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第20章 グローバル会員増強チーム（GMT）、
グローバル指導力育成チーム（GLT）、  

家族及び女性チーム（FWT）、     
地区ガバナー・チーム         

 

1. GMT とGLT とFWT 

(1) 概要 
  グローバル会員増強チーム（GMT）は、継続的、集中的かつ総合的な会員増強活動の国際的枠組

みを提供します。グローバル指導力育成チーム（GLT）は、協会の未来の活力を大きく左右する指

導力育成をこれまで以上に重視します。積極的な研修とリーダーシップ育成プログラム、そして必

要な情報、指導、意欲喚起を提供することで、優れたリーダーの特定と育成に取り組みます。 

  GMTとGLTとFWTのメンバーは力を合わせ、現職および未来のライオンズリーダーを特定・

育成し、研修などの機会の活用を奨励するとともに、奉仕と献身を通じた会員増強に取り組みます。 

(2) 体制 
  二つの組織は、執行協議会により国際レベルで結びつき、かつ調整されます。GMT/GLT執行協

議会は、国際会長と第一および第二副会長による指導のもと、GMT、GLT それぞれに対する監督

および指導を行います。 

  GMTとGLTとFWTはまた、国際コーディネーター、国際理事会の会員増強委員長、リーダー

シップ委員長、および地区及びクラブ・サービス委員長から構成される合同運営委員会のほか、各

会則地域リーダーからさらなる支援を受けます。 

  三チームとも、特定の会則地域やエリアを担当するリーダーたちにより構成されます。チームの

メンバーは、地域のニーズを十分分析した上で適切なプログラムの開発と実施を行えるよう、3 年

間の任期で任命されます。全メンバーは毎年見直しが行われ、実績に基づき再任となるかまたは解

任かの確認がなされます。 

(3) 複合地区 
各複合地区は、GMTとGLTとFWTの三つのチームを編成します。各チームは複合地区コーデ

ィネーター、協議会議長、指導力育成に見識の高いライオン（両チームとも3人を上限とする）で

構成されます。複合地区のGMT、GLT、FWTコーディネーターならびにチームの他のメンバーは、

GMT、GLT、FWTエリアリーダーならびに協議会議長との相談のもと、複合地区ガバナー協議会

が任命します。 

(4) 地区 
 各地区は、GMT、GLT、FWTの三つのチームを編成します。地区のGMTをリードするのは地区

コーディネーターおよび地区ガバナー・チームであり、会員増強およびクラブ結成に重点的に取り

組む会員増強・EXT 委員会とクラブの向上・発展に重点的に取り組むクラブサクセス委員会の二

つの組織も設けられます。地区のGLTを構成するのは、地区コーディネーターおよび地区ガバナ
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ー・チームであり、第二副地区ガバナーが地区ガバナー・チームとの連絡役を務めます。地区の

FWT を構成するのは、地区コーディネーターおよび地区ガバナー・チームであり必要に応じて他

の見識あるライオンをチームに加えることができます。地区の GMT、GLT、FWT コーディネー

ター、ならびに他のメンバーは、地区ガバナーがエリアリーダー、複合地区コーディネーター（該

当する場合）、第・一および第二副地区ガバナーと相談の上、任命します。 

 

2. GMTとGLTとFWTはライオンズクラブの発展を担う

新体制 

 2011年度からこれまでの協会の成長を担ってきたMERL（メンバーシップ・エクステンション・

リテンション・リーダーシップ）プログラムが発展的に解消され、新たにグローバル会員増強チーム

（GMT）とグローバル指導力育成チーム（GLT）の 2 チームでクラブの活性化と強化を目指す新体

制がスタートしました。その後2015年度から新たに家族及び女性会員の増強を目指すチーム（FWT）

が加わり、国際協会のGMT・GLT・FWTの会則地域リーダー並びにエリアリーダーおよび複合地区

のGMT・GLT・FWTコーディネーターの指導を受けて、準地区そしてクラブにおいて、会員増強や

指導力の育成を図ることが求められています。 

組織改編の経緯を振り返り、実践的な役割を果たす地区レベル／クラブレベルでの取組を紹介しま

す。 

 

主たる目的 

GMT ◎ ライオニズムの高揚 

◎ 新会員獲得 新クラブ結成 

◎ 会員維持 退会防止 その他 

GLT  ◎ ライオニズムの高揚 

◎ リーダーの発掘 養成 

◎  リーダーシップ研修 その他 

  FWT  ◎ ライオニズムの高揚 

◎ 女性・家族会員の増強 

◎ 女性・家族会員による奉仕の拡充 
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(1) GMT・GLT・FWTの組織 

 

 2014年10月スコッツデールで開催された国際理事会で、GMTとGLTと同様の組織構造を持つ

家族および女性チーム（FWT）を設置するパイロット・プログラムが承認されました。この日本にお

ける試行プログラムは2017年6月までに、女性と家族会員の日本におけるさらなる増強、既存ネッ

トワークからの開拓、および奉仕や活動への参加を促進することを目的としています。 

(2) 地区における活動 

 GMT、GLT は国際会長が両チームの委員長を務め、各会則地域と各エリアにリーダーを置いた国

際チームが組織され、更に複合地区、地区にはコーディネーターが配置されています。これら組織の

活動はすべて地区と単一クラブレベルの実践的な取り組みを促すためにあります。 

地区においてはGMT、GLT、FWTの地区コーディネーターを中心に、地区ガバナー・チームと関

連委員会が地区GMTチーム、地区GLTチーム、地区FWTチームを構成します。地区ガバナー・チ

ームでは第1副地区ガバナーがGMTを、第2副地区ガバナーがGLTを担当して連携を取る仕組み

が構築されます。 

(3) クラブでの取組 

GMT、GLT、FWTの地区チームからは、クラブ活性化の助けとなるさまざまな情報やツールが提

供されます。しかし当然のことながら、会員を維持し増やすのも、リーダーとなる人材に機会を与え

経験を積ませるのも、クラブのやる気があってこそ成し遂げられるものです。 

例えばGMTでは、クラブサクセスを実践するためにディスカッションを主体としたワークショッ

プの開催を勧めています。クラブ内の指導力育成にはメンター・プログラムが有効でしょう。そうし

たツールを積極的に取り入れ、活用することで、クラブの活性化につなげましょう。 
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3. GMT について 

(1) GMTの活動 

すべての地域において会員数とクラブ数を増加させる 

 新クラブ結成と現クラブの会員増強の二つの活動を実行する 

 会員増強と会員維持の傾向を分析し地区のGMT戦略に導く 

 会員増強戦略を目標とする分野で実践する（例：女性会員、家族会員、若い会員、キャ

ンパス会員など） 

 新クラブ結成計画を作成し、エクステンション・チームを組織する 

 年間企画に合わせて増強キャンペーンを計画する 

 (1) 入会する元会員 (2) 入会見込者のリストを作る 

 ゾーン・チェアパーソンやクラブ役員が積極的な活動をするよう動機づける 

長期的な会員維持を実現するため「クラブサクセス」を推進 

 効果的な奉仕活動を可能にするため、1クラブの会員数を20人以上にする努力を促す 

 クラブ成功のため特に奉仕活動を促進する 

 弱体化クラブを支援するためクラブ再建の専門家を育成する 

 GLT地区コーディネーターを支援しクラブ役員研修、新会員オリエンテーションを実施 

 問題を抱えたクラブを発見するため「クラブ健康評価」報告の調査を行う 

 定期的に退会者の出口調査を行い解決可能な問題を明確にする 

 新クラブが健全に成長するため公認ガイディング・ライオンを監督する 

(2) GMTに関するQ&A 

GMTとは何？どんな活動をするの？リーダーに尋ねた５つの質問（ライオン誌2011年12月号掲載） 

    回答/後藤隆一GMT副会則地域リーダー（元国際理事/千葉県・柏中央LC） 

Ｑ GMTとは何ですか？またその目的は？ 

Ａ GMT（グローバル会員増強チーム）は2008年7月に開始された会員増強活動を促進する国

際協会のチーム・プログラムです。今年7月からこれまでのMERLが解消され、MERはGMT

へ、Lは新設のGLT（グローバル指導力育成チーム）へと変革を遂げました。目的は、継続的、

集中的かつ総合的な会員増強活動の国際的枠組みを提供することです。今年度から拡張された

複合地区/準地区GMTの各チームは、クラブの充実と成功のため、国際レベル、会則地域レベ

ル、そして地区レベルに至るまで密接に連携し合いながら、会員各位の奉仕に掛ける情熱とそ

の輸の広がりを応援します。 

Ｑ 今年度の具体的数値目標はあるのでしょうか？ 

Ａ 各地区ガバナーは、就任前のエレクト期間中にゾーン・チェアパーソン予定者等からの情報を

参考にして、地区会員増強目標を策定し GMT エリア・リーダーへ報告しました。この結果、

今年度始期における日本 35 準地区の目標数値合計は、新会員 8,621 人+チャーター・メンバ

ー（37新クラブ）902人－退会者5,194人で、差し引き4,329人の純増となっています。 

Ｑ GMTは地区レベルではどんな活動をするのでしょうか? 
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Ａ 地区 GMT コーディネーターの下には、それぞれ 3～4 人のメンバーで構成される㋐会員増

強・エクステンション委員会及び㋑クラブサクセス委員会が編成されます。㋐の主な分掌は全

般的な会員増強、特に家族及び女性会員増強、若手会員増強、クラブ結成、支部設立等であり、

㋑のそれは、地域奉仕、会員サービス、メンタリング、クラブ再建、情報資科、IT活用等によ

る会員維持となります。地区 GMT は、リジョン・ゾーン・クラブのリーダーに対し会員増強

の機会・戦術・目標について伝え、各種関連資料の活用推進を勧めます。GMTには、新会員と

新クラブの増加を通して、またクラブの活動を向上させることにより会員の維持率を高めるこ

とで、総体的会員増強を図る責任があります。 

Ｑ 単一クラブにもGMTを作るべきでしょうか? 

Ａ 作ることは可能です。しかしクラブ内に新しい組織を作ることだけを目的にすべきではありま

せん。まずは地区 GMT を活用してクラブ向上を図り、クラブなりの会員維持と増強の施策を

見いだし、クラブ会長のリーダーシップと既設の担当各委員会を始めとしてメンバーの一致協

力により、クラブ活性化の道をしっかりたどることが肝要でしょう。 

Ｑ クラブが活性化を図る取り組みの具体例があれば教えてください。 

Ａ 多数ありますので、以下個条書きにします。 

 クラブサクセス・ワークショップを開催し、クラブ向上を認識し会員維持に結び付けた。 

 女性及び若手会員増強に関して、地区担当チームの助力により前進した。 

 クラブ支部プログラムの研修を受け、二世中心の支部を設立出来た。 

 奉仕事業の見直しによりクラブのメンバーがライオンズであることの誇りを再認識し、

退会が減った。 

 新しいアクティビティ報告システムの利用により、世界の同志と情報を共有する楽しさ

を発見した。 

 クラブ再建プログラムを学び、クラブを閉じずに再出発出来た。 

 Eクラブハウスの導入で、クラブの活動を会員と地域に広く発信出来るようになった。 

 メンバーの多くが協会公式ウェブサイト（www.lionsclubs.org）の「クラブ情報センタ

ー」を訪れることにより、クラブ全体の情報資料に対する認識と知識が向上した。 

 

4. GLT について 

準地区はそれぞれ地区のGLTを編成します。これは、地区GLTコーディネーターと第二副地区ガ

バナーを連絡調整役とした地区ガバナー・チームにより構成されます。必要に応じて他の見識あるラ

イオンをチームに加えることができます。地区GLTは地区GMTと協力しながら活動します。（地区

ガバナー・チームは、GLT とGMT のどちらにおいても、地区レベルの活動の核となる）地区GLT

コーディネーターと他のGLTメンバーは、GLTエリアリーダー、複合地区GLTコーディネーター、

第一および第二副地区ガバナーと協議の上、ガバナーが任命します。 

(1) GLTの活動 

すべてのレベルにおいてリーダーとなる人材を発掘し育成 

 客観的な基準に基づき、リーダーとなる素質のあるライオンを見極める 

 指導力育成の機会についての情報を会員に伝える 
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 素質のあるライオンに、指導的役職を引き受け、技能を磨くよう勧める 

 ライオンズ・リーダーシップ研究会の修了者やその他研修を受けたライオンに、指導的

役職に積極的にかかわるよう促す 

 地域において既にリーダーとして活躍する人物を新会員として勧誘するよう会員に働き

掛ける 

リーダーが最大限に技量を発揮出来るよう研修・教育を行う 

 年間の指導力育成計画を策定する 

 副地区ガバナー研修の効果的な実施を徹底させる 

 ゾーン・チェアパーソンやガイディング・ライオンのための研修を企画する 

 クラブ役員研修が効果的に行われるようにする 

 クラブ向上プロセス（CEP）ワークショップを実施する 

 ライオンズ・メンター・プログラムを通じた積極的なコーチングを促す 

(2) GLTに関するQ&A 

GMTとは何？どんな活動をするの？リーダーに尋ねた4つの質問（ライオン誌2012年1月号掲載） 

     回答/山田實絋GLT副会則地域リーダー 

（国際理事会アポインティー/元国際理事/岐阜県・美濃加茂LC） 

Ｑ GLTとは何ですか? またその目的は？ 

Ａ リーダーシップはこれまで、MERL プログラムの中の一つとしてその役割を担ってきました

が、MERLの組織が複雑であることから、よりシンプルで機能的な組織とするため、3年前に

発足したグローバル会員増強チーム（GMT）、そして今年度から始動したグローバル指導力育

成チーム（GLT）の2つのチームに改編されました。これまで会員増強が強力に推し進められ

てきましたが、その一方で質の低下が懸念されています。GLTは質を保ち、高める役割を担い、

今後は2つのチームが連携して質と量の両方の向上を図っていきます。質と量は一方が高くな

ると、もう一方が低くなるものだという考え方があります。確かにバランスを取るのは難しい

ことですが、私は質が高くなれば、それが評価されて量も増えると考えています。 

Ｑ 日本の会員の多くは仕事上や地域において既にリーダーの立場にありますが、更に指導力を養

う必要があるのでしょうか？ 

Ａ 国際協会のプログラムや指針は全世界のライオンズを対象にしたもので、日本向けに作られて

いるわけではないことを、まず理解して頂きたいと思います。それぞれの国に合った運用をし

ていく必要があります。日本の会員に企業のリーダーや地域で指導的役割を果たす人が多いの

は確かですが、本当にリーダーシップがあるかというと、必ずしもそうではないと思います。

日本には「赤信号みんなで渡れば怖くない」という横並びの平等主義があって、突出したリー

ダーが出てきにくい傾向にあります。私の年代では学校でも社会でも、リーダーシップについ

て教わる機会は全くありませんでした。私が初めてそれを学んだのは、1996 年に受講した地

区ガバナー・ エレクト・セミナーでのことです。この時には大学教授による講義があり、リー

ダーシップにはトップダウン型とボトムアップ型があることなどを教えられ、なるほどと思い

ました。そうしたリーダーシップに関する知識やスキルは、ライオンズだけでなく、仕事や社

会生活の中でも役に立つはずです。 

Ｑ GLTは具体的にどのような役割を果たすのでしょうか？ 
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Ａ GLT には大きく分けて二つの役割があります。研修や教育を通じて現在のリーダーが十分に

力量を発揮出来るようにすること、そして、各レベルにおいて、将来のリーダーとなる人材を

発掘し、育成することです。 

Ｑ 単一クラブでは、どんなことをすればよいのですか？ 

Ａ クラブ・レベルでは、「クラブ向上プロセス（CEP）」プログラムに則ったワークショップ

を実施したり、「ライオンズ・メンター・プログラム」を取り入れることによって、クラブと

会員の向上が図られます。各地区にはGLT地区コーディネーターがおりますので、クラブの役

に立つツールや情報の提供を始め、アドバイス、助力があるはずです。GLTのもう一つの役割、

リーダーの適性がある人材を見いだし、育てていくことは、クラブ、地区、そして協会の将来

を左右する非常に重要な仕事です。現在リーダーの立場にある人が、自分に追いつき、追い越

していくような人材を育でなければ組織の発展は望めません。無論、新たな芽を摘むようなこ

とは、断じであってはなりません。クラブや地区のリーダーの皆さんには、将来を担う有望な

若いリーダーを発掘し、育てて頂きたいものです。 

(3) 指導者育成のためのプログラム 

（１） 地区ガバナーエレクトセミナー 

（２） クラブ役員オリエンテーション 

（３） ライオンズ・リーダーシップ研究会 

（４） 上位ライオンズ・リーダーシップ研究会 

（５） 地方ライオンズ・リーダーシップ研究会（国際協会からの補助金あり） 

（６） 講師育成研究会  

（７） 複合地区での研修会 

ア 次期五役研修会 

イ その他 

 

5. GMT とGLT の協力関係 

 (1) ライオンズクラブ国際協会が増え続ける各地域社会のニーズに対応しようとするのであれば、

会員増強は欠かせません。有能な指導者チームは、質の高い有意義な奉仕を行えるよう、会員たち

に不可欠な情報を提供し、指導や意欲喚起を行います。 

会員増強と指導力育成は、ライオンズとして引き続き、地域で必要とされる奉仕を提供し、「わ

れわれは奉仕する」というライオンズの使命を果そうと努力していく上で極めて重要です。 

これがグローバル会員増強チーム（GMT）とグローバル指導力育成チーム（GLT）が設立され

た理由です。 

これら二つのチームは共に、以下の三つの基本的な目標をもっています。 

・ 継続的な会員増強 

・ クラブのさらなる向上 

・ リーダーシップの質向上 

 (2) GMTとGLTは並行して存在する二つの独立したチームでありながらも、協力し合うことによ

り、それぞれがもたらすプラスの影響が最大限引き出されることになります。 
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協力し合うことで確実に個々の才能がより効果的に生かされます。単独で会員を増やし指導力の

質を高めるのに必要となる知識、スキル、経験のすべてを持ち備えたライオンは誰一人としていま

せん。協力し合うことにより、GMT およびGLT の効果が最大限生かされ、それぞれが有する特

別な知識とスキルを活用することが可能となります。 

例：GMTがクラブや会員の課題とその対処に利用できる支援プログラムについての知識を

活かし、会員の経験を良いものにしたいと願うクラブをいくつか特定します。これらのクラ

ブに対してGMT はクラブ向上プロセス(CEP)に参加するよう促し、クラブが CEP に関心

を持っていることをGLTに伝えます。研修や参加型の講義実施に専門知識を有するGLTは、

CEPワークショップを計画し、それが効果的に実施されるように計らいます。 

協力関係は互いを刺激し合い、独創性を湧かせる源です。率直で一貫性のあるコミュニケーショ

ンを取り合い、課題、機会、アイディアを共有することで、個々では発見できなかったであろう新

たな考えや見方ができるようになる可能性があります。GMT およびGLT は、課題や問題に取り

組むための最も効果的な計画策定において互いに助力し合うことができます。 

例：GMTが地域において新規のライオンズクラブ結成につながる目前の機会を特定します。

GMTコーディネーターは、地域に存在するガイディング・ライオンの経験が比較的浅いこ

とから、新クラブが結成された後の支援や指導のことが気がかりです。そこでこのことを

GLTコーディネーターに相談すると、GLTコーディネーターは、GLTが隣接地区でガイデ

ィング・ライオンの研修を行ったばかりで、その進行役の一人が非常に有能な公認ガイディ

ング・ライオンだったと答えます。GMTコーディネーターとGLTコーディネーターは二人

で、進行役を務めたこの公認ガイディング・ライオンと経験の浅いガイディング・ライオン

の間にメンタリング関係を築くことを決めます。 

協力し合うことが、よりタイミング良く目標を達成することにつなげてくれます。 

GMT とGLT がそれぞれの特定の目的について互いに通じ合っていることにより、それぞれ自

らに課せられた責任に焦点を合わせながら他方の努力を補うことができます。そしてその結果、短

期間のうちに目標が達成できる可能性も生まれます。 

例：GLTの目的の一つは、リーダーとなる可能性のある人物を見つけ出すことです。GMT

が担当地域内のゾーン・チェアパーソンらと連絡を取り合っているうちに、あるゾーン・チ

ェアパーソンの熱意と能力に感心させられます。このゾーン・チェアパーソンに地域で行わ

れる研修行事に出席するよう勧めますが、時間的なゆとりがないからという理由で応じても

らえません。GMTがこのことをGLTに伝えると、GLTがそのフォローとして、このゾー

ン・チェアパーソンとさまざまな選択肢について話し合い、適切なオンライン研修や育成の

機会を提言します。 

(3) GMTには、新会員の増加と新クラブの結成を通して、またクラブを向上させることにより会員

の維持率を高めることで、会員増強を図る責任があります。GLT の責任は、新たなライオンズ指

導者候補を見つけ出し、その育成を促すと同時に、ニーズに見合った研修や育成プログラムの実施

を通じてライオンズにおけるリーダーシップの質を高め、最大限能力が発揮され、ライオンズが成

功するよう努力をすることです。この二つのチームが効果的に協力し合うことでもたらす全体的な

効果は、その一つ一つを合計した場合よりも大きなものとなるはずです。 
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6. 家族及び女性チーム(FWT／Family and Women Team) 

 (1) 2014年10月、スコッツデール国際理事会において、会則地域Ⅴ（東洋、東南アジア）及びⅥ

（インド、南アジア、アフリカ、中東）に、GMT、GLTと同じ構造の、家族及び女性の会員増強

組織を設けるパイロット・プログラムが承認されました。 

(2)チームの活動、概観 

家族会員プログラムの更なる定着と女性及び家族会員の勧誘・定着・育成を目的に、2015年プ

ラハにおける国際理事会で正式に日本における役職任命が承認されました。会員増強だけでなく、

女性や家族会員を中心とした奉仕活動が推進されるよう望まれています。 

GMT,GLT と共に継続的な家族及び女性会員の増強、クラブ活動の充実、そして、特に女性リ

ーダーの育成や機会の拡大という三つの全体的目標の達成を目指します。 

 (3) 任期は、毎年見直しをしながら、3年間です。 

   現FWT役員・委員の任期は原則2018年6月30日迄です。 

FWT会則地域副リーダー（日本担当） 

FWTエリアリーダー（東日本担当） 

FWTエリアリーダー（西日本担当） 

FWT複合地区コーディネーター（各複合地区正副2名） 

FWT地区コーディネーター（各地区正副2名） 

FWT地区リジョン（またはゾーン）コーディネーター（各リジョンまたはゾーン1名） 

FWTクラブ委員長（各クラブ1名） 

 

7. 地区ガバナー・チーム 

(1) 地区ガバナー・チームの目的 

  変化のめまぐるしい今日、誰もが家庭、職場、ボランティア活動において、それぞれの役割をう

まくこなさなければならなりません。地区ガバナーの役割は複雑であり、質量共に多くを要求され

るものではありますが、地区ガバナーは責任を第一副地区ガバナーおよび第二副地区ガバナーと分

担することができます。地区ガバナー・チームというこの概念により協力関係が育まれ、地区運営

の継続性がもたらされると共に、第一および第二副地区ガバナーにはガバナー職を努める準備を一

層入念に行う機会が与えられます。 

  地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナーが地区ガバナー・チームを構成し、力

を合わせ地区において効果的にリーダーシップを発揮します。チームのリーダーとして地区ガバナ

ーは、地区運営全般を監督するだけでなく、チームの戦略策定、両副地区ガバナーの指導および意

欲喚起、総合的なチームの実績監督にも責任を持ちます。 

  地区の主要リーダーであるガバナーは極めて多忙です。第一副地区ガバナーおよび第二副地区ガ

バナーに必要に応じて責務を効果的に委任することにより、地区の運営と一般的な業務を向上させ

ることが可能となり、同時に副地区ガバナーにとってはそれぞれがいずれガバナーとして指導的役

割を担うための準備にもなります。 
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(2) 効果的な地区ガバナー・チーム 

  地区ガバナー・チームは地区を効果的に管理・運営し、地区を発展させ、将来に向け活力を高め

ていくことに責任を持ちます。成功を収めるチームとは、単なる人々の集まりではありません。地

区ガバナー・チームの成功、そしてガバナー・チームが任期中指導に当たるすべての特別なチーム

の成功を最大限のものとするために、下記に挙げられる、高い実績を収めるチームの特徴を検討し

てください。 

 ・ビジョン、目標、進路の共有 

   チームのメンバー全員がチームのビジョン実現に献身している。ビジョンが何であるのかを正

確にチームが知っているのは、そのリーダーがコミュニケーションのなかでそのビジョンを強調

することにより、チームに注意を向けさせ続けるからである。チームのリーダーは、チームとし

ての全体のビジョンを支持しながら、チームの各メンバーがそれぞれのニーズを満たせるよう努

力する。チームリーダーは、チームのメンバー全員が明確に定義された目標を持つことを確実に

する。そして各メンバーはそれらの目標達成に必要な努力を注ぐ意欲に満ちている。チームメン

バーは、明確に定義された目標の達成を各自の役目がどのように支援するかを理解しており、可

能な場合にはチームの全体的な成功に自分がどのように貢献するのかを明記した各々の目標と

行動計画を作成する機会も与えられる。 

・個人およびチームとして担う役割遂行への決意 

  チームメンバーにははっきりとした期待が寄せられている。同時に各自の役割の一つひとつが

他のすべてのメンバーの役割とどのように結びついているかも理解しており、互いの努力に依存

し合っていることを認識している。チームのリーダーは、メンバー一人ひとりの任務遂行を確実

なものとする一方、チームメンバーが一つのチームとして機能できるようにするプロセスやアプ

ローチを編み出していくにあたり、彼らを支援する。 

・多角的なコミュニケーション 

  チームメンバーは問題を解決し、互いにコミュニケーションを取り合い、現行の課題や新たな

問題についてチームリーダーに常に最新情報を伝える。真の協力は、定期的に自由なコミュニケ

ーションを交わすことによってのみ可能である。チームリーダーは一貫性のある多角的なコミュ

ニケーション展開に注意を向ける。 

・権限共有 

  有能なチームリーダーは、チームのメンバーが機能できるよう、チームの結果に対する権限を

チームのメンバーと共有する。チームのメンバーは決断に対する承認を得る方法と時期を理解し

ているとともに、必要に応じて自主的に決断を下す責任を負う。 

・多様性に対する理解 

  有能なチームリーダーはチームメンバーに対し、それぞれが持つユニークな強みや才能、そし

て弱みを理解するよう奨励する。最も優れたチームリーダーは、一人ひとりの違いと個人的な経

験に対する尊重を促す。チームリーダーは、チームメンバーの選択において、チームに相補的な

スキル、ユニークな経験、多様な見地をもたらす人材を意識的に選ぶ。 

・相互援助および信頼 

  優れた功績を収めるチームは相互援助および信頼関係を実演表明する。チームメンバーは、思

い切って物事に取り組み、考えや提案を自由に共有するよう奨励されるので、建設的な意見が頻

繁に交わされる。チームが一つとなって課題に取り組み、障害を乗り越え、好機をとらえるので
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ある。チームのメンバーは互いに信頼しあっている。 

優れた成績を収めるチーム作りは簡単な仕事ではない。しかしながら、地区ガバナー・チーム、

つまり地区の指導者として上記の特徴が持てるよう意識して取り組むことにより、可能性を最大限

引き出し、地区のビジョンを実現させることが可能となる。 

(3) 地区ガバナー・チームとGMT、GLT 

このように協力し合って任務をこなすチームアプローチは、地区の運営を向上させ得るのみなら

ず、副地区ガバナーがより自信に満ちた有能な地区ガバナーとなれるよう、2 年間の準備期間も与

えます。第二副地区ガバナーは任期中地区がどのように機能するかを学ぶことができると同時に、

地区のグローバル指導力育成チーム（GLT）との主要連絡役を務めるほか、ライオンズクラブ国際

協会の各種プログラムについて知識を高め、地元のクラブのニーズを見極めます。そして第一副地

区ガバナーの任期中には、クラブと会員の増強にいっそう重大な責任を担い、さまざまな特別任務

に関して地区のグローバル会員増強チーム（GMT）との主要連絡役を務め、要請があれば会議や行

事で地区ガバナーの代理を務めます。 

地区においては、GMT、GLTの地区コーディネーターを中心に、地区ガバナー・チームと関連委

員会が地区GMTチーム、地区GLTチームを構成します。地区ガバナー・チームでは第一副地区ガ

バナーがGMTを、第二副地区ガバナーがGLTを担当して連携を取る仕組みが構築されます。 

 


