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LCI フォワード

私達の未来
次なる１００年

次なる１００年につなぐ（フォワード）
戦略的計画目標
年/ 2億人に奉仕する 奉仕インパクトを3倍に
社会イメージの向上 クラブの向上
会員価値の向上

新しい組織への挑戦

GAT グローバル・アクション・チームとは
それぞれのチームを統合 相乗効果 クラブの成長
GST

GLT
グロバール
指導力育成
チーム

指導力
育成

奉仕

未来を創造しよう

グロバール
奉仕チーム

GAT グローバル・アクション・チームとは
それぞれのチームを統合 相乗効果 クラブの成長
GLT
GST
グロバール
指導力育成
チーム

指導力
育成

奉仕
会員
増強

LCIF
会員増強

LCIF

GMT グロバール会員増強チーム

FWT

新組織 次なる１００年に
世界のあらゆるニーズを満たすために
・複合議長
ファシリテーター
・地区ガバナー ファシリテーター
・クラブ会長
ファシリテーター
クラブ内に、5つのチームを
クラブが、動かなければ意味のないチーム

FWT
ファミリー・女性チーム

グロバール
奉仕チーム

GWT
グロバール
会員増強
チーム

文化と多様性と変革 個性の尊重
・歴史や民族的文化の影響
・和を以て、貴しとなす
・和かから、はみ出てはいけない
・強い個性は、嫌われる
◆山田實紘元国際会長のお話から
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文化と多様性と変革 個性の尊重

文化と多様性と変革 個性の尊重

・変革への多様性を考える

・変革への多様性を、受け入れない（マイナス）
発想や意見が 消極的に
情熱の欠如
会員増強や維持に影響
活動の計画に独創性を発揮できない
参加意欲が持てない

・変革がもたらす、プラスとマイナス
・クラブ・地区 変革に伴う課題は

文化と多様性と変革 個性の尊重

文化と多様性と変革 個性の尊重

・変革への多様性を、受け入れる（プラス）
士気と意欲の向上
熱意と積極性の向上
会員の増加と維持
新たな事業と方法
新たな情報
変化の受け入れ
多元的な環境

・まとめ
クラブ 地区
末長い存続

文化と多様性と変革 個性の尊重

規則（会費等）はどこで決められるのか

・今の時代は、どんな時代
・国際本部では、超スピードで新しい体制作り
・日本では？

国際協会全体の成長

・変化への多様性を克服
独創性 新たな考え方が重要

・国際レベル
・日本レベル
・地区レベル
・クラブレベル

我がクラブでは？
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規則（会費等）はどこで決められるのか

規則（会費等）はどこで決められるのか

・国際レベル
国際理事会（３４名構成） 定例会と特別会議
定例会 ◆第Ⅰ回 国際大会直前
◆第２回 10月又は11月頃
◆第３回 3月又は4月頃
◆第４回 国際大会直後
決議は、国際理事会方針書に定める

・日本レベル
８複合会則委員会
ライオンズ必携にまとめられる

規則（会費等）はどこで決められるのか

リーダーは、会則等を常に最新版を

・地区レベル
キャビネット会議 （年４回）
及び、年次大会（代議員総会）
議案提出は、
地区ガバナー
委員会・各クラブ

・会則は、毎年変更されています。
リーダーは常に、最新版を確認

理想のリーダーは

理想のリーダーは

・円滑なコミュニケーション力
・意欲の喚起
・チーム作り
・問題の解決
・紛争の解消
・変化の管理
・創造的であることを奨励

・現状打破に挑む
・ビジョン目標を共有する
・意思決定 信頼と自信
・自ら模範を示す
・志を称える

WEBサイトでの確認
特に、理事会方針書を一読すべし
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理想のリーダーは
・組織の中は、１０人１０色
１/３ 同じ意見
１/３ 反対意見
１/３ どちらでも良い
基本は、51％の支持と、
ロバート議事規則の趣旨、少数の意見の尊重！

理想のリーダーは
・権力を得ると、見失うものやあってはならないもの
・公平であり、双方の意見を聞く耳がなければならない
・リーダーは、中立の立場でなけれならない
・特定の者に、利益の誘導があってはならない
・規則に則り、公平な采配でなければならない
・全会員へ、公平な配慮がなければならない。

理想のリーダーは
・意見の違いは、どう決めるのか
・リーダーの意見で決める
・反対意見を、封じ込める
敵、味方を作り、いじめや圧力
声の大きい者や言葉巧みに
もう決まっていることだから

理想のリーダーは
・平等と公平
Equality （平等）
fairness （公平）

理想のリーダーは
・平等と公平
ワンマン・リーダー（親分）
又は
一部の仲間・グループの
エゴイズム

4

2018/2/3

理想のリーダーは

理想のリーダーは

・規則は、平等に全ての人に
・しかし、平等だけでは、公平さが保てない
・それぞれの違いのある中で、バランスを配慮し
公平な采配を
・全ての人から、支持を得るために

・バランス良く物事を見極める
・常に、弱い立場の人の意見や全員への配慮
・規則を悪用しない
・三方よしで帰着できる案を考察する
・ロバート議事規則を理解する

理想のリーダーは 「まとめ」

理想のリーダーは 「まとめ」

・未来への指針を示すため、常に新情報を得て
夢や理想、ビジョンを持つ事は大切であるが、
利己心であってはならない
・感受性をもって、感動と情熱 を忘れない
・小さな事でも、感動をもって耳を傾ける

・実績は自分ではなく、人にゆずる事ができるか
・自分のメンツより、部下のメンツ
・相手の身になって助力する
・勇気とやる気を与え、評価を伝える
・建設的に発展させる

理想のリーダーは 「まとめ」
・事が起きた時、他人の責任
・自分の考え方・意見を正当化
・力に任せて、自分の立場・意見を貫く
・正義という名を使い、利己主義又は集団的エゴ
・大事なのは、謙虚さ
・相手の意をくみ、思いやりを持って指導

・ご清聴ありがとうございました。

5

※ 333-C地区のニュースレターです。会費金額が地区により違います。参考にして下さい。
ニュースレターNO5 2017 年 5 ⽉号

第 4 回 ZC・クラブ会長会議から、会員種別を知り、その特徴を生かし、会員維持、退会防止に役立てる！
会員種別は、ライオンズ必携

正会員（家族・支部会員を含
む）：ライオンズクラブの会員であ
ることから生じる全ての権利と特権
を持ち、又全ての義務を負う会員。
不在会員：地域から引っ越しなど
で、不在のため例会に毎回出席する
ことはできないものの、クラブにと
どまることを希望する会員。役員に
就くことも、大会で投票もできず、
会費は正会員同じく支払います。
名誉会員：クラブの会員ではない
人物で、地域あるいはクラブに著し
い貢献をした人にクラブから贈られ
る称号。クラブが入会費と地区、複
合、国際会費を負担しますが、正会
員の特典は一切与えられません。

会員籍を持つもの。準会員はクラ
ブ事項に対しては投票権があります
が、地区、複合地区、国際大会でク
ラブ代議員となることはできず、投
票権や役職に就くことはできませ
ん。会費は、クラブ会費のみ支払い
ます。
賛助会員：クラブに全面的に参加
することはできないが、クラブへの
賛助を希望する人。賛助会員は、会
費を正会員同様に支払い、クラブ事
項に対しては投票権がありますが、
地区、複合地区、国際大会でクラブ
代議員となることはできず、投票権
や役職に就くことはできません。
※ 高齢化により退会しよと考え
ている会員に対して、優待、終身
を勧めて、退会を防止した良い事
例があった。

準会員：第一クラブに
主な会員籍を持ってい
るが、他クラブに第二
クラブとして二つ目の

支部会員

全額 22,230 円/年

P85～P89 を参照

家族・サポート会員を勧める訳は
賛助会員でも良いではないかとの
ご意見もありましたが、全くダメで
はありませんが、賛助会員に反し
て、家族・サポート会員は、正会員
として、クラブなど役員に就く事が
でき、会費も半額などクラブに有利
な点が多くあります。会員が少なく
なると役員になる対象者も少なくな
る事を考えると家族会員にしてあれ
ば、そのまま正会員として役員に
就く事が出来ることや、大会での
投票権と代議員になることができ
るのです。
この制度は、会員を広く募ることが
できる有利性を生かし、クラブの活
性化や将来の会員を先取りするため
に活用すべき素晴らしい制度です。

優待会員：15 年以上クラブ会員で
あって、病気や虚弱、高齢などの正
当な理由により、正会
会員種別の権利および特権
員であることを断念せ
ざるを得なくなった会
国際協会、地区、ク
会費：地区.複合.国
会員種別
際（クラブ費除く） ラブの役職に立候補
員。優待会員には投票
権はありますが、クラ
正会員
全額 26,590 円/年
可
ブ、地区、国際の役職
に就くことはできませ
一人目家族会員
全額 26,590 円/年
可
（世帯主、親会員のことを、一人目家族会員と言う）
ん。会費は正会員同じ
二人目家族会員
半額 10,065 円/年
可
く支払います。
（子会員は四人まで、二人目から四人目家族会員と言う）
終身会員：20 年以上
正会員であるか、ある
いは 15 年以上正会員
で 70 歳以上の会員
は、終身会員となるこ
とができます。所属ラ
イオンズクラブは、そ
の後の国際会費
US$650 金額を前納し
ます。終身会員には、
正会員のすべての権利
と特典が与えられま
す。

第５６版

（1$＝110 円として試算）

投票権

国際又は、地区
の大会代議員

可

可

可

可

可

可

可

可

可

（複合会費割引）

賛助会員

全額 26,590 円/年

不可（×）

クラブのみ可

不可（×）

準会員
2 つ目のクラブ籍

クラブ会費のみ

不可（×）

不可（×）

不可（×）

（一つ目のクラブ籍は正会員、二つ目のクラブ籍は、準会員となる事が出来る）

名誉会員
（本人負担なし）

全額クラブ負担
26,590 円/年

不可（×）

不可（×）

不可（×）

終身会員
国際会費$650 前納

国際会費のみ前納
21,860 円/年

可

可

可

不在会員

全額 26,590 円/年

不可（×）

クラブのみ可

不可（×）

優待会員

全額 26,590 円/年

不可（×）

可

可

ライオンズ必携第５６版 P131、134
※表の会費は、表記以外に、クラブ会費が加算されます。
参考：クラブ会費（地区・複合・国際会費を含む）として、月会費 5,000 円会費から 20 万円会費まであ
りますが、標準的は、月 10,000 円会費で、年額 12 万円とすると、正会員以外の賛助、準、終身、不在、
優待会員は、3 万円から６万円の設定となっています。（注意：クラブ会費によって、違いがあります）

