
2020～2021 年度 

上級ライオンズ・リーダーシップ研究会 タイムスケジュール 

来賓   山田 PIP、中村 PID、鈴木 LCIF 理事、識名日本ライオンズ理事長 
エリアリーダー 城阪アポインティ、長澤 PDG、丸山 LCIF-AL、 
ALLI 講師  濱野（MD330）、吉村（MD335）、江草（MD335）、乗田（MD337） 
GAT 講師  高橋（GMT）、浜島（GMT）、笹部（FWT） 
特別講師  マーズ OSEAL 調整事務局局長 
ALLI ローカルコーディネーター 加藤（MD334） 

【１日目】10月 30 日（金） 

時間 セッション名（内容） 会場：901／講師 

12:30～12:50 登録受付（会場設営 11:00~）  

13:00～13:15 
オープニング・セッション 

加藤 
開会、来賓挨拶、講師紹介（15 分） 

13:15～14:00 基調講演（45 分） 山田 PIP 

14:00～14:40 日本ＧＡＴについて（40 分） 中村 PID 

14:40～14:50 （一社）日本ライオンズについて（10 分） 識名理事長 

14:50～15:05 国際協会について（15 分） マーズ局長 

15:05～15:15 注意事項・事務連絡、写真撮影（10 分） 加藤 

休憩（10 分） 
15:25 

～15:40 
風に立つライオン 
日本ライオンズ大学校について（15 分） 

城阪アポインティ 
吉村 

15:40 
～16:30 

ＬＣＩＦ（50 分） 

丸山 LCIF-AL このセッションでは、LCIF 交付金について、交付金申

請手順も含めて学びます。さらに、ライオンズやその

他の人が財団を支援する方法について考察します。 

16:30 
～18:15 

リーダーシップの基礎（105 分） 

濱野 
リーダーシップというものに対する自分の理解を明確

にすると同時に、効果的な指導者の行動に関する、調査

に裏付けられた実践指針を学び、現在のリーダーシップ

能力の自己評価を行います。 

18:15～19:00 テーマ・ディスカッション 吉村 



【２日目】10月 31 日（土） 

時間 セッション名（内容） 会場 904 
（講師） 

会場 905 
（講師） 

9:00 
～10:30 

すばらしいチームを築くには（90 分） 

吉村 濱野 
このセッションでは、メンバーがチーム全体としての成功

を経験するだけでなく、互いに協力する中で個人的に成長

する機会を見出せる、「すばらしい」チームの概念を検討

します。 

10:30 
～12:00 

「奉仕の道のり」情報資料（90 分） 

乗田 江草 「奉仕の道のり」とこの道のりの支援に利用できる情報資料を

検討します。その上で、これらの情報資料の活用を推進する

方法について討議します。 

昼食（60 分） 

13:00 
～14:50 

事業管理（110 分） 

濱野 乗田 このセッションでは、あるライオンズクラブのケーススタディに事

業計画のモデルを適用し、事業管理スキルを養います。 

休憩（10 分） 

15:00 
～16:20 

任せること（80 分） 

吉村 江草 「任せる」という概念を利益と課題の視点から検討しま

す。委任の五つのステップを紹介し、演習を行います。 

16:20 
～17:50 

争いの解決（90 分） 

江草 濱野 争いが起こる原因と、それを解決する多様な方法について

認識できるように備えます。内部で生じた対立を積極的に

解決するためのガイドラインとステップを学びます。 
休憩（10 分） 

18:00 
～19:00 

ライオンズのイメージ戦略（60 分） 

乗田 吉村 ディスカッションと演習を通し、ライオンズのイメージ向

上を図ることのメリットと、それを行なうためにライオン

ズが利用できる戦略と資料について学びます。 



【３日目】11月 1日（日） 

時間 セッション名（内容） 会場 904 
（講師） 

会場 905 
（講師） 

9:00 
～10:20 

プレゼンテーションの準備（80 分） 

吉村 江草 このセッションでは、適切なトピックの選択、概要の作成、補助

資料の準備、発表前の効果的な練習など、質の高いプレゼン

テーションをするために必要となる準備について学びます。 

10:20 
～12:00 

明日のライオンズリーダーの育成（100 分） 

乗田 濱野 
指導力育成の必要性、指導者としての自身の経験の活かし

方、そしてライオンズ指導者の発掘と育成に役立つ方法と

情報源の使い方を学びます。 

        昼食（60 分）ホテル・キャッスルプラザ 会場 902 

13:00 
～13:40 

GMT について（40 分） 高橋 

13:40 
～14:20 

GST について（40 分） 浜島 

14:20 
～15:00 

FWT について（40 分） 長澤、笹部 

休憩（10 分） 

15:10 
～16:00 

テーマ・ディスカッション（50 分） 濱野 

16:00 
～16:30 

評価、終了証授与、閉会（30 分） 加藤 

 



漢字 ふりがな

1 330-A 増田　正明 ますだ　まさあき

2 330-B 中澤　一浩 なかざわ かずひろ

3 330-C 沼田　浩正 ぬまた　ひろまさ

4 331-A 鶴嶋　浩二 つるしま　こうじ

5 331-A 松浦　淳一 まつうら　じゅんいち

331-B 欠席

6 331-C 須藤　敏幸 すどう　としゆき 第1副地区ガバナー

7 331-C 馬場　哲也 ばば　てつや

8 332-A 岡田　  殉 おかだ　じゅん

9 332-B 栗村　安弘 くりむら　やすひろ

10 332-C 遠藤　　誠 えんどう　まこと

11 332-D 石澤 　孝 いしざわ　たかし

12 332-E 吾妻　正章 あづま　まさあき

332-F 欠席 (空席)

333-A 欠席

13 333-B 水沼　孝夫 みずぬま　たかお 第1副地区ガバナー

333-B 欠席 (空席)

14 333-C 髙橋　順之 たかはし　じゅんじ

15 333-D 大関　健一 おおぜき　けんいち

16 333-E 渡辺　　博 わたなべ　ひろし

17 334-A 岩田　有司 いわた　ゆうじ

334-B 欠席

18 334-Ｃ 太田　厚利 おおた　あつとし

19 334-D 戸祭　宏樹 とまつり　ひろき

334-E 欠席 (空席)

20 335-A 浜原　正豊 はまはら　まさとよ

21 335-B 津田　勝之 つだ　かつゆき

22 335-C 一盛　広樹 いちもり　ひろき

23 335-Ｄ 濱本　嘉代子 はまもと　かよこ

24 336-A 市村 通夫  いちむら　みちお

25 336-B 西尾　愼一 にしお　しんいち

26 336-C 弓場　秀俊 ゆみば　ひでとし

27 336-D 中島　繁 なかしま　しげる

28 337-A 二場　安之 ふたば　やすゆき

29 337-B 杉野　恭市 すぎの　きょういち

30 337-C 濵田　浩平 はまだ　こうへい

31 337-D 川田代　泰和 かわたしろ　やすかず

32 337-E 高田　啓世 たかた　たかひろ
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