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はじめに 

クラブ会員委員長職は、ライオンズクラブが健全な状態と活気を保ち、地域に奉仕する力を強化する

上で重要です。クラブのグローバル・アクション・チームの会員は、クラブ奉仕委員長、およびクラブ副

会長が自動的に務める指導力育成委員長と協力し、指導力の育成、会員増強、および人道的奉仕の

拡大に主眼を置いたイニシアチブの策定・実施に取り組みます。このガイドは、既存の会員および新会

員がクラブの一員として、有意義で影響力が大きく、満足感の得られる経験をできるよう手助けします。 

 

 任期の準備 

任期を開始する前に、時間を取って自分の責務を十分

に理解し、整理してください。今時間をかけることが、こ

れから任期を務めていく上で大いに役立つはずです。

このガイドの内容と、その中で言及されている補足資

料を確認してください。また、本ガイドの巻末にある計

画予定表を活用し、年間の計画を立ててください。 

 

責務 

クラブ会員委員長は会員増強においてクラブを支援します。会員増強は、新会員の勧誘と会員の満足

度向上を通じて達成可能です。会員が満足するということは、会員がクラブを退会しないで長きにわた

り奉仕を続けるということにつながります。責務には以下のようなものがあります。 

 成功を収めるための行動  

o 指導力育成委員長、クラブ奉仕委員長、およびクラブ会長（グローバル・アクション・チ

ームの委員長）と協働して、指導力の育成、会員増強、および人道的奉仕の拡大に主

眼を置いたイニシアチブを促進する。 

o 調和のとれたクラブの雰囲気を作り出すことにより、会員維持を支援する。地域に奉仕

する中で、会員に家族の一員であると感じてもらう。 

o 会員委員会を発足して指揮を執り、会員の目標と行動計画を立案・実施する。 

o クラブの会員に新会員を勧誘するよう奨励し、有益なクラブ会員体験を引き出す。 

o クラブ指導力育成委員長（副会長）と協力し、新会員が確実に効果的な新会員オリエン

テーションを受けられるようにする。 

o クラブ奉仕委員長との協働で、奉仕事業中に会員の機会を推進する。 

o リジョン、ゾーン、および地区の例会やイベントに参加する。 

o 会員候補者に直ちに連絡する。 

  

 

ご存知でしたか？ 

資料はライオンズクラブ国際協

会（LCI）のウェブサイト

（https://bit.ly/2LPzGoO）から

ダウンロードできます。また、会

員部門に連絡して（Eメール：
membershipoperations@lion

sclubs.org）注文することも可

能です。 

https://bit.ly/2LPzGoO
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
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すべてのクラブ会員委員長の最優先事項 

1. 会員増強計画を立案する。 

2. 会員候補者のリストを作成し、フォローアップする。クラブ入会の招請が確実に行われるよ

うにする必要がある。 

3. 「誘ってみよう！クラブのための新会員勧誘ガイド」を使用する。 

4. 会員が適切に方向付けされるよう徹底する。 

5. クラブの前向きな雰囲気を維持する。 

6. 会員に会員候補者を連れてくるよう頼み、ステップ 1～5を繰り返す。 

7. マーケティング・コミュニケーション委員長と連携して、公共の奉仕イベントでクラブを促進

する。 

8. ゾーンと地区の例会に参加する。 

9. 所属するクラブ、ゾーン、および地区内で協働する。 

 

 成功の測定 

o 地域での会員活動を前年度より 1回以上多く実施する。 

o クラブへの再入会について 2名以上の元会員に連絡する。 

o 会員総数を前年度より増加させる。 

o 会員を 100％維持する。 

o 新会員を新会員オリエンテーションに参加させる。 

 

 会員の満足度 

o 会員の満足度を高めるための計画を立案してクラ

ブ理事会に提出し、承認と支援を求める。 

o 会員の満足度向上に向けたプログラムの内容を理

解し、取り組みに利用する。 

o クラブ活性化計画を企画し、地域のニーズを調べ、

会員の満足度について現状を検討し、行動計画を

策定するに当たり、クラブ役員を援助する。 

o 活動中の会員に「あなたの評価は？」アンケートを

実施して、クラブにおける会員満足度の現状を改善

する。 

 

 会員勧誘 

o クラブ会員増強計画を立案する。クラブ理事会に計

画を提出し、承認と支援を求める。 

o 会員の種類と協会で用意している各種プログラム

について理解する。 

o クラブ会員に新会員を勧誘するよう奨励し、アワード 

プログラムを推進する。 

o 新会員が確実に有効な Eメールアドレスを持ち、MyLCIからの役立つ情報を受信でき

るようにする。 

 

ご存知でしたか？ 

2017年 7月から、新会員に

は、ライオンズの活動への関

与について教え、励まし、奨

励することを目的とした Eメ

ールが協会から送信されるよ

うになりました。これは、会員

のこのセグメントでの会員維

持率を向上させるためのもの

です。世界各地でのライオン

ズ全体の成功に貢献できるよ

うに、ローカルレベルで所属

クラブが実施している内容を

伝えることで、確実に協会か

らのメッセージを補足するよう

にしてください。 

 

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da-cqi.pdf
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o 新会員向けの新会員オリエンテーションセッションを実施し、彼らが受信する「新会員

経験」Eメールを補足する。 

o ライオンズ・メンター・プログラムへの参加を奨励する。 

o 奉仕イベント中に入会を宣伝する。地域の人々の参加を招待する楽しいイベントは、優

れた勧誘ツールです。 

 

有益な会員経験は、会員維持の基礎となります。クラブ奉仕委員会と連携して、奉仕事業が各会員の

人道的関心にとって意義深いものであるよう徹底します。 

 

支援と指導 

年度を通して会員委員長を支援してくれる人は数多くいます。クラブ会員委員会および地区グローバ

ル・アクション・チーム、特に地区グローバル会員コーディネーターと密接に協力し合うことにより、責任

を果たすために必要な支援や指導を得ることができます。 

 

会員委員会 

確実に活動を達成するための十分な支援を得られるよう、会員委員会に勧誘することから始めること

をお勧めします。会員委員会の構成は、クラブのニーズに最も合ったものにすることができますが、下

記のクラブ会員を含めることを協会は推奨しています。 

 前年度の会員委員長  

 次年度の会員委員長を務める可能性のある会員  

 新会員の勧誘または会員の満足度向上に関心のあるクラブ会員  

協会推奨のこの構成は、クラブの取り組みを率いてくれる団結したチームを作ることにより、会員の満

足度向上と増強を優先事項とする上でクラブに役立ちます。この構成では前年度と将来の両会員委員

長が委員会のメンバーであるため、年度が変わっても会員増強の取り組みがスムーズに進むことも保

証します。また、在任中の委員長はクラブにとって何が成果を収め、何がうまくいかなかったかについ

て把握することができます。 

グローバル・アクション・チーム 

グローバル・アクション・チームの会員は、所属する地区の地区グローバル会員増強チーム（GMT）コ

ーディネーター、および地区のグローバル・アクション・チームのチェアパーソンを務める地区ガバナー

の支援を受けられます。会員増強に関する質問または懸念がある場合は、これらの担当者にお問い

合わせください。いつでも支援を提供することができます！ 
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他のライオンズクラブ 

「成功事例」を共有することで、クラブも他のクラブからメリットを得ます。会員委員長は、すでに確立さ

れている支援網を活用することで、会員の満足度向上や会員増強の目標達成に取り組みやすくなりま

す。 

ライオンズクラブ国際協会 

ライオンズクラブ国際協会では、クラブ会員を増やすことの重要性を理解しています。なぜなら、新会

員の一人ひとりに、地域社会を改善する力があるからです。また、現会員の満足度を維持することが

重要であることもわかっています。個人レベルの小さな取り組みによって、新会員にも奉仕期間の長い

会員にも適したクラブを実現することができます。 

私たちは、多くの成功した事例と経験談を集める取り組みを行っています。新会員が歓迎されたと感じ

るために、またクラブに長年所属する会員を称賛するために役立つことがあれば、ぜひお聞かせくださ

い！ 

 

 会員の満足度 

ライオンズクラブが健全かつ活発であるようにするには、クラブ

に所属する会員の経験や期待について検討する必要がありま

す。クラブ会員が、クラブの職務や活動に自分の時間を十分に

使っていると感じ、クラブ内で友好関係を構築できれば、クラブ

の一員として永続的に活動してくれるはずです。だからこそ、会

員の満足度を向上させる様々なプログラムを取り入れることに

より、会員の関心を引き続けることが重要なのです。これらの

プログラムは、クラブの協力、会員の士気、会員に関心を持た

せるような充実した例会に焦点を当てています。 

 

 

新会員に関するチェックリスト 
以下の新会員チェックリストを用いて、クラブが入会者を家族の一員のように温かく迎え入れられてい

ることを確認してください。 

 歓迎されていると感じてもらえるよう、自分は新会員に接してきただろうか？ 

 自分は新会員に、入会時の目標に適した責任を与えてきただろうか？ 

 自分は新会員の意見を尊重し、出されたアイディアを大事に扱ってきただろうか？ 

 家族の一員と感じてもらえるよう、自分は新会員に接してきただろうか？ 

 

  

 

ご存知でしたか？ 

オンラインでは、複数のツ

ールやリソースにアクセス

できます。 

以下をご確認ください。 

各種の会員満足度向上に

向けたプログラムに関する
www.lionsclubs.org/mem

berchairでは、所属するク

ラブに最適な取り組みが見

つかります。 

http://www.lionsclubs.org/memberchair
http://www.lionsclubs.org/memberchair
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会員の満足度調査ガイド 

会員の満足度調査ガイドは、その中で言及されている以下の資料とともに、クラブに対する会員の期

待を確実に満たすために役立つはずです。 

 「あなたの評価は？」アンケート  

 新会員オリエンテーション  

 ライオンズ・メンター・プログラム 

 地域社会奉仕ニーズ調査  

 

会員満足度報告書  

本ガイドの巻末にある会員満足度報告書を使って、会員の満足度向上に向け行った取り組みについて

記録を取ってください。そしてこの報告書をクラブ役員に毎月提出し、クラブの取り組みについて知らせ

ます。 

 

会員勧誘 

どのクラブも、その奉仕の目標を達成するには会員が必要です。新会員はクラブに斬新な発想や新し

い事業をもたらし、地域の改善につながる新たな方法を提供してくれます。クラブ会員委員長としてあ

なたは、会員増強の取り組みを企画し、確実に目標が満たされるようにしていきます。 

 

誘ってみよう！クラブのための新会員勧誘ガイド 

役立つこのステップ・バイ・ステップのガイドは、新会員を勧誘し、クラブを効果的に発展させる過程を

通じて、クラブを指導していくために企画されています。 

このガイドは、地域の人々にとにかく声をかけてみる、という単純な概念に基づくものですが、新会員を

勧誘するための下記 4段階プロセスを通じてクラブを導くことで、委員長が効果的な計画を策定できる

よう支援します。 

1. クラブの準備 

2. クラブの増強計画の作成 

3. クラブの増強計画の実施 

4. 新会員の歓迎 

 

さまざまな会員オプション  

新会員を招請する際、各自の状況に合ったオプションを

選べるように、国際会費等の納入金や会員の種類につ

いて説明することが重要です。「さまざまな会員オプショ

 

ご存知でしたか？ 

勧誘の取り組みを始める前に、担

当するクラブの環境を整えることが

重要です。準備不足のクラブは、

新会員を歓迎しているように見え

ない場合があります。その場合、

新会員に対する会員維持の取り組

みはあまり成功しないでしょう。勧

誘の前に、クラブが新会員を受け

入れる準備を必ずするようにしてく

ださい。「誘ってみよう！クラブのた
めの新会員勧誘ガイド」の使用
が、このプロセスに役立ちます。 

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/me301.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/how-are-your-ratings.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/mentoring-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me105.pdf
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ン」という資料に、すべての会員の種類や種別についての説明が載っているので利用してください。 

 

会員勧誘に向けたイベントまたは招請に関する報告書 

本ガイドの巻末にある「会員勧誘に向けたイベントまたは招請に関する報告書」を使用して、イベント参

加者数、会員候補者についての情報やメモ、あるいは会員候補者についてのフォローアップ情報を記

録してください。そしてこの報告書をクラブ役員に毎月提出し、クラブの勧誘活動と成果を把握してもら

えるようにします。 

 

アワードと表彰 

ライオンズクラブ国際協会は、ライオンズとクラブの実績をたたえる各種のアワードと表彰を用意してい

ます。会員委員長として、クラブ会員に下記の表彰の機会があることを伝え、新会員を勧誘するととも

に現会員の満足度を維持するよう奨励することが重要です。 

 スポンサー感謝状：会計年度中に新会員を 1名スポンサーしたライオンには、国際会長の署

名が付いたスポンサー感謝状が授与されます。 

 会員キー賞：最初の会員キー賞は 2名の新会員を招請すると授与されます。ライオンは、最大

17種類のキー賞を受賞することができます。各キー賞は、ライオンがスポンサーした新会員の

数を反映させるようデザインされています。 

 会員満足度向上アワード：年度中、会員の 90％を維持したか長期に及ぶ会員減少状況を逆

転させたライオンズクラブには、会員満足度向上バナーパッチが授与されます。 

 シェブロン賞：入会後 10年目から、その後は 5年ごとに、会員の長年の奉仕をたたえ、シェブ

ロンピンが贈られます。 

クラブ分科会 

クラブ内に特定の分野に重点を置きたい会員のグループがある、またはクラブがそのような会員を勧

誘する場合、クラブ分科会を立ち上げることが、これらの会員のクラブへの関与を維持する最善の方

法かもしれません。分科会を立ち上げるクラブは、バナーパッチで認定されます。分科会の会員と奉仕

は、クラブ全体の会員と奉仕に反映されるでしょう！詳しくは、

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/new-clubs/club-branch.phpをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me105.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/new-clubs/club-branch.php
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会員委員長予定表 

 

7月／8月／9月 

 

 会員維持と勧誘の両方の戦略を盛り込んだ会

員育成計画を立案する。 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

10月／11月／12月 

 

 しばらく例会や活動に参加していない会員と連

絡を取る。 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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会員委員長予定表 

 

  

1月／2月／3月 

 

 

 

 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

4月／5月／6月 

 

 「ライオンズ世界入会デー」に、クラブに入会し

た会員を歓迎する。 

 成功をたたえ、会員委員長に役立つ戦略とあ

まり役立たない戦略を次年度に向けた計画で

記録する。 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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会員勧誘に向けたイベントまたは招請に関する報告書 

 

クラブ名：_________________________________ イベント実施日：______________________  

イベントの種類：☐ 会議 ☐ 事業 ☐ 募金運動 ☐ 会員増強運動 ☐ 会員招請 

☐その他：____________________________________________________________________ 

 

説明：  

____________________________________________________________________________ 

 

参加者（該当する場合） 

参加したライオンの数：________ ライオンズ以外の参加者数：_________ 参加者数総：_________ 

 

入会希望者（会員候補者） 

氏名：___________________________________ 電話番号：____________________________ 

E メールアドレス：__________________________________________________________________ 

メモ／フォローアップ：_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

氏名：___________________________________ 電話番号： ____________________________ 

E メールアドレス：__________________________________________________________________ 

メモ／フォローアップ：_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

氏名：___________________________________ 電話番号：____________________________ 

E メールアドレス：__________________________________________________________________ 

メモ／フォローアップ：_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

コメント： _________________________________________________________________________ 

https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
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クラブ会員満足度報告書 

 

クラブ名：________________________________________ 月：_________________________ 

 

クラブ会員満足度を高めるため、下記を完了しました。 

☐ クラブ満足度計画を立案、確認、または修正。 完了日：_________ 

☐ 会員アンケートを実施。    完了日：_________ 

☐ 元会員アンケートを実施。    完了日：_________ 

☐ 「クラブ活性化計画」を完了。   完了日：_________ 

☐ 「地域社会奉仕ニーズ調査」を実施。  完了日：_________ 

☐ 「あなたの評価は？」アンケートを実施。  完了日：_________ 

☐ 会員の退会理由に対応。    完了日：_________ 

☐ その他。      完了日：_________ 

 

説明：_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

分かったことは？______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

コメント：_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Lion Cl 

 ライオンズクラブ国際協会  

 Membership and New Club Programs Department  
 Lions Clubs International  
 300 W 22ND ST 
 Oak Brook IL 60523-8842 USA 
 www.lionsclubs.org 

 Eメール： membership@lionsclubs.org  

 電話：630.468.3831 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:membership@lionsclubs.org

