GAT コーディネーター会議報告
日時：2017 年 10 月 12 日（木）13：00-18：40
場所：名古屋キャッスルプラザホテル
MDFWT コーディネーターL.奥山久美子
1. 開会挨拶
2. 役員挨拶
3. スペシャルオリンピック開催について

公益財団法人スペシャルオリンピック日本
会長：三井

嬉子

様

★米国ケネディー家のローズメリーは障害をもっていた。この事を隠していたが妹のユ
ニスが新聞に公表、ケネディ家の庭でデイキャンプが行われた(50 年前)これが始まりで
ある。日本では 1993 年熊本でスタート 1994 年東京支部が発足現在 47 都道府県で支部
活動がなされている。2017 年 6 月 16 日一般社団法人日本ライオンズとのパートナーシ
ップを締結。「昨日の自分より今日の自分へ」ステップアップしスポーツを通じて社会
性と自立性を促す。来年夏愛知ナショナルゲームを予定している。
★スペシャルオリンピックの使命
知的障害のある人達に年間を通してオリンピック競技種目に準じた様々なスポーツト
レーニングと競技会を提供し参加したアスリートが健康を増進し勇気をふるい喜びを
感じ家族や他のアスリートそして地域の人々と才能や技術そして友情を分かち合う機
会を持続的に提供する
★地域のスペシャルオリンピック
アスリート達は、全国 47 都道府県で展開されている地区組織のスポーツトレーニング
に参加しています。夏期 17 競技、冬季 7 競技でアスリートの競技能力に合わせて実施
★日本のスペシャルオリンピック
地域でのスポーツトレーニングの成果を発表する場として夏期・冬季のナショナルゲー
ム(全国大会)を開催し、全国のアスリートが各競技で競い合う
★世界のスペシャルオリンピック
オリンピックと同様に 4 年毎に夏期・冬季の世界大会が開催されます。世界 170 国の国
と地位から選手団が集結し各競技で競い合う
★全出生率の 1％が障害を持って生まれてきている。
その子供達がスポーツを通して成長できる機会を是非応援してほしい。

4 基調講演
基国際会長・国際理事アポインティ・LCIF 執行委員アポインティ・LCIF 前理事長
・LCIF 国際理事：L.山田

實紘

★今年度は上記の役員を引き受けることになった。オセアルにおいて日本の力が大変強
くなった。国際協会は 100 年を迎え本部の構造改革が進んでいる。
GAT の G はグローバル：グローバルとは全世界という意味であり G が付く人はプロト
コ―ルにおいて 24.5 番ある内１～10 番目に位置している。ガバナーは１１番目。
GMT・GLT・GST(FWT 含む)はグローバルな組織である。
一つの準地区・一つの MD ではなく世界は一つとの考え方に変わってきている。
日本は一つで行く為に
東京議長連絡会の現状・・国際理事がオブザーバー・コーディネーターの不参加
これからの議長会・・・・会則委員は議長の諮問委員・ライオン誌も委員として。
MD の議長を TOP としてのピラミッドに。
国際理事の情報を吐き出す場とし、コーディネーターも参加
し、議論をする場として変わらなければならない。
オセアル事務所が２０１8 年１月より日比谷のツタヤビル 2F にオープンが決定
このことにより日本が便利になる。
日本連絡事務所はいらなくなるが、日本 LIONS 事務所は必要である。
5. LCIF クエストの今後の展開について
７５歳

LCIF クエスト委員

L.安田克樹

昨年は一人４役で忙しい毎日であった

仕事：２年間の任務
１７名構成：アドバイザー４名・テクニカルアドバイザー(テキストの見直し)
国際役員
基本姿勢：政府に認めてもらう様議論したい。
現在３５地区内３１地区でクエストを行っている。
JAID：クエスト実施団体・・ノンライオンズ
交付金を提出するー色々な不具合がある
申請書作成・・ガバナー名を印字(必ず自筆にて記入してほしい)
認定講師が LIONS でない
今後：1.日本ライオンズの委員会に JAID を入れるのか？
2.理事は日本 LIONS から出す
3.JAID(青少年育成チーム)をライオンズクエストジャパンの名称にならないか
4.文部省の交渉で教師の研修として欲しい。
(現在夏期講習にて実施。講習が重なる為講師のスケジュールが合わない)

6.GAT 組織について

国際理事 L.中村

泰久

GAT とは・・地区エリアリーダー・コーディネーターの約でもない
LIONS メンバー全員が GAT のメンバー。
各クラブ迄落とし込んだが奉仕活動を真剣に取り組む方針である。
各クラブに、GLT-第一副会長

GST-奉仕委員長

GMT-会員委員長

LCIF-会長

設置をしてもらいたい・・ガバナーに早急に設置をお願いします。
人数の少ないクラブに関しては兼任でも良い。
マーケティングコミュニケーション委員長―PR・IT 委員ではなく新入会員発掘・
会員及び新入会員とのコミュニケーションをとる役割である。
LCI フォワード

http://members.lionsclubs.org/JA/lci-forward/index.php

1. 奉仕のインパクトと焦点の強化
2. 社会イメージの再形成と知名度の向上
3. クラブ・地区組織の向上
4. 会員の価値の向上と新マーケットの開拓
CEP(クラブ向上プログラム)は
7 月から「CQI」クラブクヲリティイニシアチブ【クラブ活性化計画】
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/da-cqi.pdf
上記 web ページに地区・クラブレベルの事項が掲載してあるので活用してほしい
クラブ E ブック←国際協会 HP の🔎マークをクリックして「クラブ E ブック」を入力
今までは使いにくかったが、クラブ役員 E ブック・地区 E ブック・等知りたい
項目に分かれているので活用して欲しい
GAT セミナーの実施
地区レベルでのセミナー「LCI フォワード・GAT・LCIF」の説明を含めたセミ
ナーを実施して欲しい。必要であれば中村国際理事が資料を持っているので使って
欲しい。これは 1 時間半かかる。
GST は LCI フォワードの 5 つのフレームワークを中心に活動
フレームワークには、五つの奉仕のプラットフォームがあります。糖尿病、環境保全、食料
支援、小児がん、そして視力保護の五つです。
私たちはまた、すべてのプラットフォームにおいて従来の青少年奉仕を土台とし、青少年を
ボランティア、そして奉仕のリーダーとして参加させることになります。
こうしたグローバルなプラットフォームに資源を傾けるとはいえ、クラブと地区は、これま
での 100 年間行ってきたように今後もそれぞれの地域社会に奉仕をしていきます。
GST は LCIF と密着し、LCIF と共に献金を勧めて欲しい。
＊LCIF の交付金
物の寄贈(バス・車いす用車等)ではなく、奉仕に繋がる物でなくては、交付金は下りない
様になった。ライオンズは寄付団体ではなくあくまでも奉仕団体である。

GLT エリアリーダー

L.城坂勝喜

7 月からスタートして早 4 か月経過来年 1 月からは年次大会等で多忙になる。
12 月までが行動できる期間なので、しっかり行動して欲しい。
GLT の役割

3 年任期

会員に研修をする。全世界で 35 万人

50 万人に上げる。

上級リーダーシップセミナー12 月 13・14 で実施「第 1 副地区ガバナー対象」
次のガバナーにバトンを渡し育てる仕事
10 月―11 月ー地区レベル

次世代リーダーセミナー

11 月―12 月―複合レベル

次世代リーダーセミナー

2 月 4・5 日―GLT エリア研修会
2月

シカゴ―DEG セミナー「第二副地区ガバナー対象」

来年 4 月 4.5.6 日本レベル
FWT エリアリーダーL 長澤

次世代リーダーセミナー
千鶴子

FWT がスタートして今年で 3 年目になる。
1.支部作りをする
10 年前は 67 支部あった。今期 208 支部目標リジョンに一つ女性の支部
330-35R

331-16R

332-26R

333-33R

334-27R

335-29R

336-29R

337-13R

少なくても 100 支部目標である。ただ作るだけではなく作った後のフォローも考える。
2.子供の貧困―地域にあった活動をしている。むすび支部等
3.小児がんーヘアードネーション「感謝状＆ピンリボン」をドネーションしてくれた人に
渡す。感謝状は HP に掲載しダウンロードして使用してほしい。
30 人の髪で 1 つのかつらが作れる。
糖尿病―郷土料理のレシピ制作・・グッドラン国際第一会長来日時に研修会をし試作し、
LION 誌に掲載し英語版で全世界に和食として発信したい
＊ガバナーは 1 年任期で次の年度になると又 FWT は何？との質問があり最初からの
説明を強いられる。次のガバナーにしっかり FWT を伝えて欲しい。
GST
奉仕活動に東も西もない
1. 災害支援―ライフジャケットを日本全国に届ける
2. 糖尿病

―患者の数が 1000 万人超えた。12 万人のライオンズメンバーに実態調査
を行い内輪での現状把握をする。会社単位での講師派遣も考えている

3. 障碍者支援―スペシャルオリンピックスへの支援 9/22－24 ナショナル大会 in 名古屋
2/10 採火式―各県から担当者が集まり点火するセレモニーがある。
各地区でもパートナーとして理事などになり取り組んで欲しい。

LCIF
LCIF とは、国際会費は運営に使用、事業をするには寄付で行っている。
LCIF 献金をする事は事業に参加するという事です。日本で 1000 万＄世界で 5000 万＄
目標。1 人 100＄程度をお願いしたい。
クラブコーディネーターを設置している。
331A 地区では 100 名の参加でセミナー実施。331C 地区でも来週セミナー開催
クラブコーディネーターも参加のセミナーの実施をお願いします。
交付金
クラブが単独で申請すると時間がかかるので、キャビネットを通し
MD コーディネーター経由の申請をして欲しい。
GMT
運営方針：ライオンズクラブ国際協会・日本 GAT 組織運営方針に従い、新しい時代に
即した GMT の在り方を構築し、会員のより質を高め、会員維持増強に邁進
2017－2018 年目標
1. 地区ガバナーは地区 GMT ガバナーチームの力を結集し、各ゾーン単位で、1 クラブ
ないし 1 クラブ支部をチャーターする。
2. 会員として、最低 1 名の家族会員を入会する。
3. 年度末、クラブ会長は責任を持ってクラブ維持増強を図る。

