
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ライオンズクラブ国際協会 

公認奉仕プログラム 
 



イオンズの「ウィ・サーブ」の伝統は、メルビン・ジョーンズによって 1917 年に始まった。

今日では 46,000 を越える世界中のクラブで、130 万人以上もの男女がこの誇るべき伝統を

受け継いている。 

ラ
 
ライオンズは幅広い人道奉仕活動に取り組んでいる。個々のクラブはそれぞれ地域的な奉仕活動を立

案し、実行に移している。クラブ単独では実現できない大規模な事業が、地区全体の取り組みとなる

ことも多い。ライオンズの奉仕活動の規模と種類は、無限の多様性を誇っている。   
 
2003 年 4 月、ライオンズクラブ国際協会の理事会は、ライオンズのプログラムを以下の 7 つのカテゴ

リーに分類することを決定した。 
 

1. 地域社会奉仕 

2. 糖尿病教育 

3. 環境奉仕 

4. 聴覚・言語障害者福祉 

5. 国際協調 

6. ライオンズ青少年奉仕の機会 

7. 視力保護および視覚障害者福祉 
 
上記の 7 つのカテゴリーには、以下の基準を満たすライオンズの公認奉仕プログラムが含まれている。 
 
 「ウィ・サーブ」のモットーを具現し、世界中のライオンズクラブにとって有意義なものである

こと。 

 重大な社会的・人道的必要を満たすものであること。 

 然るべき成果を達成し、奉仕の対象に利益をもたらすものであること。 

 会員が「自ら」参加できるものであること。 

 会員に指導的な役割をもたせるものであること。 

 ライオンズの奉仕活動に対する人々の認識を高めるものであること。 

 持続可能なものであること。 
 
ライオンズクラブ国際協会は、理事会が公認した上記の奉仕プログラムについて、情報と組織的な支

援を提供する。ライオンズクラブ国際協会の将来的なプログラムも、同様に上記の 基準を満たすも

のでなければならない。 
 
この手引の目的は、奉仕事業の提案、前例、会員が利用できる資料のリスト、会員およびクラブに授

与されるアワードを示すことにより、ライオンズ公認奉仕プログラムの特徴を明らかにすることにあ

る。 
 
事業を計画する前に 



 
 目標を設定 クラブおよび地区の現行の事業を評価する。計画の概要をまとめる。実行に向

けた手順を考え、計画に盛り込む。計画を地区ガバナーに提出し、承認を求める。 
 
 目標および事業の趣旨を伝達 クラブ例会、地区ウェブサイトへの公開、地区ガバナーのニ

ュースレターへの掲載、E メール、個人的な書簡、電話、訪問などによって、ライオンズの委

員長に伝達する。 
  
 新たな発想を盛り込む 地域、地区、国内プログラムの重複を避ける。他の組織と協力し、

地域社会に最も適した事業を提供する。 
 

 セミナーおよび研究会を企画 地域の他のクラブに事業を説明する。 
 

 クラブおよび地区の PR 委員長と協力 事業を広報する。新聞、ラジオ、テレビ、ウェブサイ

ト、E メールサーバー、看板、ポスターなどを利用する。 
 
ライオンズクラブが利用できる資料 
 

ライオンズのウェブサイトwww.lionsclubs.orgでは、ライオンズクラブとその奉仕事業の双方

に関する情報を提供している。 

各ページ右側の「委員長のための情報」には、奉仕事業の実施に関する詳細な情報が掲載

されている。  

LCIF のページにある「今月の事業」では、毎月さまざまな奉仕事業を取り上げている。こ

のページを見るには、「ライオンズについて」から「LCIF」を選択する。 
 
ライオン誌にも、ライオンズの優れた奉仕事業が紹介される。ライオンズのウェブサイトに

は、本部編集の英語版が掲載されている。各国語ライオン誌 31 版に関する情報は、ウェブサ

イトの「ライオン誌」のページを参照のこと。このページを見るには、「ニュースとイベン

ト」を選択する。本部版ライオン誌の編集者への問い合わせは、次のEメールアドレスを利用

する。thelionmagazine@lionsclubs.org
 

ライオンズの委員長 は、会員にとって貴重な情報源となる。彼らは長年奉仕事業に取り組み、

実践的な経験をもっていることが多い。地域のプログラム委員長の連絡先は、地区ガバナー

または国際本部の国際アクティビティおよびプログラム企画部に問い合わせる。ライオンズ

のウェブサイトには、地区及び複合地区の青少年交換及び国際協調委員長一覧 (英語) が掲載

されている。一覧を見るには、「情報資源」から、順次「パンフレット」「アクティビティ

及びプログラム」「レオ/青少年」を選択する。 
 

 
 

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


国際本部では、奉仕事業の概要、ライオンズのパンフレット、アワードに関する詳しい情報

を提供している。連絡先は以下の通りである。  
Lions Clubs International 
International Activities and Program Planning Division 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842 
USA 
 
E メール：executiveservices@lionsclubs.org 

電話：630-571-5466 

ファックス：630-571-1670 

 ►地域社会奉仕 
 

健康博覧会への参加から芸術祭のスポンサーに至るまで、ライオンズの地域社会奉仕は多岐

にわたっている。 
 

公認された地域社会奉仕プログラム  
 

ハビタット・フォー・ヒューマニティとの協力による視覚・身体障害者のための住宅建設 -ハ

ビタット・フォー・ヒューマニティ・インターナショナルと協力して、目の見えない人々や

障害をもった人々の住宅を建設または改築するために、ライオンズクラブ国際財団（LCIF）

は 1,200 万ドルの交付金を提供した。提携関係の成立後、当初の 4 年間に 500 件の住宅が建設

または改築された。詳細はウェブサイトの「ライオンズについて」から、「LCIF」を選択す

る。 
 
ライオンズ文化および地域社会活動プログラムは、2000 年 10 月に正式な承認を受けた。この

プログラムは、「地域社会の生活、文化、福祉および公徳心の向上に積極的関心を示す」と

いうライオンズ第三の目的に基づくものである。ライオンズは毎年、数千件もの文化および

地域社会奉仕事業を実施している。 
 
地域社会奉仕事業の例 
 
1. 米国ワシントン州リンデンのライオンズは、風車を復活させる地域社会事業を実施した。リンデ

ン市長はその取り組みを称え、ライオンズに市民功労賞を贈った。  
 
2. フランス 103-CE 地区のライオンズは、若い音楽家のためのコンクールを実施した。  
 
3. 米国バージニア州の 24-E 地区では、地区内すべての中学校を対象に学力コンテストを実施し

た。優勝した学校は、全国学力コンテストに出場する。  
 

 
 



資料  
 

ウェブサイトには、ライオンズのパンフレット「文化および地域社会活動クラブガイド」
（IAD-72）が掲載されている。「情報資源」から、「アクティビティおよびプログラム」を

選択する。 
 
►その他の情報源  
 
世界保健機構は、世界の公衆衛生を担う国連機関である。 
www.who.org  

 
国際連合教育科学文化機関は、全世界の教育・科学・文化を振興する国連機関である。 
www.unesco.org  
 

アワード  
 

模範的な地域社会奉仕事業を実施したライオンズクラブは、ライオンズクラブ地域社会およ

び文化活動バナーパッチ賞を申請することができる。詳しい情報はウェブサイトを参照する。

「国際協調」から、順次「文化と環境」「文化および地域社会活動プログラム－委員長のた

めの情報」を選択する。  
 

►糖尿病教育  

糖尿病性網膜症は、20～74 歳の人々の間で失明を引き起こす主要な原因となっている。1984

年に開始されたライオンズ糖尿病教育プログラムは、ライオンズによる糖尿病教育活動の実

施を奨励するものである。1984 年以降、11 月は「ライオンズ糖尿病教育月間」に指定されて

いる。 
 

公認された糖尿病教育プログラム 
 

地域社会教育 -「糖尿病教育：ライオンズクラブ活動ガイド」（IAD-163）には、さまざまな

糖尿病教育事業の概要が示されている。地域の診療所、医院、薬局に、「ライオンズ糖尿病
パンフレット」（IAD-162）や「ライオンズ糖尿病のしおり」（IAD-161）を配布することも

できる。これらの冊子の入手方法は、下記の資料の項を参照のこと。  
 

糖尿病スクリーニング検査 -ライオンズは地域の保健当局と協力して、糖尿病発見のためのス

クリーニング検査を実施することができる。糖尿病スクリーニング検査のガイドラインは、

ウェブサイトを通して入手できる。「その他のプログラム」から、「糖尿病」を選択する。 
 

ライオンズ・アイヘルス・プログラム（LEHP）は、糖尿病性眼病と緑内障を予防するため、

定期的な眼科検査と時を得た治療を受けることの重要性を強調する教育プログラムである。

 
 



詳しい情報はウェブサイトを参照のこと。「ライオンズについて」から、「LCIF」を選択す

る。 
 

糖尿病患者のためのレクリエーション・キャンプ –ライオンズクラブは、糖尿病患者のための

レクリエーション・キャンプを自ら企画することができる。また、こうした企画に資金や奉

仕を提供してもよい。詳細はウェブサイトを参照のこと。「その他のプログラム」から、

「糖尿病」を選択する。 
 

糖尿病教育事業の例 
 

1. 8-L 地区（米国ルイジアナ州）のライオンズは、米国糖尿病協会と協力して、地域住民のため

に糖尿病スクリーニング検査を実施した。 
 

2. ブラジルでは、サン・パウロ（ベレン）のライオンズが糖尿病スクリーニング検査用の衛生

車を購入した。  
 

3. 4-L6 地区（米国カリフォルニア州）のライオンズは、糖尿病患者のための地域キャンプを支

援している。さらに、メキシコで糖尿病スクリーニング検査を実施するため、B-1 地区（メキ

シコ）のライオンズとの共同事業に着手した。 

資料  
 
ライオンズのパンフレット、「糖尿病教育：ライオンズクラブ活動ガイド」（IAD-163）、
「糖尿病パンフレット」（IAD-162）、「糖尿病のしおり」（IAD-161）は、ウェブサイトを

通して入手できる。「情報資源」から、順次「パンフレット」「アクティビティおよびプロ

グラム」を選択する。 
 
►提携組織  

 
世界保健機関（WHO）は、世界の公衆衛生を担う国連機関である。 www.who.org  

 
米国糖尿病教育プログラム（NDEP）は、適切な食品の選択と定期的な運動によって血糖値を

抑えるよう、糖尿病患者に奨励している。www.ndep.nih.gov   
  

米国糖尿病協会（ADA）は、ライオンズ視力ファースト糖尿病研究プログラムを推進してい

る。1982 年以降、糖尿病性網膜症の研究者を対象に 460 万ドルの LCIF 交付金が交付された。
www.diabetes.org  

 
米国アイヘルス教育プログラム（NEHEP）は、LCIFの資金提供によってLEHPを開始した。
www.nei.nih.gov  

 
アワード  

 

 
 

http://www.ndep.nih.gov/
http://www.ndep.nih.gov/
http://www.nei.nih.gov/
http://www.nei.nih.gov/


ライオンズ糖尿病委員長は、地区糖尿病教育賞を受賞することができる。 
 

ライオンズクラブは、糖尿病教育ニューホライゾン賞を受賞することができる。 
 

上記のアワードに関する情報は、ウェブサイトを参照のこと。「その他のプログラム」から、

「糖尿病」を選択する。  
 

►環境奉仕 
 

ライオンズクラブ国際協会は 1972 年 10 月、ライオンズ環境プログラムを公認した。その目的は

以下の通りである。  
 

「人類社会と自然がともに繁栄し、現在および未来の世代の生活の質を向上することができ
るよう、適切な環境の創出と維持を支援する。」 

 
環境活動は、レオクラブの国際奉仕事業となっている。レオとライオンズは、国連環境プログラ

ム（UNEP）の世界環境デー（6 月 5 日）に、環境事業を実施するよう奨励される。環境に関する

万国共通のモットーは、削減、再利用、リサイクルである。   
 

公認された環境プログラム 
 

リサイクル：紙、アルミニウム、ガラス、プラスチック、電話帳、電池、石油製品など。 
 
公害防止の取り組みとしては、地域の幹線道路、水路、海岸線の清掃活動が挙げられる。騒

音公害、酸性雨、オゾン層破壊に関する公開セミナーを実施してもよい。 
 

緑化活動としては、ライオンズ記念林の造成や、果樹を植林し、その収穫を恵まれない人々

に寄付することなどが挙げられる。 
 

その他の環境事業としては、野生生物保護区の設定、エコロジー・クラブの設立、地域社会

のための堆肥集積所の設置、生態系または絶滅危惧種の保護などが挙げられる。 
 

ライオンズ環境保全写真コンテストでは、ライオンズの環境保全に対する決意を写真で表現する。ク

ラブでのコンテストに写真を応募する。その後、各クラブにつき 1 枚の写真が、順次、地区、複合地

区、国際レベルでのコンテストへと進んでいく。 
 

環境事業の例 
 

1. A-5 地区（カナダ、オハイオ州）のライオンズは、27 学校の 1～8 年生を対象とする「環境と

私」ポスター・コンテストのスポンサーとなった。 
 

 
 



2. 米国ジョージア州では、18-A 地区のライオンズが「A 級河川の選定」プログラムを支援して

いる。会員は水質を監視し、その結果を水資源再生の専門家に報告している。 
 

3. 108-Y 地区（イタリア）のライオンズは、地中海の汚染防止に関する教育プログラムのスポン

サーとなっている。 
 

資料 
  

ライオンズのパンフレット「環境保護：ライオンズクラブの環境奉仕事業」（IAD-219）、お

よびレオのパンフレット「私たちの環境、私たちの将来」（LEO-302）は、ウェブサイトを通

して入手できる。「情報資源」から「パンフレット」、「アクティビティおよびプログラ

ム」または「レオ/青少年」を選択する。  
 

►その他の情報源 
 

国連環境プログラム（UNEP）は、環境に関する世界的かつ貴重な情報源となっている。 
www.unep.org  
 

アワード  
 

ライオンズ環境保全コンテストでは、六つの部門別に最優秀写真が選ばれる。コンテスト応

募用紙は、ライオンズクラブ国際協会のウェブサイトに掲載されている。「その他のプログ

ラム」から「文化･環境」を選択する。 
 

環境事業を達成したレオクラブは、レオクラブ環境事業バナーパッチ賞を申請できる。ウェ

ブサイト上の申請フォームを利用するには、「情報資源」から順次「書式」「レオ/青少年」

を選択する。  

►聴覚・言語障害者福祉 
 

1925 年、ヘレン・ケラーは目の見えない人々と耳の聞こえない人々を援助するよう、ライオンズ

に要請した。それ以降、ライオンズは聴覚障害者のために数々の事業を展開している。  
 
公認された聴覚・言語障害者福祉プログラム 

 
コミュニケーション補助器/補助装置-ライオンズクラブは、手話授業の支援、補聴器の提供、

聴導犬訓練の援助などの活動を行うことができる。詳しい情報はウェブサイトを参照のこと。

「その他のプログラム」から、「聴覚」を選択する。  
 

補聴器リサイクル・プログラム（HARP） - 2001 年に承認された HARP は、ライオンズによ

る中古補聴器の寄付を奨励している。集まった補聴器は修理、リサイクルされる。関連情報

はウェブサイトを参照のこと。「その他のプログラム」から、「聴覚」を選択する。 
 

 
 



聴導犬 -ライオンズクラブは、聴導犬の飼育と訓練を行う学校を支援している。聴導犬は主人

に、子供の泣き声、目覚まし時計、玄関の呼び鈴、電話、煙探知機の音を知らせる。詳しい

情報はウェブサイトを参照のこと。「その他のプログラム」から、「聴覚」を選択する。 
 

聴力スクリーニング検査 -ライオンズクラブは頻繁に医療関係者を手配し、一般の人々に対す

る聴力スクリーニング検査を実施している。検査の実施については、ウェブサイトのガイド

ラインを参照のこと。「その他のプログラム」から、「聴覚」を選択する。  
 

聴覚障害者のためのリクリエーション・キャンプ -ライオンズのクラブや地区は、聴覚障害者

のためのリクリエーション・キャンプの実施を自ら企画し、または支援している。情報はウ

ェブサイトを参照のこと。「その他のプログラム」から、「聴覚」を選択する。 
 

聴覚障害者福祉事業の支援 -ライオンズは、側頭骨バンクの支援、聴覚障害者に対する大学奨

学金の交付、聴覚障害者のための地域劇場の援助などを行うことができる。詳しい情報はウ

ェブサイトを参照のこと。「その他のプログラム」から、「聴覚」を選択する。 
 

聴覚・言語障害者福祉事業の例 
 

1. 355-A 地区（日本）のライオンズは、聴導犬に関するセミナーを実施した。 
 
2. MD5M 地区（米国ミネソタ州）のライオンズクラブは、ミネソタ医科大学にライオンズ聴覚

基金を設立した。基金では、聴覚のための処置・手術・治療・研究に加え、聴力スクリーニ

ング検査と地域社会教育も提供している。 
 
3. MD105 地区（英国）のライオンズは、失聴に対する認識と理解を高めるためのプログラムを

支援している。このプログラムは、「共感的聴覚プログラム」として知られている。 

資料 
 

ライオンズのパンフレット「聴覚障害を理解する」（IAD-8）および「聴覚障害者のための技
術機器」 （IAD-9）は、ウェブサイトを通して入手できる。「情報資源」から、「パンフレッ

ト」を選択する。 
 
►その他の情報源 
 
世界保健機構は、世界の公衆衛生を担う国連機関である。（www.who.org）  

 
（米）国立聴覚・伝達障害研究所は、米国立衛生研究所の下部機関である。

（www.nidcd.nih.gov）  
 

 
 

http://www.lionsclubs.org/EN/content/pdfs/iad08.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/content/pdfs/iad09.pdf
http://www.who.org/
http://www.nidcd.nih.gov/


アワード  
 

資格を満たした地区聴覚・言語障害者福祉委員長は、地区聴覚委員長賞を受賞できる。この

賞に関する情報はウェブサイトを参照のこと。「その他のプログラム」から、順次「聴覚」

「委員長のための情報」を選択する。 
 

►国際協調 
 

すべての個人は地域社会および国家の一員であるが、ライオンズの会員は国際社会の一員で

もある。ライオンズクラブ国際協会の第一の目的は、次の通りである。  
 

「世界の人びとの間に相互理解の精神をつちかい発展させる。」 
 
この目的は、地域社会または国家の利益は、世界全体の利益を無視しては達成されない、と

いう現代の根本的な現実を認めたものである。 
 
ライオンズは正式な国際友好・国際援助プログラムを通して、援助を求める世界中の人々を

支援している。 
 
公認された国際協調プログラム 
 

クラブ国際姉妹提携は、異なった国々のクラブが相互の合意によって結ぶ自主的な友好関係

である。「姉妹」関係の締結については、ウェブサイトの国際姉妹提携のページを参照のこ

と。「国際協調」から、「国際友好プログラム」を選択する。 
 

国連（UN）ライオンズ・デーは、国連とライオンズの歴史的な関係を祝して、毎年ニューヨ

ーク市の国連本部その他で開催される行事である。ライオンズの創立者メルビン・ジョーン

ズは、国連憲章に非政府組織（NGO）の条項を設けることに協力した。詳しい情報はウェブ

サイトを参照のこと。「その他のプログラム」から、「国際協調」を選択する。 
 

ライオンズクラブ相互援助プログラムでは、クラブからクラブに保健・福祉・教育に関する

援助を提供する。詳細はウェブサイトを参照のこと。「その他のプログラム」から、順次

「国際協調」「国際援助プログラム」を選択する。 
 
切手の収集と交換には、450 名を超えるライオンズ国際スタンプ・クラブ（LISC）のメンバー

が、世界中から参加している。会員は誰でも、LISC に加わることができる。メンバーは新し

い切手を集め、資金調達用の使用済み切手を寄付している。詳しい情報はウェブサイトを参

照のこと。「その他のプログラム」から、順次「国際協調」「国際友好プログラム」を選択

する。 

 
 



 
国連児童基金（UNICEF）「箱の中の学校」プログラムは、算数・読書・保健・栄養・安全に

関する生徒 40 人分の教材を箱に入れて提供する、子供たちのための国連プログラムである。

「エデュキット」の名前でも知られるこのプログラムを支援するため、多くのライオンズク

ラブが資金提供を行っている。詳細はウェブサイトを参照のこと。「その他のプログラム」

から、順次「国際協調」「国際援助プログラム」を選択する。 
 

世界平和デーは、毎年 1 月 24 日に開催される。ライオンズはこの日、地域の習慣に従い世界

平和を促進するよう奨励される。詳しい情報はウェブサイトを参照のこと。「その他のプロ

グラム」から、順次「国際アクティビティ」「国際友好プログラム」を選択する。 

 
国際協調事業の例 

 
1. オーストラリアのライオンズは、ストリート・チルドレンのための恒久的な保護施設を建設

するため、411 地区（アフリカ、ケニア）のライオンズとの共同事業に着手した。 
 
2. A-1 地区（米国イリノイ州）のライオンズは、ドイツから訪れた 42 名の少年合唱団を歓待し、

交通、宿泊、食事を提供した。 
 
3. 20-R2 地区（米国ニューヨーク州）のライオンズとレオは、UNICEF のエデュキットを購入す

るための資金調達活動を続けている。 
 
資料 

 

複合地区国際協調委員長一覧及び地区国際協調委員長一覧は、ライオンズのウェブサイトに

掲載されている。一覧を見るには「その他のプログラム」から「国際協調」を選択する。 
 

ライオンズのパンフレット「ライオニズムを通して世界を結ぶ国際事業」（IAD-101）には、

ライオンズクラブの国際事業の概要が示されている。「情報資源」から、順次「パンフレッ

ト」「アクティビティおよびプログラム」を選択する。 
 

►ライオンズ提携組織 
 

国際連合（UN）-- ライオンズクラブ国際協会の創立者であるメルビン･ジョーンズと D.A.ス

キーン元国際会長並びにフレッド W. スミス元会長は、国際連合が非政府組織（NGO）の憲章

を作成する際に助力した。そしてライオンズは、現在もなお、国際連合の人道主義的プログ

ラムに協力している。またライオンズは、国際連合の幾つもの機関で相談役を担っている。 

アワード 
 

 
 



ライオンズ国際協調賞の賞状は、地区ガバナー宛に郵送され、地区で最も目覚しい国際協調

活動を行った会員に授与される。 
 

国際理解・協力（功労クラブパッチ）賞は、毎年地区ガバナーに郵送され、地区で最も目覚

しい国際理解・国際協力活動を展開したクラブに授与される。 
 

クラブ国際姉妹提携賞は、合意により姉妹提携を締結したライオンズクラブに郵送される。

国際本部に初めての姉妹提携を報告すると、クラブには提携パッチまたは提携証書が贈られ

る。別の年に別のクラブと姉妹提携を結んだ場合には、新たな提携についてもパッチまたは

証書を申請することができる。 
 

アワードに関する情報は、ウェブサイトを参照のこと。「その他のプログラム」から、「国

際協調」を選択する。 
 

►「ライオンズ青少年奉仕の機会」 
 

「ライオンズ青少年奉仕の機会」の目的は以下の通りである。 
 

「個人的にも集団的にも、多くを達成し、学び、寄与し、奉仕する機会を、青少年育成の分
野において最善な方法とみなされる活動を通して世界の青少年に提供する」 

 

「ライオンズ青少年奉仕の機会」委員会は、クラブ・地区・複合地区の各レベルで組織される。

委員会には、ライオンズ青少年プログラムのすべての委員長が参加する。 
 

公認された「ライオンズ青少年奉仕の機会」 

プログラム 
 

レオクラブ・プログラム -レオクラブ・プログラムの目的は「世界の青少年が地域、国、国際
社会の責任ある構成員として成長し、貢献することができるよう、彼らに個人的および集団
的な機会を提供すること」である。1957 年、米国ペンシルバニア州のグレンサイド・ライオ

ンズクラブがアビントン高校レオクラブのスポンサーとなり、世界初のレオクラブが結成さ

れた。1996 年には、コロンビアのフォメク・モナルカ・レオクラブが世界で 5000 番目のレオ

クラブとなった。レオに関する詳しい情報は、ウェブサイトのレオ・ゾーンを参照のこと。

「青少年プログラム」を選択する。 
 

ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト -学校または青少年グループに所属する11～13歳ま

での生徒は誰でも応募できるが、ライオンズクラブが主催するコンテストに登録しなければ

ならない。ライオンズクラブは、コンテストのスポンサーとなるためのキットをクラブ用品

販売課から購入することができる。最優秀賞の受賞者には2,500ドルの賞金と、米国ニューヨ

ークで開かれる国連ライオンズ・デーの授賞式に出席するための旅費（家族2名およびスポン

 
 



サー・クラブの会長分を含む）が贈られる。受賞ポスターの閲覧、詳細の確認、キット注文

書式の入手については、ウェブサイトの「青少年プログラム」を選択する。 
 

ライオンズ国際ユースキャンプ - ライオンズ国際ユースキャンプ・プログラムは、「世界の人
びとの間に相互理解の精神をつちかい発展させる」というライオンズの第一の目的に基づき、

1974 年に正式に承認された。ライオンズのクラブと地区は、ライオンズクラブがスポンサー

となった 16～22 歳の若者たちを招き、組織的なキャンプ・プログラムに参加させる。キャン

プの開催地としては、農村、都市、大学などが挙げられる。ライオンズ国際ユースキャンプ

の参加者の多くは、ライオンズ国際青少年交換プログラムにも参加している。現在実施され

ている国際ユースキャンプのリストをはじめ、詳しい情報はウェブサイトを参照のこと。

「青少年プログラム」を選択する。 
 

ライオンズ国際青少年交換 -このプログラムが 1961 年に公認されて以降、ライオンズは 15～

21 歳の何千人もの青少年のスポンサーとなり、青少年交換プログラムに参加させてきた。ラ

イオンズのプログラムは、観光・教育・雇用を目的とする他の交換プログラムとは異なり、

文化を学ぶための独特の機会を提供するものである。ライオンズ青少年交換では多くの場合、

ホスト国に 4～6 週間滞在することになる。詳しい情報はウェブサイトを参照のこと。「青少

年プログラム」を選択する。 
 

ライオンズ児童奉仕 – このプログラムは、2003 年に公認された。プログラムの使命は、国内

及び国際的な保健並びに教育関連の奉仕を通じて、逆境にある幼小児や青少年の生活を向上

させる事である。情報はウェブサイトの「青少年プログラム」から「青少年指導」「ライオ

ンズ児童奉仕プログラム」を選択する。 
 

ライオンズ-クエスト-青少年に人格形成、薬物と暴力の防止、奉仕を学習させる生活技能教育

である。世界中で 600 万人を超える 5～18 歳の児童生徒が、ライオンズ-クエストの「成長期
への対応」（幼稚園～5 年生）「思春期への対応」（6 年生～8 年生）「飛躍への対応」（9 年

生～12 年生）の各プログラムに参加している。情報はウェブサイトを参照のこと。「青少年

プログラム」から、順次「青少年指導」「青少年のボランティア」を選択する。 
 

ライオンズ 21 世紀の青少年大使アワード-ライオンズの地区および複合地区は、地域社会奉

仕・指導力・学業・弁論の各分野で優れた活躍を見せた 15～19 歳の青少年を、青少年大使ア

ワードによって表彰することができる。詳細はウェブサイトを参照のこと。「青少年プログ

ラム」から、「青少年指導」「委員長のための情報」を選択する。 
 

ライオンズ青少年奉仕指導者賞 -ライオンズは、12～18 歳の地域社会ボランティアに対し、シ

ルバー・シール賞（50 時間の地域社会奉仕）またはゴールド・シール賞（100 時間の地域社

会奉仕）の賞状を無料で授与することができる。詳しい情報はウェブサイトを参照のこと。

「青少年プログラム」から、「青少年指導」「委員長のための情報」を選択する。 

 
 



青少年指導 -国際協会は、青少年が責任ある成人として、また地域社会の指導者として成長で

きるよう支援することを約束している。この約束を果たすため、1993 年に「青少年指導：今
日、明日を変える」プログラムが開始された。このプログラムの目的は、「青少年に学習・
達成・奉仕を求め、その実現を支援すること」にある。プログラムには、青少年奉仕、青少

年メンタリング、スカウト活動が含まれている。関連情報はウェブサイトを参照のこと。

「青少年プログラム」から、「青少年指導」を選択する。 
 

「ライオンズ青少年奉仕の機会」事業の例 

1. イタリアのライオンズクラブは毎年、16 以上のライオンズ国際ユースキャンプに何百人もの

青少年を受け入れている。   

2. 日本のライオンズは 2000-2001 年度、ライオンズ国際青少年交換プログラムに参加する 500 人

の青少年のスポンサーとなり、500 人の若者を受け入れた。 

3. インドの 323-B 地区のライオンズは、1000 人を超える青少年にライオンズ青少年奉仕指導者

賞のゴールド・シール賞（100 時間の奉仕）またはシルバー・シール賞（50 時間の奉仕）の

いずれかを授与した。青少年の地域社会奉仕は、合計 163,850 時間に達したと報告されている。 

資料 
 

「ライオンズ青少年奉仕の機会」委員長には、毎年 2 回「ライオンズ青少年奉仕の機会ニュ
ースレター 」が送付される。このニュースレターには、ライオンズ青少年プログラムに関す

る最新情報が掲載されている。 
 

ライオンズ青少年プログラムに関する以下のパンフレットは、ウェブサイトの「情報資源」

のページを通して入手できる。「情報資源」から、順次「パンフレット」「レオ/青少年」を

選択する。 
 

 「地区青少年交換委員長一覧」 

 「レオクラブ顧問」 (LEO-62) 

 「ストリート・チルドレンに目を向けよう」 （IAD-301）  

 「レオ役員の手引」 （LEO-16） 

 「レオクラブ役員就任式及び新会員入会式」 (LEO-8) 

 「レオ・プログラムのアワード」 （LEO-204）  

 「レオ・プログラムの費用」 （LEO-26）  

 「ライオンズ・ユースキャンプ・リスト」 

 「ライオンズ青少年奉仕指導者クラブガイド」 （IAD-133）  

 「ライオンズ青少年奉仕の機会」 （IAD-130）  

 「ライオンズ青少年奉仕の機会ニュースレター」 

 「ライオンズ児童奉仕パンフレット」 (IAD-303) 

 
 



 「ライオンズ奉仕の必要性に関する地域社会調査」 (IAD-304) 

 「ライオンズ奉仕における若い指導者賞」 (IAD-132) 

 「複合地区青少年交換委員長一覧」 

 「私たちの環境、私たちの将来」 （LEO-302）  

 「平和ポスター・コンテスト・パンフレット」 （pr-775）  

 「平和ポスター地区委員長ガイド」 （pr-787）  

 「レオクラブに関する質問」 （LEO-33） 

 「箱の中の学校に関する資料」 （IAD-306) 

 「標準版レオクラブ会則および付則」 （LEO-5）  

 「標準版レオ地区会則」 （LEO-6）  

 「標準版レオ複合地区会則」 （LEO-7）  

 「ライオンズ若い大使賞」 （IAD-137） 

 「青少年関係プログラム・ポスター」 (IAD-305) 

 「青少年交換プログラム」 （YE-1000）  

 「青少年交換ビジター・ガイド」 （YE-101）  

 「青少年奉仕パンフレット」 (LEO-57A,LEO-57OF,LEO-57OM) 

 「青少年：未来への投資」 （LEO-46）  

 「青少年交換ホスト・ファミリー・ガイド」 （YE-102）  
  
国際本部のクラブ用品部から、レオクラブのスポンサーを奨励する DVD「奉仕精神を分かち

合おう」が入手できる。 
 

►ライオンズ提携組織  
 

アメリカの約束 - 250 の企業・団体・政府機関で構成されるこの組織は、青少年支援に献身的

に取り組んでいる。ライオンズは、ライオンズ青少年奉仕指導者賞プログラムを通して青少

年の奉仕活動を表彰することにより、米国全土の青少年を支援することを約束した。 

「アメリカの約束」の発想は、英国やカナダでも模倣されている。ドイツ、フィリピン、

米州機構、台湾でも、同様のプログラムの立案に関心をもっている。 
www.americaspromise.org.  

 

スイス連邦環境科学及びテクノロジー - 国際協会は、SODIS と呼ばれる簡単且つ低額な水殺菌

方法を開発したスイス連邦環境科学及びテクノロジーと 2004 年に提携関係を結んだ。水が媒

介する病気が多発している国々のライオンズ、又は地域の保健機関との協力を通じて、人々

に SODIS という方法を教授することにより、ライオンズクラブ及び地区は子供たちの保健衛

生のニーズに取り組む事ができる。 
  

ユニセフ箱の中の学校プログラム – 1996 年以来、ライオンズクラブ国際協会は、国連児童基

金（UNICEF）と協力し合い、ユニセフ箱の中の学校プログラムを通して、戦争やその他の惨

 
 

http://www.americaspromise.org/


事により、学校教育が崩壊した地域にいる子供たちの教育のニーズに対処している。LCIF に

US$188 の用途指定寄付をすることで、ライオンズは、主な学用品が入った「箱の中の学校キ

ット」を逆境におかれた子供たちに提供する事ができる。 
 

ヒュー・オブライエン・ユース・リーダーシップ（HOBY） - 国際協会は 2002 年 10 月、ヒュ

ー・オブライエン・ユース・リーダーシップ（HOBY）との 3 年間の覚書に署名した。この非

営利団体は 1958 年の発足以来、世界中から 28 万 5 千人の青少年を招き、自らの指導力養成プ

ログラムに参加させてきた。 

ライオンズは地域のHOBYプログラムを支援し、HOBY「大使」が 100 時間の地域社会奉仕

を達成できるよう援助することができる。また、HOBY大使にレオクラブへの入会を勧めるこ

ともできる。 www.hoby.org.  
 

スカウト -国際協会は 80 余年にわたり、スカウトとの協力関係を維持してきた。そこには、

ボーイスカウトアメリカ連盟、スカウツ・カナダとの正式な関係も含まれている。米国では、

ライオンズは他の非宗教団体に比べ、最も多くのスカウト団のスポンサーとなっている。 
www.scouts.org. 

 

米国青少年奉仕（YSA） -この全国的な奉仕運動では、全国および地域の奉仕組織に指導力育

成のための支援、技術援助、訓練、プログラムを提供している。ライオンズクラブ国際協会

はYSAの国内加盟組織となっており、ライオンズによる米国青少年奉仕デーと世界青少年奉

仕デーの推進に同意した。2000 年 4 月 15 日の第 1 回YSA世界青少年奉仕デーには、26 ヶ国

300 万人を超えるボランティアが参加した。www.servenet.org.  
 

アワード  
 

►ライオンズ青少年奉仕の機会のアワード 
 

ライオンズ奉仕における若い指導者アワードは、50 又は 100 時間の地域社会奉仕を行なった

12 歳から 18 歳の若い人々に授与される。 
 

21 世紀のライオンズ若い大使賞は、15 歳から 19 歳の優れた地域指導者たちに地区及び複合地

区から授与される。 
 

►レオクラブ・プログラムのアワード 
 

レオクラブ委員長賞は、特定の基準を満たした地区および複合地区のレオクラブ委員長に授

与される。 
 

レオクラブ顧問功労賞は、特定の基準を満たしたレオクラブ顧問に授与される。 
 

レオクラブ・エクステンション賞は、レオクラブのエクステンション目標を達成した、地区

ガバナー、レオ地区指導者、協議会議長、レオ複合地区指導者に授与される。 

 
 

http://www.hoby.org/
http://www.scout.org/
http://www.servenet.org/


 

100％レオ複合地区会長賞は、特定の基準を満たしたレオ複合地区会長に授与される。  
  

100％レオ地区会長賞は、特定の基準を満たしたレオ地区会長に授与される。 
 

100％レオクラブ会長賞は、特定の基準を満たしたレオクラブ会長に授与される。 
 

トップテン･レオクラブ･エクステンション賞ラペルピンは、レオクラブの結成数において、

純増を果たした上位 10 地区の地区レオクラブ委員長及びレオ地区会長に授与される。この上

位 10 地区のレオクラブのエクステンション活動に助力した複合地区レオクラブ委員長及びレ

オ複合地区会長にも同様のラペルピンが授与される。 
 

上記のアワードの基準については、ウェブサイトを参照のこと。「情報資源」から、順次

「パンフレット」「レオ/青少年」を選択する。 
 

レオ・エクステンション賞の賞状は、署名済みの「レオクラブ結成報告書」（Leo-51）の受理

と同時に、国際本部から発行される。賞状は、スポンサー・クラブの会長とレオクラブ顧問

の双方に授与される。スポンサーとなったライオンズクラブは、新たなレオクラブの結成を

支援した人物のためにも、別の賞状を申請することができる。  
 

年間ベストレオ賞の受賞者は、複合地区のガバナー協議会または単一地区（複合地区の準地

区キャビネットは含まれない）が指名する。受賞資格については、ウェブサイト上の申請フ

ォーム「年間ベストレオ賞」（LEO-LOY）を参照のこと。「情報資源」から、順次「書式」

「レオ/青少年」を選択する。 
 

レオクラブ会員増強賞は、10 月中に 3 名以上の新会員を獲得したレオに授与される。詳しい

情報はウェブサイトを参照のこと。「青少年プログラム」から、順次「レオクラブ・プログ

ラム」「レオのリーダーシップ」を選択する。 
 

レオクラブ環境事業バナーパッチ賞は、環境事業を達成したレオクラブに授与される。申請

についてはウェブサイトを参照のこと。「情報資源」から、順次「書式」「レオ/青少年」を

選択する。  
 

レオクラブ優秀賞 （LEO-105）の対象は、地区につき 1 つのレオクラブに限られる。すべて

の地区（単一または準地区）は、この名誉ある賞の対象として、それぞれ 1 つのレオクラブ

を推薦できる。情報資源」から、順次「書式」「レオ/青少年」を選択する。 
 

►購入可能なレオ・アワード  
 

ライオンズのウェブサイトでは、オンライン・クラブ用品を紹介している。 
 

レオ特別タブ（G1270） ライオンズの会員となったレオは、このタブを購入できる。   
 

 
 



レオ栄誉賞 （L-25） ライオンズまたはレオが受賞者として指名した優秀なレオは、この賞

を購入できる。 
 

レオ感謝状 （L-11） 特別な奉仕活動を行ったレオは、この感謝状を購入できる。 
 

►ライオンズ青少年交換プログラムのアワード 
 

青少年交換委員長トップテン賞は、優秀な青少年交換委員長に授与される。この賞に関する

情報は、ウェブサイトを参照のこと。「青少年プログラム」から、順次「ライオンズ国際青

少年交換プログラム」「委員長のための情報」を選択する。 
 

青少年交換認定証 は、青少年交換プログラムの支援に貢献した個人に贈られる。認定証は、

ウェブサイトからダウンロードできる。「情報資源」から、順次「パンフレット」「レオ/青

少年」を選択する。印刷された認定証は枚数が限られるが、国際本部の青少年プログラム課

から取り寄せることができる。 
 

►ライオンズ青少年指導のアワード 
 

ライオンズ地区/複合地区青少年指導賞は、優秀なライオンズ地区/複合地区青少年指導委員長

に贈られる。 
 

ライオンズ青少年指導ニューホライゾン賞は、人道奉仕活動への青少年の参加を支援したラ

イオンズ、ライオンズクラブ、第三者、レオに贈られる。 
 

ライオンズ-クエスト・バナーパッチ賞（4×6 インチ/12×18 センチ）は、ライオンズ-クエスト

「低学年用生活教育」「少年少女の能力」「高校生用生活教育」の各プログラムのスポンサ

ーとなったライオンズクラブに贈られる。 
 

上記のアワードに関する情報は、ウェブサイトを参照のこと。「青少年プログラム」から、

「青少年指導」「委員長のための情報」を選択する。 
 

►ライオンズ児童奉仕プログラムのアワード 
 

地区ライオンズ児童奉仕委員長アワードは、顕著な活躍をした地区ライオンズ児童奉仕委員

長に贈呈されるよう、アワード証書が地区ガバナー宛に送付される。このアワードは、恵ま

れない子供たちの為の奉仕事業を促進し、支持したライオンズを称えるものである。 
 

►視力保護および視覚障害者福祉 
 

視覚障害者に対するライオンズの献身的な奉仕活動は 1925 年に開始され、現在では世界的に

認められている。幼少期に視力と聴力を失った女性ヘレン・ケラーは、ライオンズクラブ国

際大会の席上で、ライオンズに「失明者のために暗闇と闘う騎士」となるよう要請した。ラ

 
 



イオンズはこの呼びかけに応え、今日では世界中のライオンズクラブが視力に関連したプロ

グラムに参加している。 
 

公認された視力保護および視覚障害者福祉プログラム 
 

視覚補助器 -ライオンズは視覚障害者を援助するため、ブライユ点字の書籍・翻訳ソフトウェ

ア・腕時計・ボードゲームや、音声式体温計、音声式貨幣識別装置、音の出るスポーツ・ボ

ール、ルーペ、読みやすい電話機、テレビ画面拡大装置などを購入することができる。詳細

な情報はウェブサイトを参照のこと。「視力関係プログラム」から、順次「視力関係奉仕活

動」「視覚障害者支援」を選択する。 
 

視覚障害者教育 -ライオンズは、視覚障害者の教育プログラムを支援することができる。1920

年に設立されたハドリー盲学校では、目の見えない人々を対象とする無料の通信教育課程を

提供している。この学校は毎年、100 ヶ国を超える国々から 8,000 人の生徒を受け入れている。

ハドリーのウェブサイトは次の通りである。  
www.hadley-school.org/Web_Site/Hadley-School.asp 
 
眼鏡リサイクル -ライオンズは中古眼鏡を集め、13 箇所のライオンズ眼鏡リサイクル・センタ

ーに送付している。センターでは眼鏡を洗浄・修理し、処方に従い分類する。眼鏡はその後、

ライオンズその他のボランティアを通して、発展途上国の眼鏡を求める人々に配布される。

「ライオンズ視力のためのリサイクル・プログラム」は、ライオンズによる眼鏡リサイクル

を奨励している。詳しい情報はウェブサイトを参照のこと。「視力関係プログラム」から、

「眼鏡リサイクル」を選択する。 
 

ヘレン・ケラー・デー -1971 年、ライオンズクラブ国際協会の理事会は 6 月 1 日を「ヘレン・

ケラー・デー」に指定した。世界中のライオンズは、6 月 1 日に視力関連の奉仕事業を実施し

ている。「ヘレン・ケラー・デー」の歴史については、ウェブサイトを参照のこと。「視力

関係プログラム」から、「視力関係奉仕活動」を選択する。 
 

LCIF による児童の目の光学眼科検査-ライオンズは、弱視または斜視の症状が見られないか、

児童の視力スクリーニング検査を行っている。この症状は、20 歳未満の人々の間で片目の視

力を失わせる主要な原因となっている。LCIF は、光学眼科検査プログラムに四大交付金 220

万ドルを交付している。 
 

ライオンズ・アイバンク - 60 を超えるライオンズ・アイバンクが、世界 13 ヶ国で活動してい

る。この施設では、角膜移植、研究、その他の医療処置のために、外科医に目の組織を提供

している。詳しい情報はウェブサイトを参照のこと。「視力関係プログラム」から、「視力

関係奉仕活動」を選択する。 
 

弱視対策 – 上記の視覚補助器の項を参照。 

 
 



 

視覚障害者のためのリクリエーション・キャンプ - ライオンズのクラブと地区は、目の見えな

い、または視覚障害をもつ子供や大人たちのために、リクリエーション・キャンプを実施し

ている。リクリエーション・キャンプの期間に自ら奉仕する会員もいれば、キャンプの運営

資金を寄付する会員もいる。詳しい情報はウェブサイトを参照のこと。「視力関係プログラ

ム」から、「視力関係奉仕活動」を選択する。 
 

視力ファースト-ライオンズクラブ国際協会は1990年、失明の予防に果敢に挑戦する世界的な

活動として、視力ファーストを開始した。失明予防の専門家や専門団体、政府、有志の会員

が協力して取り組むこの活動のために、ライオンズはこれまでに1億4,300万ドルの資金を調達

してきた。投資の利子や寄付金によって、視力ファースト基金は2億ドルに達している。2003

年5月31日には、79ヶ国625件の事業に対し、総額1億4,800万ドルの視力ファースト交付金が承

認された。詳しい情報はウェブサイトを参照のこと。「ライオンズについて」から「LCIF」

を選択する。 
 

スペシャル・オリンピック・ライオンズクラブ国際開眼プログラム - スペシャル・オリンピッ

クの選手を対象に無料の視力検査を行い、必要に応じて眼鏡やスポーツ用の保護眼鏡を支給

する 3 年間のプログラムである。LCIF は 2001 年このプログラムに 330 万ドルの交付金を提供

し、2003 年にはその 18 ヶ月の延長を承認した。選手たちは、緑内障その他の眼病の検査も受

けている。詳細はウェブサイトを参照のこと。「ライオンズについて」から、「LCIF」を選

択する。 
 

視覚障害者支援 -ライオンズは、ブレイユ点字や大きな文字で書かれた書籍の公共図書館への

提供、視覚研究施設の支援、視覚障害者に対する奨学金の交付、公共の技術支援センターの

設立、公共建物における身体障害者の利便性確保などの事業を実施している。詳しい情報は

ウェブサイトを参照のこと。「視力関係プログラム」から「視力関係奉仕活動」を選択する。  
 

視力検査 - ライオンズクラブは、地域の眼科専門医の協力を得て、頻繁に無料の視力検査を実

施している。視力検査用の車両を所有している地区もある。また、地域の病院や保健所から、

検査を行う眼科専門医を手配しているクラブもある。児童は、3 歳の時に視力検査を受けるこ

とが望ましい。詳しい情報はウェブサイトを参照のこと。「視力関係プログラム」から、

「視力関係奉仕活動」を選択する。 
 
白い杖の日 –白い杖は、米国イリノイ州ピオリア・ライオンズクラブの会員ジョージ・A・ボ

ナムが、1930 年に創案したものである。現在では、世界中の視覚障害者がこの杖を使用して

いる。詳しい情報はウェブサイトを参照のこと。「視覚関係プログラム」から、「視力関係

奉仕活動」を選択する。オンライン・ライオンズ用品を通して白い杖を注文するには、

www.supplies.lionsclubs.org を参照する。 
 

 
 



世界視力デー -予防可能な失明と視力保護に関する地域の人々の認識を高めるために、各ライ

オンズクラブは 10 月 9 日に地域の活動やプログラムに参加するよう奨励される。詳しい情報

はウェブサイトを参照のこと。「視力関係プログラム」から、「視力関係奉仕活動」を選択

する。 
 

視力保護および視覚障害者福祉事業の例 
 

1. 米国ミズーリ州ケープ・ジラルドー・ライオンズクラブの会員たちは、ミズーリ州保存局や

イーグルスカウトの志願者と協力して、視覚障害をもつハイカーのための自然遊歩道を設置

した。この遊歩道は、ロープの手摺とブレイユ点字法で書かれた標識を特徴としている。 
 

2. アルゼンチンのカルロス・セントロのライオンズは、ビジョン 2020 と協力し、世界視力デー

に地域住民のための視力検査を無料で提供した。 
 

3. 米国インディアナ州のライオンズは、メキシコに対する例年の奉仕事業として眼科検査を行

い、必要に応じて人々に眼鏡を提供した。 
 

資料 
 

視力に関するライオンズのパンフレットとしては、以下のものが挙げられる。  
 

 視力保護および視覚障害者福祉：ライオンズクラブ活動ガイド（IAD-0218）  

 失明：あなたは大丈夫？ （IAD-182）  

 糖尿病性眼病で失明しないために （lehp2）  

 緑内障で失明しないために （lehp3）  

 ライオンズ・アイバンク (IAD-225) 

 ライオンズ眼鏡再生ガイド (IAD-107) 

 ライオンズ世界視力デー 活動ガイド （pr804）  

 視力のためのリサイクル活動ガイド （pr782） 

 ビジョン 2020：視力を求める権利－提携組織リストと撮影用ロゴ （pr804a） 
 

上記のパンフレットは、ウェブサイトからダウンロードできる。  
 

ライオンズクラブ国際財団（LCIF）は、地区の人道主義的事業に対する交付金を提供してい

る。詳細は国際本部の LCIF に問い合わせる。 
 

►ライオンズ提携組織  
 

米国検眼協会（AOA）は、眼科検診等の状況を改善する目的で設けられた連盟機関である。
www.aoa.org
 

 
 

http://www.aoa.org/


米国検眼協会の一部門である、VOSHインターナショナルでは、検眼を受ける余裕のない人々

や受けられない状況にある人々のために、検診の機会を提供している。www.vosh.org
 
AMD国際連盟は、視力及び高齢者のための世界的な連合組織であり、AMD（加齢黄斑変性）

に対する認識を高め、予防、早期発見、治療、リハビリ、その他の支援サービスの選択肢を

提供している。www.amdalliance.com
 

カナダ検眼士協会（COA）は、カナダの検眼医が加入する専門職協会である。同協会はまた、

カナダ全土に 3,200 人以上の検眼医及びその代表からなる 10 の地方協会の連合組織でもある。
www.opto.ca
 

国際グッドウィル産業協会は、207 の地域にネットワークを持ち、自主的な会員からなる組織

である。世界 25 カ国で、職業訓練及び雇用サービスを提供することで、職場で不利な立場に

置かれている人々や身体障害者の人々を支援している。 
 

ハドレー盲学校は、盲目の成人、失明者のいる家族、又は視覚障害者、失明者に携わる職業に

就いている人々に遠隔教育を無料で提供する公認国際学習センターである。www.hadley-
school.org
 

レンズ･クラフターズ財団は、国内及び世界中にいる恵まれない人々に無料で眼科検診及び眼鏡

を提供する。www.givethegiftofsight.org
 

アワード 
 
資格を満たした会員は、ライオンズ優秀努力賞を受賞することができる。この賞に関する情

報は、ウェブサイトを参照のこと。「その他のプログラム」から、「委員長のための情報」

を選択する。 
 

会員はウェブサイトから、視力のためのリサイクル感謝状をダウンロードできる。「情報資

源」から、順次「パンフレット」「視力」を選択する。 
 
 

 
Lions Clubs International 

300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842 

USA 
 

www.lionsclubs.org 
 
 

IAD-223. JA                                                                                  
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