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GATの構造

今年度のFamily and Woman 
action Team（FWT）は、
Global Action Team（GAT）の
仲間入りをしました



グローバル・アクション・チームとは
～世界中のあらゆるニーズが、ライオンやレオの奉仕を受けられる日を夢見て～

行動の力を通してクラブを強化

グローバル・アクション・チームは、ライオンまたはレオの1人
が、1日に世界のニーズの1つに奉仕によって応えることを
ビジョンに編成されました。このチームは、ライオンズの重要
な分野が統合されています。

指導力育成
会員増強
奉仕

グローバル指導力育成チーム（GLT）、グローバル会員
増強チーム（GMT）、グローバル奉仕チーム（GST）
及び日本では家族及び家庭チーム（ＦＷＴ）を、グ
ローバル・アクション・チームとしてまとめることで、クラブの成
長と奉仕に相乗効果と新しい機会を創出します。

ミッション – グローバル・アク

ション・チームは、ライオンとレオの奉

仕に対する熱意を基盤にLCIとLCIFのビ

ジョンを支持します。

目標 – 奉仕を通じて2億人以上の人々

の生活を変えるために、ライオンとレオ

の会員数を170万人に増やし、2020

年までに50万人以上の会員に学習の機

会を提供します。



グローバル・アクション・チームとは
～クラブに活気をもたらし、次のレベルに進めるよう支援します～

グローバル・アクション・チームは、クラブに活気をもたらし、

次のレベルに進めるよう支援します。

①奉仕事業に役立つ資料の提供と動的な事業の支援

②すべてのライオンの強化に役立つ指導力育成の機会の特定

③思いやりのある新会員の勧誘と既存会員の参加の促進

少しの支援があれば、より多くの人により効果的に奉仕ができま

す。その支援をするのが、グローバル・アクション・チームです。

最終的には、その支援が奉仕に役立ちます。

熱意あるボランティア。ダイナミックなリーダー。革新的な奉仕。

◆複合地区での構成

グローバル・アクション・チーム複合地区ファシリテーター

（協議会議長）

複合地区グローバル指導力育成チーム・コーディネーター

複合地区グローバル会員増強チーム・コーディネーター

複合地区グローバル奉仕チーム・コーディネーター

◆地区での構成

グローバル・アクション・チーム地区ファシリテーター

（地区ガバナー）

地区グローバル指導力育成チーム・コーディネーター

地区グローバル会員増強チーム・コーディネーター

地区グローバル奉仕チーム・コーディネーター

◆クラブでの構成

グローバル・アクション・チーム・クラブ・ファシリテーター

（クラブ会長）

グローバル指導力育成チーム・クラブ指導力育成委員長

グローバル会員増強チーム・クラブ会員委員長

グローバル奉仕チーム・クラブ奉仕委員長
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http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/GAT-MD-Chairperson.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/GLT-MD-Coordinator.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/GMT-MD-Coordinator.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/GST-MD-Coordinator.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/GAT-District-Chairperson.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/GLT-District-Coordinator.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/GMT-District-Coordinator.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/GST-District-Coordinator.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/GAT-Club-Chairperson.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/GLT-Club-LD-Chairperson.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/GMT-Club-Membership-Chairperson.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/GST-Club-Service-Chairperson.pdf


FWTがなぜ必要なの？

FWTとは Family and Woman action Teamの略です。

なぜ家族及び女性会員に力を入れるのか、それは以下の理由からです。

・「より多い会員」＝「より多い奉仕活動の担い手」

・女性はボランティア精神旺盛。女性特有の思いやり

・子供や高齢者、社会的弱者など奉仕対象のニーズを汲み取ることができる

・女性ならではの異なる視点、新しい視点



ＦＷＴの目的

 家族と女性会員の増強

 女性リーダーの育成

 優れた奉仕活動の発掘と拡大



FWTはGATの一員として
他のチームと連携して
活動します

FWT

会員増強
GMT

奉仕
GST

リーダー育
成

GLT

 会員増強においてGMTと連携

 リーダー育成においてGLTと連携

 奉仕においてGSTと連携





重点施策FWTの展開 !! ４ つ の 目 標 !!
・・・・・・ 2016年7月12日発FWT第５会則地区副ﾘｰﾀﾞｰL長澤千鶴子文書・・・・・・

優れた奉仕を通して行う会員増強

（奉仕活動参加促進）

家族と共に奉仕の拡大

（家族会員の増強）

４人に１人は女性会員／４年に一度は女性ガバナー誕生

（女性会員の確立、女性ﾘｰﾀﾞｰの育成）

支部ｸﾗﾌﾞ結成目標 ｸﾗﾌﾞが１つの支部作り

（会 員 維 持）



2017－2018年度のFWTは重点施策のポイントをさらに絞り、「女性を中心と
したクラブ支部作り」を活動目標としました。
クラブ支部作りにはGATの仲間であるGST、GMT、GLTと、奉仕、会員増強、
指導力育成のそれぞれ分野で連携して力を合わせ推進して行きたいと存じます。
クラブ支部作りの一つとして、例えば、現在、ほとんどペーパー会員となっている家
族会員の皆様を集めて、クラブ支部へと発展させて行くことを計画しております。



クラブ支部とは
支部会員は親クラブの一員となりますが、独
立した例会を開き、独自の奉仕事業や活
動に取り組みます。

5人の会員が集まれば、地区ガバナーの承
認を得て、クラブ支部が結成でき、クラブの
奉仕を広げる機会を作り出せます。

＊クラブ支部会長は親クラブの理事会メンバーにな
ります。

＊クラブ支部の会員が親クラブの例会に出席すると
定足数に加算されます。



クラブ支部のメリット

 5人から結成できるので、地域や会社などの小グループ単位でライオンズク
ラブの活動ができる!

 独立した例会を開き、独自の奉仕事業や活動ができる!

 クラブ支部の運営や活動ノウハウを親クラブに学べる!

 親クラブと異なる会費設定が可能!



クラブ支部成功例①

結成55年の男性クラブに
12名の女性支部ができたら・・・



クラブ支部成功例①

結成55年の男性クラブに
12名の女性支部ができたら・・・

奉仕の参加者が増えて
労力アクティビティが倍増!

http://4.bp.blogspot.com/-uYI-PPebwd0/U6gRk2Q5OpI/AAAAAAAAhpo/YPY3e5BGXEk/s800/kusamushiri_group.png
http://4.bp.blogspot.com/-uYI-PPebwd0/U6gRk2Q5OpI/AAAAAAAAhpo/YPY3e5BGXEk/s800/kusamushiri_group.png
http://3.bp.blogspot.com/-xx_DImcNH_c/VpjCd_CZeFI/AAAAAAAA3Aw/ayHmHdN790A/s800/group_women.png
http://3.bp.blogspot.com/-xx_DImcNH_c/VpjCd_CZeFI/AAAAAAAA3Aw/ayHmHdN790A/s800/group_women.png
http://4.bp.blogspot.com/-s-h3FlFAt2M/UrEhiVc7dNI/AAAAAAAAb5o/QxdFjIrGJJI/s800/gomihiroi.png
http://4.bp.blogspot.com/-s-h3FlFAt2M/UrEhiVc7dNI/AAAAAAAAb5o/QxdFjIrGJJI/s800/gomihiroi.png


クラブ支部成功例②

12名のクラブ支部⇒
31名の女性クラブへ!

エクステンション成功の秘訣は?



クラブ支部成功例②

12名のクラブ支部⇒
31名の女性クラブへ!

エクステンション成功の秘訣は?

入会希望者に
自分のやりたいアクティビティを

持ってきてもらう
(目的意識)

http://www.irasutoya.com/2012/02/blog-post_9762.html
http://www.irasutoya.com/2012/02/blog-post_9762.html
http://www.irasutoya.com/2014/03/blog-post_8442.html
http://www.irasutoya.com/2014/03/blog-post_8442.html


クラブ支部の成功例③

「私たちは折り紙教室の
生徒なんですけど
折り紙を何かに役立てたい」

http://4.bp.blogspot.com/-DHSL8HC0Ejc/UnIDsqP0jiI/AAAAAAAAZ6E/e4f1uKmFiiY/s800/origami.png
http://4.bp.blogspot.com/-DHSL8HC0Ejc/UnIDsqP0jiI/AAAAAAAAZ6E/e4f1uKmFiiY/s800/origami.png


クラブ支部の成功例③

「私たちは折り紙教室の
生徒なんですけど
折り紙を何かに役立てたい」

折り紙クラブ支部を結成して
毎月 施設に折り紙作りに訪問!

http://4.bp.blogspot.com/-DHSL8HC0Ejc/UnIDsqP0jiI/AAAAAAAAZ6E/e4f1uKmFiiY/s800/origami.png
http://4.bp.blogspot.com/-DHSL8HC0Ejc/UnIDsqP0jiI/AAAAAAAAZ6E/e4f1uKmFiiY/s800/origami.png


クラブ支部成功例④

自主的に子ども食堂に取り組む
30代の若い主婦たち

そういえば
こういう活動を
している団体で
「ライオンズクラブ」
ってあるらしいわよ

http://3.bp.blogspot.com/-kJTac2pJyNM/WQvvSEZxQcI/AAAAAAABEGM/6qMD7QhYalAXaiw6vN9rmryt3fSZlmCOQCLcB/s800/sushi_makizushi_woman.png
http://3.bp.blogspot.com/-kJTac2pJyNM/WQvvSEZxQcI/AAAAAAABEGM/6qMD7QhYalAXaiw6vN9rmryt3fSZlmCOQCLcB/s800/sushi_makizushi_woman.png
http://4.bp.blogspot.com/-DCnMUcMlUOs/Us_Na7RWl1I/AAAAAAAAdI8/S3jHmjiTj7w/s800/food_hors_doeuvre_oodoburu.png
http://4.bp.blogspot.com/-DCnMUcMlUOs/Us_Na7RWl1I/AAAAAAAAdI8/S3jHmjiTj7w/s800/food_hors_doeuvre_oodoburu.png
http://2.bp.blogspot.com/--snWwcMJBHk/WFJWTkvUA5I/AAAAAAABAac/2gGaE51dXREXVxlK45TQWhloHFQcZmn-wCLcB/s800/tablet_cooking_recipe.png
http://2.bp.blogspot.com/--snWwcMJBHk/WFJWTkvUA5I/AAAAAAABAac/2gGaE51dXREXVxlK45TQWhloHFQcZmn-wCLcB/s800/tablet_cooking_recipe.png


クラブ支部成功例④

自主的に子ども食堂に取り組む
30代の若い主婦たち

丸ごと15名でクラブ支部結成!

そういえば
こういう活動を
している団体で
「ライオンズクラブ」
ってあるらしいわよ

http://3.bp.blogspot.com/-kJTac2pJyNM/WQvvSEZxQcI/AAAAAAABEGM/6qMD7QhYalAXaiw6vN9rmryt3fSZlmCOQCLcB/s800/sushi_makizushi_woman.png
http://3.bp.blogspot.com/-kJTac2pJyNM/WQvvSEZxQcI/AAAAAAABEGM/6qMD7QhYalAXaiw6vN9rmryt3fSZlmCOQCLcB/s800/sushi_makizushi_woman.png
http://4.bp.blogspot.com/-DCnMUcMlUOs/Us_Na7RWl1I/AAAAAAAAdI8/S3jHmjiTj7w/s800/food_hors_doeuvre_oodoburu.png
http://4.bp.blogspot.com/-DCnMUcMlUOs/Us_Na7RWl1I/AAAAAAAAdI8/S3jHmjiTj7w/s800/food_hors_doeuvre_oodoburu.png
http://1.bp.blogspot.com/-8SjMrSxKAb8/VYJrsYGp0TI/AAAAAAAAui8/Xe9RSj1zEos/s800/oishii5_girl.png
http://1.bp.blogspot.com/-8SjMrSxKAb8/VYJrsYGp0TI/AAAAAAAAui8/Xe9RSj1zEos/s800/oishii5_girl.png
http://1.bp.blogspot.com/-x69dIzl6atc/VCka8zyMypI/AAAAAAAAm-c/YuyWdy63nxo/s800/food_salad_udon.png
http://1.bp.blogspot.com/-x69dIzl6atc/VCka8zyMypI/AAAAAAAAm-c/YuyWdy63nxo/s800/food_salad_udon.png
http://1.bp.blogspot.com/-BZT3eddbaq4/VCka9fvjd_I/AAAAAAAAm-s/NhjKfMhqCLk/s800/food_subuta.png
http://1.bp.blogspot.com/-BZT3eddbaq4/VCka9fvjd_I/AAAAAAAAm-s/NhjKfMhqCLk/s800/food_subuta.png
http://3.bp.blogspot.com/-9YA74POT128/Ur1GAmJYOAI/AAAAAAAAcVY/Y4IYTkoaKGQ/s800/food_syumai.png
http://3.bp.blogspot.com/-9YA74POT128/Ur1GAmJYOAI/AAAAAAAAcVY/Y4IYTkoaKGQ/s800/food_syumai.png
http://2.bp.blogspot.com/--snWwcMJBHk/WFJWTkvUA5I/AAAAAAABAac/2gGaE51dXREXVxlK45TQWhloHFQcZmn-wCLcB/s800/tablet_cooking_recipe.png
http://2.bp.blogspot.com/--snWwcMJBHk/WFJWTkvUA5I/AAAAAAABAac/2gGaE51dXREXVxlK45TQWhloHFQcZmn-wCLcB/s800/tablet_cooking_recipe.png


クラブ支部成功例「子ども食堂」

＊すでに地区FWTコーディネーターたちが
3つの「子ども食堂」を立ち上げています

330-A
(東京)

332-B
(岩手)

333-A
(新潟)



クラブ支部成功例「子ども食堂」

＊また子ども食堂のお手伝いでつながっているメンバーで
クラブ支部が2つ結成されました

330-A
(東京)

332-B
(岩手)

333-A
(新潟)



【クラブ支部で】会員増強のターゲットはここ

 特定の奉仕を目的とするグループ

 社会参加を志向する主婦や退職者

 職場の気の合う仲間たち

 趣味やスポーツでつながる人脈

・・・・など

ＧＭＴと連携



【クラブ支部で】リーダー育成の近道

 クラブ支部で自立した活動を学んだ会員がリーダー候補として活躍へ

 仲間を集めてクラブ支部からライオンズクラブ結成へ

 若手や女性の家族会員でクラブ支部を結成してペーパー会員から主体
的に活動する会員へ

ＧＬＴと連携



【クラブ支部で】優れた奉仕活動

 新たな視点で奉仕の地域ニーズ発見

 少人数による機動力の発揮

 質の良い奉仕で賛同者を得る

ＧＳＴと連携



永続的な
クラブ作りの
循環イメージ
クラブ支部作りの一つとして、現在、
ほとんどペーパー会員となっている家
族会員を集めクラブ支部を結成す
る。そして親クラブから支部活動を学
びながら成長した会員を中心に、新
たな家族会員の拡大を目指す。



女性ならではの奉仕活動の推進

優れた奉仕活動は人々の共感を呼び、ライオンとしての意識を高め、仲間
作りの大きな助けともなります。女性会員による子供や弱者を支援する奉
仕活動はすでに各地で始まっています。どうぞクラブで、地区で、その活動を
応援してください。



【FWTから提案】奉仕でつながるクラブ作りの一例

 正会員 10名・・・月会費5000円

 クラブ支部会員 10名・・・月会費3000円

 家族会員（子会員）15名・・・月会費1000円

じゃあ
なるべくみんなで
手分けして

コストのかからない
クラブ運営をしましょう

同じ奉仕を
考える人たちと

一緒に活動できるって
楽しいね

でも
やりたいことが
増えるほど

お金がかかるわねぇ



【FWTから提案】奉仕でつながるクラブ作りの一例

もし会員同士でスペースの提供と
事務仕事の分担ができたら・・・

年間予算120万円

諸会費支出 60万円 クラブ運営費 60万円

・年次大会登録料補助
15万円

・研修会他登録料補助
15万円

・周年行事積立金ほか

クラブ運営が
安定していると

安心してチャリティ事業に
取り組めるわ

登録料補助は助かる♪



【FWTから提案】奉仕でつながるクラブ作りの一例

奉仕が目的で集まったから高い出席率になる。労力アクティビティでみ
ると35名のクラブで100%出席は70名のクラブの50%出席と同じ!!
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【再度確認】FWTがなぜ必要なの？

FWTとは Family and Woman action Teamの略です。

なぜ家族及び女性会員に力を入れるのか、それは以下の理由からです。

・「より多い会員」＝「より多い奉仕活動の担い手」

・女性はボランティア精神旺盛。女性特有の思いやり

・子供や高齢者、社会的弱者など奉仕対象のニーズを汲み取ることができる

・女性ならではの異なる視点、新しい視点


