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ＲＣ・ＺＣは 
 

各クラブとキャビネットを 
 

つなぐ重要な役割です。 



本日の目的と流れ 

１．ライオンズの原点と歴史 

 
２．１００年目のライオンズの現在 

 

３．ＲＣならびにＺＣの皆様へ 
   （諮問委員会やＺＣマニュアル） 



１．ライオンズの原点や歴史 



過去のライオンズクラブの実績 

• 視覚障碍者への支援 （国際的） 
＊白い杖 
＊ヘレンケラーの講演 （動画あり） 
 

• 日本ライオンズ 
＊リッチランドの壺 
＊すずらん給食 

 



 
   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 
 
 

ライオンズクラブの原点   



• 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 



• 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 



• 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 



 
        
 

        

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。 
 
 
 
 
 



 
        
 

        

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） 

 



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。 
 



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。 

①ライオンズソング 
•  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）    

② ライオン○○、○○ライオンなどの呼称 

» 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◯◯ 

③ライオンズ・ロア 

» 発声１回 前か上 ４４％／ 

» 発声３回 前か上 ２６％／発声３回 段階的 １７％ 

 



新しいライオンズのカタチ・・・                     

（国際協会のホームページに載っているのです） 

従来型ライオンズクラブ 
クラブ支部 

（＊レスキューＬＣが作りました） 



新しいライオンズのカタチ・・・               
（国際協会のホームページから） 

スペシャル・インタレスト LC 
（ゴルフLC・レスキューLCなど） 

サイバー LC 
（ネット例会実施クラブは増加中） 



２．１００年目のライオンズの現在 



戦略プラン：  
2015～16年度から2019～20年度 

LCI 
フォーワード 



主目標： 
 

人道的奉仕活動を通じて、（2020～2021年度までに）年間の奉
仕受益者の数を現在の3倍、つまり２億人（3億人と訂正あり）以
上に増やす。  

                         

 

 

2016年～2020年の戦略目標 

LCIフォーワード：戦略プラン：  
2015～16年度から2019～20年度 



四
つ
の
包
括
的 

戦
略
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ 

LCIフォーワード：戦略プラン：  
2015～16年度から2019～20年度 



グローバル・アクション・チーム 
いつの日か世界中のあらゆるニーズがライオンや 
レオによって満たされることを目指す。 
 
ライオンズクラブ国際協会（LCI）とLCIFのビジョンを 
支持し、奉仕を通じてライオンズとレオの情熱を 
ふたたび呼び起こす。 
 
2020年までに、ライオンズクラブ国際協会が、270万人
に及ぶライオンズおよびレオ会員による奉仕を通じて 
2億人以上の人生に影響を与えると同時に、50万人 
以上の会員に学習機会を提供できるようにする。 

 
ビジョン： 

 
 

使命： 
 
 
 

目標： 
 
 



GAT＝GST＋GLT＋GMT＋FWT 

GST 

FWT 

GMT 

GLT 

GAT 

イメージ図 
（進藤） 



執行役員 

グローバル・アクション・チームとLCIFの構造 

グローバル・アクション・チーム委員長、副委員長、LCIF理事会リエゾン 

GLT 
会則地域リーダー 

 

アンバサダー 
元国際会長 
国際理事会 
LCIF理事会  
前期国際理事 

GMT GMT 
会則地域リーダー 

 

GST 
会則地域リーダー 

 

GLT 
エリアリーダー 

 

GMT 
エリアリーダー 

 

GST 
エリアリーダー 

 
複合地区グローバル・アクション・チーム・ファシリテーター（協議会議長） 

GLT 
複合地区コーディネーター 

 

GMT 
複合地区コーディネーター 

 

GST 
複合地区コーディネーター 

 
地区グローバル・アクション・チーム・ファシリテーター（地区ガバナー） 

GLT 
地区コーディネーター 

 

GMT 
地区コーディネーター 

 

GST 
地区コーディネーター 

 
クラブ・グローバル・アクション・チーム・ファシリテーター（クラブ会長） 

GLT 
第一副会長/指導力育成委員長 

 

GMT 
会員委員長 

 

GST 
奉仕委員長 

 

LCIF 
複合地区コーディネーター 

 

LCIF 
地区コーディネーター 

 

LCIF 
クラブコーディネーター 

 

GLT 
会則地域副リーダー 

 

GMT GMT GST GMT 
会則地域副リーダー 

 

GST 
会則地域副リーダー 

 





 

•指導力育成 

–世界中で40万人のライオンズを研修する 

•会員増強  

–世界中で退会者を5%抑え、会員数150万人を達成する 

•奉仕 

–世界中で1億5,000万人に奉仕する 

• LCIF 

–50％の会員から週に2ドルを集める 
 

 

アガワル国際会長が掲げる2017～2018
年度目標 



新奉仕フレームワークの支援 

      糖尿病       環境  食糧支援            小児がん             視力 



３．ＲＣならびにＺＣの皆様へ 



クラブ訪問 
１．リジョン内・ゾーン内の各クラブへの訪問 
 

２．例会訪問 や アクティビティ参加 

 
３．各クラブの情報（要望や困りごと）を収集する 
  よい機会 

 
４．さまざまな相談に乗る 



諮問委員会 
１．キャビネット会議から2週間以内にＺＣが開催。 

２．抄録がＨＰ上に掲示される。 

３．重要なところは下線が引いてあるので、 
  さらに関連資料を印刷するなどして 
  必ず説明してください。 

４．諮問委員会はキャビネット会議の内容を 
  各クラブにきちんと伝え、そして各クラブからの 
  意見も集約する場。 

５．終了後、諮問委員会の報告書を提出。 



（新）ＺＣマニュアル 
１．ＣＥＰ・指導力育成委員会が改訂版を作成 
  第2回キャビネット会議で提出される予定。 
  わかりやすいので必ず読んでください。 
 

２．ＺＣガイドラインについて 
  グッドスタンディング／ＭＪＦ／会長経験者／ 

  キャビネット委員会の経験／スポンサーの経験／ 

  ＺＣを今までに経験していない／ 

  各種セミナー受講者／ 
  自力でＷＥＢ閲覧、メール送受信ができる 

  ゾーン・チェアパーソンセミナーの受講者 



公認ガイディングライオンセミナー 
１．今期は11月29日（水）に開催される予定。 
  

２．公認ガイディングライオンは、 
  新クラブの見守りだけでなく、 
  弱体化しているクラブの立て直しも行う、 
  国際協会の認定資格。 

 
３．ＺＣガイドラインの一つでもあり、 
  各クラブのさまざまな相談に乗る上でも 
  参考になるので、ぜひ受講して下さい。 



ＲＣ・ＺＣは 
 

各クラブとキャビネットを 
 

つなぐ重要な役割です。 



ご清聴ありがとうございました。 
お疲れ様でした。 


