
 

 

２０１２年１２月６日 

ライオンズクラブ国際協会  

３３０－Ａ地区 

各クラブ会長・幹事 様  

ライオンズクラブ国際協会  

３３０－Ａ地区 

ガバナー  阿久津 隆文 

 

３３０－Ａ地区第５９回年次大会「ガバナーズ・アワード」申請書提出のお願い 

 
来る２０１３年４月２０日（土）に開催される３３０－Ａ地区第５９回年次大会にお

ける各種表彰につきましては、別添「表彰規定」に基づいて行います。 

この表彰は原則として、各クラブより提出される申請により行います。 

全クラブからの積極的な申請を「申請要項」に従って下記期日までに提出して頂きた

くお願い申し上げます。 

記 
 
●アワード申請について（詳細は別紙「申請要項」をご参照願います。） 

１．アワード対象期間：２０１２年２月１日から２０１３年１月３１日まで 
２．アワードの種類と表彰基準は別添「表彰規定」の通りです。 

３．アワード申請用紙は別添の通りＡ４版共通用紙に統一致します。 
複数の申請をされる場合は本紙をコピーして下さい。 

   なお、別紙「申請要項」「記載要綱」に従って、申請内容は明確に記載して 

   下さいますようお願い致します。 

４．申請書締切日 

  ①各クラブ → ゾーン・チェアパーソンへの提出 ：２０１３年２月 ８日（金） 

  ②ゾーン・チェアパーソン → リジョン・チェアパーソンへの提出 

：２０１３年２月１５日（金） 

  ③リジョン・チェアパーソン → キャビネット事務局への提出 

：２０１３年２月２２日（金） 

５．審査日程 

  ①第一次審査                  ：２０１３年３月 １日（金） 

  ②最終審査                   ：２０１３年３月 ８日（金） 

６．審査報告 

   第３回キャビネット会議にて報告               ：２０１３年３月１８日（月） 

７. 表彰方法 

   アワード受賞クラブおよび受賞者に対する表彰は、 ２０１３年４月２０日（土） 

開催の３３０－Ａ地区第５９回年次大会で行います。 



 
 

 

330-A 地区第５９回年次大会「ガバナーズ・アワード」申請要項 
 

１．ガバナーズ・アワード対象期間： 
  ２０１２年２月１日から２０１３年１月３１日迄 
  
２．締め切り日：  
各クラブ  → ゾーン・チェアパーソンに提出   ＝２０１３年２月 ８日（金） 
ゾーン・チェアパーソン → リジョン・チェアパーソンに提出 

＝２０１３年２月１５日（金） 
  リジョン・チェアパーソン → キャビネット事務局に必着  

＝２０１３年２月２２日（金） 
 
３．賞の種類と表彰基準および申請書記載方法を各賞毎に別添の通りと致します。 
 
４．申請方法について 

①整理の都合上、申請用紙は、別紙のＡ４版に統一します。 
②申請書１枚、説明追加用紙１枚、写真貼付の場合は用紙３枚以内（写真は全部で 
６枚以内）その他、表彰規定で指定された申請方法に従ってください。 

③申請用紙の左上の□に申請するアワード記号を記入し、｢優秀賞申請書（クラブ・

個人）｣の欄にすべて申請アワード名を記入すると共に｢（クラブ・個人）｣の 
どちらかに丸をしてください。［例：○○○○優秀賞申請書］ 

④ビデオテープ、ＣＤ等の添付はご遠慮願います。 
 
5．審査方法（スケジュール） 
  ①審査は賞の種類と表彰基準に基づき「各委員会」が中心となって公平な審査   

を行います。 
  ②原則として優秀賞は同一クラブで他部門との重複受賞はできません。 
  ③リジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパーソンは担当地区内の申請に価す

るクラブおよび個人の申請をまとめ、公正な受賞が得られるよう充分配慮してく

ださい。 
④公正な選考を行うため、一部メンバーの要請、折衝等はご遠慮願います。 
⑤具体的な審査は「審査会」を設け、日時を改め事務局で行い決定致します。 
 



  

３３０－Ａ地区 第５９回年次大会ガバナ－ズ・アワ－ド表彰規定 

［Ａ：運営部門］                   対象者 

Ａ１：会員増強優秀賞                     クラブ・個人 
☆アワ－ド対象期間中に、正会員の純増したクラブを対象に相対主義で審査の上贈呈します。 
＊正会員をスポンサ－（新クラブ結成含む）した個人についても同様審査の上贈呈します。 
＊家族会員は含みません。 
ア）クラブの場合 
  アワ－ド対象期間中（平成２４年２月１日から平成２５年１月３１日）純増 
  入会正会員    名 － 退会正会員    名 ＝ 純増正会員    名 
イ）個人の場合（スポンサ－毎に記載して下さい） 
  スポンサ－名 Ｌ           
  入会者数             名 
  新入会員名  Ｌ           
  入会年月日      年  月  日 
 
Ａ２：クラブ活性化優秀賞                   クラブ 
☆クラブ活性化を主眼に、画期的な取り組みを行って成果を上げたクラブに贈呈します。 
☆移動例会・スポンサ－クラブとの合同例会並びに周年行事を通じて姉妹提携クラブとの関

係強化ならびに新しく姉妹提携の実績を上げたクラブに贈呈します。 
要掲載（開催した場所・日時、新規姉妹提携を行ったクラブ名等） 
 
Ａ３：エクステンション優秀賞                 クラブ・個人 
☆新クラブ結成並びに認証状伝達式に寄与したクラブ又はガイディングライオンとして指

導力を発揮した個人に贈呈します。 
要記載（結成したクラブ名・結成会及び認証状伝達式の開催日と場所ならびにガイディングライオンと

して認定された記録等を記載して下さい。 
◇ 新クラブ名                            
◇ 結成年月日                   年   月  日 
◇ 認証状伝達式の年月日              年   月  日 
◇ 合同でのスポンサークラブがあればクラブ名列記 クラブ名       
 
Ａ４：ライオンズカード推進優秀賞                クラブ 
☆ライオンズカードの普及に努力し、登録メンバーを多数獲得し、利用の効能を説き、 
アクティビティ資金獲得に貢献したクラブに贈呈します。 
 
Ａ５：家族会員推進優秀賞                  クラブ 
☆アワード対象期間中に、家族会員が純増したクラブを対象に相対主義で審査の上 

贈呈します。 
 
 



  

Ａ６：会員指導力育成優秀賞                 クラブ・個人 
☆創意工夫のもと、例会・アクティビティ活動・勉強会（コミュニケーション等） 
 を通じて会員指導を行ったクラブに贈呈します。 
☆キャビネット主催・協賛の行事及びセミナーに積極的に参加したクラブ及び個人 
 に贈呈します。 
 
Ａ７：広報優秀賞                       クラブ 
☆クラブ会報の発刊、マスメディアを通じてライオンズクラブの活動を広くＰＲしたクラブ

に贈呈します。 
要記載（発刊の歴史と実績、配布先、掲載された新聞等のコピー等を添付して下さい） 
 
Ａ８：ＩＴ合理化・事務局緊急対応優秀賞            クラブ 
☆３．１１東日本大震災の経験を踏まえ、クラブ内に危機管理体制を構築したクラブ 
 に贈呈します。 
☆ＨＰ・メール・ＳＮＳ等を利用し定期的に伝達等の訓練を実施しているクラブに 
 贈呈します。 
要記載（危機管理マニュアルを添付して下さい） 
 
Ａ９：敬寿賞                        個人 
ア）傘寿賞 

本年度（平成２４年７月１日から平成２５年６月３０日）の間に満８０歳になれた 
  グットスタンディングの正会員・終身会員の方に贈呈します。 
  但し、過去の年次大会で受賞されました方は対象にはなりません。 
要記載 
◇ 氏  名         Ｌ         
◇ 生年月日        明治・大正・昭和   年  月  日 

＊該当者が複数の場合は、個別にご記入下さい。 
イ）：卒寿賞 
  本年度（平成２４年７月１日から平成２５年６月３０日）の間に満９０歳になられた 
  グットスタンディングの正会員・終身会員の方に贈呈します。 
  但し、過去の年次大会で受賞されました方は対象になりません。 
要記載 
◇ 氏  名        Ｌ          
◇ 生年月日        明治・大正    年   月  日 

＊該当者が複数の場合は、個別にご記入下さい。 
 
Ａ１０：ホーム例会 １００％出席賞              個人 
☆アワード対象期間中、各ホームクラブの例会にメイキャップ無しで１００％出席した個人

の方全員に贈呈します。 
 



  

『Ｂ：アクティビティ部門』             対象者 

Ｂ１：青年アカデミー優秀賞                  個人 

☆積極的な例会訪問を行う事により、「参加意識の向上」が図られ「奉仕活動への 

情報交換」等を行った、入会１０年未満もしくは５０歳以下のメンバー（個人）に 

贈呈します。 

（対象期間） 

平成２４年７月１日から平成２５年１月３１日までの期間 

Ｂ２：青少年育成優秀賞                    クラブ 

☆ 青少年健全育成に貢献したクラブに贈呈します。 
☆ レオクラブをサポートしたクラブに贈呈します 
要記載（活動実績・規模、団体等を記入して下さい） 
 
Ｂ３：薬物乱用防止優秀賞                   クラブ 
☆ 薬物乱用防止キャンペーン等地域社会を巻き込んでの活動や学校等薬物乱用防止啓蒙活

動をされたクラブに贈呈します。 
☆ 認定講師の増員および講師の講演等により薬物乱用防止の啓発活動や麻薬撲滅活動を積

極的に進めたクラブに贈呈します。 
要記載（講演回数・参加人数・奉仕人数等を記載して下さい） 
 ＊但し、ゾーン等にて活動を行った場合は、ゾーンを対象に表彰します。 
 
Ｂ４：ＹＥ優秀賞                       クラブ・個人 
☆ ＹＥプログラムに積極的に参加し、伝統的なライオンズクラブの活動を支援したクラブ

及び個人に贈呈します。 
☆ 来日、青少年のホームステイに協力したホスト家庭・ホストクラブに贈呈します。 
要記載 
（来日生のホームステイに協力したホスト家庭・クラブ名、来日生の氏名・ホスト期間・ホスト実績の

内容等をご記入下さい） 
 
Ｂ５：ＬＣＩＦ優秀賞                     クラブ 
☆ＬＣＩＦを活用してアクティビティを実践したクラブに贈呈します 
☆メルビン・ジョーンズ・フェロー受賞者が多数あったクラブに贈呈します。 
要記載 
（ＬＣＩＦ交付金申請書のコピ－を添付して下さい） 
（メルビン・ジョーンズ・フェロー受賞者の名前を列記願います） 
 
Ｂ６：国際協調優秀賞                     クラブ 
☆国際協調、国際交流（姉妹提携含む）等に顕著な活動をしたクラブに贈呈します。 
☆難民支援、国連支援、モンゴル支援等国際支援に顕著な貢献をしたクラブに贈呈します。 
 ＊但し、ＹＥ関連・大会参加関連は対象から除外します。 
要記載（パンフレット等活動が分かるものがありましたら添付して下さい） 



  

Ｂ７：献眼・献腎・臓器移植優秀賞            クラブ・個人 
☆ 献眼・献腎・臓器移植推進の為、顕著な活動をしたクラブ（特に初めて取り組んだクラ

ブ、新たなアクティビティにチャレンジしているクラブ）に贈呈します。 
☆ 献眼・献腎・臓器移植をなさったメンバー又はご遺族に贈呈します。 
要掲載（クラブ） 
献眼・献腎・臓器移植の活動をされた場合はその実績（実施日・回数・ら棚加人数・登録実績等 
要記載（個人） 
メンバー及び配偶者が献眼・献腎をなさった場合は、メンバー又は遺族に贈呈致します。 
ａ．御氏名 
ｂ．実行年月日 
ｃ．実施病院名 
  但し、プライバシー保護の為、記入可能な事項でも結構です。 
 
Ｂ８：献血・骨髄移植推進優秀賞             クラブ・個人 
ア）献血 
☆献血活動を積極的に活動したクラブおよび個人に贈呈します。 
要記載（クラブ） 献血活動実施日・実施場所・年間実績・参加人数・継続年数等をご記入下さい。 
要記載（個人）  奉仕回数・献血回数（日赤発行の献血手帳の写し）等具体的にご記入下さい。 

イ）骨髄移植推進 
☆骨髄移植ドナー登録の啓蒙活動を積極的に活動したクラブおよび個人に贈呈します。 
要記載（クラブ） 
ドナー登録実施の場所と回数・実績等を具体的にご記入下さい。 
＊ドナー登録会説明員がクラブにいる場合は、参考の為にご記入下さい。 
 
Ｂ９：社会福祉・障害者支援優秀賞                クラブ 
☆行政及び地域社会と連携し、犯罪や災害の被害者支援等の対応に参画しているクラブ 
 に贈呈します。 
☆視覚障害や聴覚障害、その他の障害者支援活動に顕著な貢献をしたクラブに贈呈します。

（盲導犬育成支援・聴導犬育成支援・介護犬支援・ガイド支援等） 
☆障害者の社会参加への支援、障害者福祉運動に対する活発な活動、社会福祉活動を通じて

地域社会に貢献したクラブに贈呈します。 
☆東京都障害者スポ－ツ大会等、障害者のスポ－ツ大会参加や大会開催支援に貢献したクラ

ブに贈呈します。 
☆児童擁護や児童福祉等に対して積極的な支援活動をされたクラブに贈呈します。 
☆知的障害者や精神障害者に対して積極的な支援をされたクラブに贈呈します。 
要記載（実績：奉仕内容・参加人数・継続回数・奉仕金額等を記入して下さい。） 
 
 
 
 



  

Ｂ１０：高齢者福祉優秀賞                    クラブ 
☆高齢者福祉施設及び地域の高齢者の為に、奉仕活動を展開しているクラブに贈呈します。 
要記載（奉仕内容・施設名・奉仕回数・参加人数等を記載して下さい） 
 

Ｂ１１：環境保全優秀賞                     クラブ 
☆地域に密着した環境保全の実践（行政との合同含む）並びに前国際会長が推進する植樹に

積極的に参加したクラブに贈呈します。 
特に、長期に渡り植樹事業を展開し地域社会から歓迎されていることが大きなポイントです。 
要記載（ＯＯ並木・ＯＯ通り等地域で容認されている事例がありましたら書き添えて下さい） 
 
Ｂ１２：緊急アラート優秀賞（東日本大震災は別枠）        クラブ 
☆行政及び地域社会と連携し、緊急災害の対応に参画しているクラブに贈呈します。 
上級救命技能取得を積極的に啓蒙推進し、取得者拡大の実績を上げたクラブに贈呈します。 
要掲載（行政機関名・施設、器具寄贈の明細をご記入下さい） 
 
Ｂ１３：国際大会参加優秀賞                 クラブ・個人 
☆国際大会参加推進をアピールする為に、アワード対象期間中に以下の内容にて優秀なクラ

ブ・個人に贈呈します。 
 ア．ＯＳＥＡＬ参加者については１名参加で１ポイント 
 イ．国際大会参加者については１名参加で２ポイント 

  ウ．国際大会において代議員を出したクラブに特別枠として１０ポイント 
  エ．セミナー等に参加し研鑽を積んだメンバーに３ポイント 
各大会参加者の合計ポイントで評価致します。 
 
Ｂ１４：年次大会優秀賞                    クラブ 
☆第５８回年次大会に例会振替など積極的に参加したクラブに贈呈します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

『ガバナ－特別賞』 
特別賞は、クラブからのガバナーズ・アワード申請によらず地区運営に顕著な活動をされた

クラブ・リジョン・ゾーン・地区委員会及び個人に贈呈されます。 
ａ．キャビネット役員でキャビネット運営に著しく貢献された個人に贈呈します。 
ｂ．キャビネット役員以外で、キャビネット運営に多大な協力をされた個人に贈呈します。 
ｃ．今年度ガバナー方針に積極的に協力されたクラブ・個人に贈呈します。 
ｄ．ガバナーの諮問に貢献した委員会に贈呈します。 
ｅ．オリンピック・パラリンピック招致支援活動をされたクラブ又は個人に贈呈します。 
ｆ．東日本大震災復興支援で顕著な活動をされたクラブ又は個人に贈呈します。 
ｇ．ライオネスクラブ・レオクラブでライオンズクラブに貢献したクラブに贈呈します。 
ｈ，その他 
 
 
以上、創造性のあるライオンズクラブらしい活動を申請されることを願っています。 
刺激ある皆様の活動は共鳴、感動として地区活性化に反映するものと確信致します。 
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２０１３年  月  日 
３３０―Ａ地区 
 ガバナー  阿久津 隆文 様  
                   
 アワード記号              第  Ｒ・第  Ｚ 
                    クラブ名 東京         ＬＣ 
                    会長名  Ｌ             
                    幹事名  Ｌ             
                                

           優秀賞  申 請 書
どちらか丸で囲んでください

（クラブ・個人） 

【説明欄】 

                                                                         

                                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       
アクティビティ先、その方法、期日、金額、動員数、社会的認知度等の内容を具体的に詳しくご

説明下さい。尚、この用紙で記入しきれない場合は、説明追加用紙をご利用ください。  
本紙を１ページ目として糊またはホッチキス等で綴じ合せ願います。 
 
〈受付・審査確認欄〉 
ﾘｼﾞｮﾝ･ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ ｿﾞｰﾝ･ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ 地区担当委員長 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ幹事 ガバナー  備    考 
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             優秀賞  

クラブ名 東京           ＬＣ 
 
【説明追加用紙】 
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             優秀賞 

クラブ名 東京           LC  
 
【写真添付用紙】  （注）説明写真は３枚以内としてください。 
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