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第20章 グローバル・アクション・チーム
（GAT）について         

 

1. グローバル・アクション・チームについて 

(1) 概要 
グローバル・アクション・チームは、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）、そして新たに設置されたグローバル奉仕チーム（GST）をまとめることで、ラ

イオンズの三つの主要分野に取り組む首尾一貫した方法を作り出します。グローバル・アクション・

チームはライオンズクラブ国際協会（LCI）と LCIF のビジョンを支持し、ライオンズとレオの奉

仕への熱意を新たに燃やさせるものです。 

ライオンズは奉仕するために存在します。効果的に奉仕をするには、熱心な会員と優れたリーダ

ーが必要です。グローバル・アクション・チームが設置されたのは、私たちが毎日世界中でより多

くの人々に奉仕をし続けられるようにするためです。ライオンズは皆、グローバル・アクション・

チームの一員です。 

(2) 私たちの目標 
2020 年までに、奉仕を通じて 2 億人以上の暮らしにインパクトをもたらし、ライオンズとレ

オの会員数を 170 万人に増やし、50 万人以上の会員に研修の機会を提供すること。 

(3) 私たちのビジョン 
世界中のあらゆるニーズにライオンやレオが対応できるようになる日を、私たちは思い描いてい

ます。世界的な人道上の課題に直面したとき、私たちは、世界が頼りにする奉仕団体でありたいと

思います。 

(4) クラブにとってのメリット 
クラブが中心。各クラブには GLT、GMT、そして GST チームのメンバーを務める会員がいま

す。そして、クラブ会長が、クラブにおけるグローバル・アクション・チームのファシリテーター

です。クラブを行動の中心とするボトムアップ・アプローチです。 

一にも二にもチームワーク。新たに設けられたグローバル・アクション・チームは、ライオンズ

のネットワーク全体をクラブのために活用します。クラブを支援するために GLT、GMT、GST を

まとめるチームです。すべてのクラブに活力を吹き込むことのできる、クラブの全体を見るアプロ

ーチです。助けはいたるところにあります。 

革新的な奉仕。GST は、クラブが情報や資料を特定し、奉仕事業をより良いものにしてインパ

クトを高めるノウハウを活用できるよう支援します。内容の充実した奉仕事業は、会員にさらなる

奉仕への意欲をもたせ続けます。そして奉仕したいと考えている新たな会員を引きつけるのにも役

立ちます。 

リーダーシップ育成。GLT は、リーダーとなって地域社会に奉仕をする力をライオンズに与え

ることのできる指導力育成の機会を提供してくれます。力強いリーダーは会員増強を促進させ、新

しい奉仕事業を後押しし、クラブが継続して成果を出せるようにすることができます。 
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健全な会員。GMT は、クラブが効果的な会員増強プログラムを展開し新会員を引きつけられる

よう支援することができます。そして、新会員とベテラン会員を奉仕に参加させ続ける、素晴らし

い会員体験の機会を作り出す手助けもできます。より多くの会員がいるということは、より多くの

奉仕を地域社会にもたらせるということを意味します。 

リーダーシップ、会員増強、奉仕は相互に作用。これらの各主要分野は互いに影響を及ぼし合い

ます。優れたリーダーは会員増強と奉仕を推し進めることができます。素晴らしい奉仕は、奉仕の

心をもった人々にライオンズの奉仕に加わろうという気持ちを起こさせるだけでなく、奉仕事業の

指揮を執るチャンスをもライオンズにもたらす可能性を持っています。そして会員増加は、奉仕の

インパクトを高め、未来へとクラブを導くことのできる新たなリーダーを生み出してくれます。 

LCIF の支援。ライオンズクラブ国際財団（LCIF）は、50 年近くの長きにわたり、ライオンズ

による人生を変える事業を支えてきました。LCIF は、世界中のライオンズが大掛かりな奉仕事業

に取り組み、永続的な変化をもたらすことができるよう、交付金を提供します。グローバル・アク

ション・チームは、LCIF の交付金を利用する機会があることをクラブに宣伝すると同時に人類に

いっそう大きな投資をすることができるよう、寄付をするようライオンズに呼びかけていきます。 

(5) 私たちの組織構造 
グローバル・アクション・チームはライオンズの組織構造において恒久的な存在です。国際会長

および他の執行役員に代わりグローバル・アクション・チームの三つの主要分野を率いるのは、下

記のリーダーです。 

・奉仕 - 委員長 ウィンクン・タム元国際会長 

・指導力育成 - 副委員長 ウェイン・マデン元国際会長 

・会員増強 - 副委員長 マヘンドラ・アマラスリヤ元国際会長 

クラブレベル 

◎ クラブ会長が、グローバル・アクション・チームのクラブ・ファシリテーターとなります。 

・ GLT クラブ指導力育成委員長職にはクラブ副会長が自動的に就きます。 

・ GMT クラブ会員委員長 

・ GST クラブ奉仕委員長 

地区レベル 

◎ 地区ガバナーが、グローバル・アクション・チームの地区ファシリテーターとなります。 

・ 地区 GLT コーディネーター 

・ 地区 GMT コーディネーター 

・ 地区 GST コーディネーター 

複合地区レベル 

◎ 協議会議長が、グローバル・アクション・チームの複合地区ファシリテーターとなります。 

・ 複合地区 GLT コーディネーター 

・ 複合地区 GMT コーディネーター 

・ 複合地区 GST コーディネーター 

エリアレベル 

・ GLT エリアリーダー 

・ GMT エリアリーダー 

・ GST エリアリーダー 
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会則地域レベル 

・ GLT 会則地域リーダー 

・ GMT 会則地域リーダー 

・ GST 会則地域リーダー 

(6) 資料・情報 
グローバル・アクション・チームに関する最新情報は、ライオンズクラブ国際協会のウェブサイ

トでご覧ください。グローバル・アクション・チームのウェブページには、クラブレベルの役割を

果たす上で役立つ E ブックを含め、GLT、GMT、そして GST のための具体的な情報や資料が掲

載されています。このウェブページには新たな情報資料が加えられていきますので、頻繁に確認し

てください。 

 

 

2. GMT コーディネーター 

(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 

 

 

3. GLT コーディネーター 

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
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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 

◆ 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 

 

 

4. GST コーディネーター 

(1) 複合地区GSTコーディネーター 

目標 1: 複合地区内のすべての地区が GST コーディネーターを任命するよう図る。 

目標 2: 複合地区内のすべての地区 GST コーディネーターおよび地区ガバナーがライオ 

ンズクラブ国際協会の新たな奉仕フレームワークと糖尿病予防および管理というグ

ロー バル奉仕分野について認識しているようにする。  

目標 3: 地区 GST コーディネーターに情報や資料を提供し、MyLCI を使ってのクラブの 

アクティビティ報告を奨励し、その数を増やす。  

目標 4: クラブの実地参加型奉仕事業を奨励しその実施率を増やすのに役立つ情報や資 料を

地区 GST コーディネーターに提供する。その際、100 周年記念奉仕チャレンジと

新 しい奉仕フレームワークに沿った奉仕分野に特に重点を置く。  

目標 5: クラブによる糖尿病関連事業実施を推進するよう、すべての地区 GST コーディ ネ

ーターに奨励する。  

目標 6: モバイルアプリ「MyLion」を、奉仕活動の計画・実施に活用するよう奨励する。 
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(2) 地区GSTコーディネーター 

目標 1: 地区内のすべての地区が GST クラブ奉仕委員長を任命するように図る。 

目標 2: 地区内のすべてのライオンズクラブおよびレオクラブがライオ ンズクラブ国際協会

の新たな奉仕フレームワークと糖尿病予防および管理というグロー バル奉仕分野

について認識しているようにする。  

目標 3: MyLCI / MyLion を使ってアクティビティ報告を増やす。  

目標 4: 100 周年記念奉仕チャレンジと新 しい奉仕フレームワークに沿った奉仕分野に特

に重点を置いた、クラブによる実地参加型奉仕事業の実施率を増やす。 

目標 5: 地区内すべてのクラブに、年間最低一つの糖尿病関連事業を遂行するよう奨励する。  

目標 6: 地区内すべてのライオンおよびレオに、モバイルアプリ「MyLion」を、奉仕活動の

計画・実施に活用するよう奨励する。（担当地域でアプリが公開されている場合） 

 

 

5. 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 

家族と女性会員の増強、家族と女性会員のライオンズにおける活動の推進、意識と行動力を高め 

ること、複合、地区のGMT、GLTコーディネーターと協力しながら、家族及び女性に関する対

応 を行い、新クラブと支部結成をはかり、入会促進を行ない、退会防止に努めます。女性が積

極的に ライオンズを学び、リーダーシップを発揮する機会を得るよう奨励します。 

(3) 日本におけるプログラムであり、任期は、毎年見直しをしながら、3年間です。 

   現FWT役員 

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） 
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6. GAT グローバル・アクション・チーム日本 組織表 

 


