己満足でない、心の通った奉仕活動がで
きる 

• 自分たちの力が足りないときには、他のライ
オンズクラブと協力して、より大きな奉仕活
動を行うことができる 

• 自分一人では想像もつかない奉仕活動に
参加したり、実現することができる！！ 
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日本ライオンズのはじまり 
• １９５２年、マニラLCのスポンサーで「東京LC」が
誕生した。（ちなみにロータリーは１９２０年） 

• 32年の差＝戦前・戦後の差によって、ロータリク
ラブは財閥系から広まり、ライオンズクラブは中
小企業を中心に拡がった。 

• 東京LCから横浜、神戸、札幌、函館、青森、そ
の後東京新橋、東京渋谷、仙台、東京日本橋、
甲府、東京芝・・・・と広がっていった。 

• 中部・西日本は神戸（ホスト）LCからのエクステ
ンション（=14クラブ）で大阪、松山、京都、岡山、
姫路、広島・・・と広がり、さらに大阪→名古屋
（ホスト）という形で広がっていった。 
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したがって、日本のライオンズクラブにも
いろいろなやり方の違いがあります。 
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ライオンズ・ソング 
日本の例会で歌う歌は？             
ライオン誌 2013年調査 
 
• ライオンズクラブの歌 90.3％ （実は日本のみ） 
• ライオンズ・ヒム   69.9％ 
• また会う日まで   66.9％ （やり方もいろいろ） 
 
   MD        330  331  332  333  334-337  
• 「クラブ」     67    97    97    54   94～97 
• 「ヒム」      92    48    28    94   62～72  
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ライオン◯◯、◯◯ライオンという呼称 
• ミスター、ミセス、ドクターなどのかわりに、ラ
イオンをつけるのは、会員相互の「平等」の
ため・・・ 

• 東京LC系・・・自分はライオン◯◯、 

       相手は◯◯ライオン 

• 神戸ホストLC系・・どちらも、ライオン◯◯  

• 335-B地区・・・自分はつけない、 

       相手はライオン◯◯ 
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ライオンズ・ロア 
全国でもやり方が違う 

• 発声１回 前か上 ４４％ 

• 発声３回 前か上 ２６％ 

• 発声３回 段階的 １７％ 

• MD330/332/333では69～84％が３声 

• MD331/334/335では57～84％が１声 
 

• 海外では、片手を振り上げて「ロァー、ロァー、
ロァー」と吼え続ける 
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ライオンズ必携・ライオンズの誓い 

• 「ライオンズ必携」があるのは日本だけ 

• 1958年の第4回岡山大会で「つくろう」と
決めて、1963年に初版完成 

• 「ライオンズの誓い」は1959年、ライオン

ズとはなんぞや？を市民に直感的に伝
える言葉を募集 

• 1960年に採択・・・これも日本だけ 
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We serve・世界ライオンズ奉仕デー 
• ウイサーブがモットーになったのは1953年の
こと：6000通の応募から選ばれた。 

• 1917年の第1回大会の開会日をライオンズ
デーとすることを、1962年、日本の各地区大
会で決議。 

• 1970年7月に就任したマッカロー国際会長が
挨拶の中で世界ライオンズ奉仕デーとしよう
と訴えて拡がった。 

•         ・・・日本がはじまり 
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今期は日本から国際会長がでている 

• 山田 實紘 国際会長 

 （日本・334－B地区 岐阜県 美濃加茂市） 

  テーマ ： 「 命の尊厳と和  」 
  ＊日本からの国際会長は２回目 
 

 ⇒国際協会の方針に各クラブも 
   ぜひご協力ください。 
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GMT・GLT・FWTとは・・ 

 ★GMT：Global Membership Team 

       会員増強、会員維持、エクステンション           
 

★★GLT：Global Leadership Team 

  指導力育成 
  次世代リーダーの発掘と育成   
  

 ★FWT：Family & Women Team 

  家族及び女性会員増強とリーダーの育成 
  女性の感性・視点を生かした奉仕活動の創造 
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GLTってなに？ 
• グローバル・リーダーシップ・チーム 

• 次世代を担う若手会員の発掘と育成 
 （例えば・・・MJF１０００ドル献金を利用して） 

• 女性・若手フォーラム、会員交流・次世代リー
ダー委員会、公認ガイディングライオン研修
会、クラブ向上プロセス、クラブの青写真、女
子会など・・・ 
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ライオンズ百周年記念アクティビティ 
• 青少年の健全育成アクティビティ 

  YCE・薬物乱用防止・スポーツ・教育 

• 視力保護・アイヘルス・アクティビティ 

  アイバンク・盲導犬・アイヘルス・視覚障害者支援 

• 飢餓から救うアクティビティ 

  食糧支援・貧困対策・途上国支援 

• 環境保護アクティビティ 

  環境保護・育成 

⇒ぜひMyLCIに登録して下さい 
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ガバナー基本方針 
１． 資源節約（会議は紙資料を少なく、映像資料を活用） 

２． 東日本大震災：息の長い支援と現実に対応した奉仕活動。 

３． 会員増強（特に女性会員・家族会員）と会員維持の重要性 

４． 青少年健全育成：特に薬物乱用防止教育活動の推進・拡大 

５． キャビネットは各クラブの活動を支えるもの。 

６． 国際協会も推奨する100周年記念アクティビティの推進 
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キャビネットは 
各クラブのためにある 

  ～キャビネット・すべての委員会・ＲＣ・ＺＣは 
    一体となって、３３０－Ａ地区の各クラブの 

    皆様の役に立つためにある～ 

• キャビネットは各クラブのために。 

• 委員会は各クラブのサポートが本来の使命。 

• 各クラブの抱えている問題（ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨへの取
り組みや会員相互の問題など）に一緒に考
え行動していく。 
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ＷＥＢ利用の促進 

 ～キャビネット会議ほかキャビネットの 
   ペーパーレス化の促進 

• 国際協会からの連絡はすべてＷＥＢ。 

• ライオン誌も２０１８年１月からＷＥＢ化。 

• キャビネット会議・キャビネットへの連絡・委員
会報告・クラブアクティビティ投稿はＷＥＢ化。 

•  ⇒可能な限りペーパーレス化の促進を図る。 
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＊東日本復興支援チャリティコンサート 
  イングリット・フジコ・ヘミング様協力 
  「東日本大震災の被災者の心のケア」 

    ２０１６年３月３日（木）午後 
    仙台市泉文化創造センター  （予定） 
  仮設住宅居住者を招待しての 
  クラシック・ピアノ・コンサート 
    ・・・・・の運営費用に充当する予定 
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地区イベント について 

 ＊今期、ライオンズデーとしての 
   キャビネットから 
   統一アクティビティはなし 
 ＊しかし、青少年健全育成について 
   特に薬物乱用防止教育には 
   力を入れる 
＊「青少年健全育成」アクティビティの 
   コンペティションを計画中。 
 ＊今期期限を設けて 
  各クラブよりエントリーしていただく。 
   （ｸﾗﾌﾞｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会協力） 

 


