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ライオンズクラブ国際協会の創設者メルビン・ジョーンズライオンズクラブ国際協会の創設者メルビン・ジョーンズライオンズクラブ国際協会の創設者メルビン・ジョーンズライオンズクラブ国際協会の創設者メルビン・ジョーンズ 

 

メルビン・ジョーンズは 1879 年１月 13 日にアリゾナ州フォート・トーマスで、騎兵隊を指揮する

アメリカ陸軍大尉の息子として生まれました。後に彼の父は転属となり、家族は東部へ引っ越

しました。その後、イリノイ州クインシーの学校を卒業したジョーンズはシカゴへ出て保険会社

に勤務、1913 年に独立し、保険代理店を設立しました。 

その後彼は実業家による昼食会グループ「ビジネス・サークル」に加入し、間もなくその幹事

に選ばれました。 

このグループは、当時アメリカに多数存在した会員の職業活動における利益を高めるための

グループの一つでした。これらグループは世論に訴えるものが限られていたため、消えていく

運命にありました。 

 

しかし、メルビン・ジョーンズは別の計画を持っていました。「意欲、知力、野心によって成功し

ているこれら会員たちに、その能力を地域社会の向上のために活用させたらどうなるだろう

か？」と彼は自問しました。こうして、彼の招きに応じて 27 クラブの代表が地域社会のための

組織を立ち上げるためにシカゴに集まり、1917 年６月７日にライオンズクラブ国際協会が生ま

れました。このクラブは社交的なものとせず、会員は自分のためだけに利益を追求してはなら

ないと規定されました。 

 

ジョーンズは 1926 年、とうとう保険代理店を閉め、シカゴの国際本部でライオニズムに全身全

霊を捧げることとしました。ライオンズクラブが社会奉仕に熱心な男性たちの注目を集めるの

に必要な信望を得たのは、彼のダイナミックな指導力によるものです。 

 

ライオニズムの創始者である彼は、協会外部でも指導者として認められていました。彼が最も

誇りとしたことの一つは、1945 年にサンフランシスコで開かれた国際連合の結成にライオンズ

クラブ国際協会を代表して民間諮問団体の一人として参加したことでした。 

 

世界中の公共心を持った人々の指針原則となった「他人に尽くすことから始めるのでなけれ

ば、人生の大は成し遂げられない」という信念を持っていたメルビン・ジョーンズは、1961 年６

月１日に 82歳で亡くなりました。 

 

 

 

PAST 過去 

       NOW 現在 

       未来 FUTURE 



世界最大の奉仕クラブ組織であるライオンズクラブ国際協会は、世界約 205 の国及び地

域に約 45,000 のクラブを持ち、その会員数は約 135 万人に達しています。 

「ライオンズ」とは、人道的奉仕のために自主的にその時間を割いている男女のことで

す。1917 年に設立された当協会のモットーは“We Serve”（われわれは奉仕する）で

す 

世界中で、ライオンズクラブはその視力関連の活動で最もよく知られております。この

活動は 1925 年の国際大会でヘレン・ケラーが「盲人のために暗闇と戦う十字軍の騎士」

になるように呼び掛けたことから始まりました 

 

日本ライオンズ日本ライオンズ日本ライオンズ日本ライオンズクラブクラブクラブクラブの歴史の歴史の歴史の歴史    

日本のライオンズクラブは 1952 年、フィリピンのマニラ・ライオンズクラブのスポンサーにより

誕生しました。皇居に近いパレスホテルの一角に小さな銅板の記念碑があり、碑面には英文

で次のように刻まれています。 

「1952 年 3 月 21 日、ここで日本の最初のライオンズクラブのチャーター・ナイトが行われた。

それはマニラ・ライオンズクラブをスポンサーとして誕生し、国際協会からエドガー・M・エルバ

ート第 2副会長が出席、認証状を伝達した」    

当時、サンフランシスコ平和条約が調印されたとはいえ、フィリピンは対日賠償 80 億ドルを要

求、日本にとって"戦後"はまだ終わっていませんでした。そうした中での東京ライオンズクラ

ブのチャーター・ナイト（認証状伝達式）は、参会者に大きな感銘を与えました。この日、日比

の代表によって国旗の交換が行われましたが、石川欣一初代会長はその時「涙が出そうにな

って困りました」と、その喜びを語っています。 

現在、日本では全国で 3,500 クラブ、約 13万人の会員が、地域社会のニーズにこたえて、さ

まざまな奉仕活動に取り組んでいます。 

筑後筑後筑後筑後ライオンズライオンズライオンズライオンズクラブクラブクラブクラブの歴史の歴史の歴史の歴史    

筑後市ライオンズクラブは 1961 年、日本で 270 番目に誕生しました。八女ライオンズクラ

ブのスポンサーにより 24 名のメンバーで始まりました。５０周年を過ぎ色々な活動を行っ

ております。 

 

 

  

 

  平成２２年に５０周年を迎え、地域の人々から共感を 

  得られるような、地域社会に密着した活動を行うために 

  会員一同頑張ってまいります 

 

今日までの活動の一部をご紹介させていただきます。  

中ノ島公園の清掃（継続事業） 

筑後ライオンズクラブ旗争奪市内少年剣道大会（継続事業） 

筑後養護学校卒業生の成人を祝う会（継続事業） 

筑後ライオンズクラブ杯市内少年サッカー大会（継続事業） 

ソフトバンクホークス川崎宗則選

手と少年野球教室を開催しまし

た。 

 



献血（継続事業） 

陸上自衛隊中央音楽隊特別演奏会 

筑後警察署へミニ制服寄贈 

ＪＲ羽塚駅西口サザンカ広場に記念植樹 

横山三男市民健康講座（エイズ） 

ブロンズ母子像『愛』を筑後市に寄贈 

勤労婦人センターへ庭園を寄贈 

『羽犬の像』寄贈 30 周年 

音楽会『胡弓』 35周年 

市内小学校に図書寄贈 

日韓親善ぼくらサッカー交流会 

筑後市立病院へブロンズ像『やすらぎ』寄贈 

ウォーキング大会 

少年野球教室 

交通安全協会へ防犯パトロール車寄贈 45周年 

筑後市青少年育成市民会議へテント１０張り寄贈 45周年 

結成５０周年記念事業 

 ①新幹線船小屋駅前広場に記念植樹 

  

筑後市へ自動体外式除細動器 

３台寄贈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財説明板（４０周年） 

筑後警察署へミニ制服寄贈 

市民の森公園に桜植樹 

Ｓｕｎ・燦ウォーキング大会 

市内美化奉仕デー 

 市内の空き缶拾い・川清掃等 

サザンクスへ彫刻「古代の夢」 

ループ入口ブロンズ像「水辺」 

 

講演会 鈴木健二  木元教子  

     イーデス・ハンソン 

     中畑清 

 

 

 

５０周年記念式典 

②ＪＲ羽犬塚駅西側に日本庭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ＪＲ羽犬塚駅前広場に時計塔 

④筑後市安全で安心できるまちづくり推進協議会へ 

見守り隊ベスト２００着 

⑤筑後市防犯協会へプロジェクター・スクリーン 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑後ＬＣ杯少年サッカー大会 
 
中ノ島公園・瀬高クラブとの合同清掃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    クリスマス家族例会 レディ・お孫さんも参加で楽しい 

    ひとときを過ごします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    LC 旗争奪市内少年剣道大会 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ＪＲ羽犬塚駅西口に記念植樹 

「ライオンズガーデン」 

 

 

   

筑後養護学校卒業生の成人を祝う会 

毎年多くの感動を受ける事ができます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

献血活動 

    年２回活動を行っています 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダメ。ゼッイタイ普及運動 

    毎回参加頂いている方もたくさんいらっしゃいます   

   

 

 

 

筑後ライオンズクラブ会員一同、あなたのご入会を心より歓迎いたします。筑後ライオンズクラブ会員一同、あなたのご入会を心より歓迎いたします。筑後ライオンズクラブ会員一同、あなたのご入会を心より歓迎いたします。筑後ライオンズクラブ会員一同、あなたのご入会を心より歓迎いたします。    

 

   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



ライオンズクラブ Q&A 

 

１． ライオンズクラブは何をしますか？ 

   ライオンズクラブは地域社会のニーズを満たすことに献身的です。全世

界で協会が主に取り組んでいる奉仕は、視力障害者への奉仕活動です。

ライオンズは青少年関係事業への献身や世界中の青少年援助においても

顕著です。 

 
２． ライオンズクラブに入会できるのは男性だけではありませんか？ 

そうではありません。女性会員の数は毎年増え続けています。 

 
３． ライオンズクラブのためにとられる時間はどれくらいですか？ 

ライオンズクラブは定例会議を開きます。これはクラブが事業を計画し、

業務を処理する上で役立ち、たいていの場合、それに関連した説明会な

どもこの会議の一部として行われます。例会は、クラブの会員が知り合

い、連絡網を広げる上で絶好の機会です。 

 
４． ライオンであることによって、家族との時間が奪われることになります

か？ 

それどころかライオンであることにより、家庭生活が充実します。ボラ

ンティア活動をすることにより、地域社会改善のために自分の時間を捧

げることの価値について、自分の子供にすばらしい手本を示すことにな

るのです。 

 
５． ライオンズに加わるためにはいくらかかりますか？ 

一度きりの入会費と、適度の額の年間会費です。 

 
 
６． 多大な時間をかける必要がありますか？ 

   その必要はありません。どのライオンも、自分にできる範囲の時間を捧

げています。 

   １ヶ月に３時間しか費やさない会員もいれば、それ以上の時間を費やす

会員もいます。 
 

 

 

 

 

 

 



「入会のしおり」より 

 

 

 ライオンズクラブは社会奉仕を目的とした団体ですが、単なる寄付団体ではありません。 

私たちの奉仕活動によって社会に投げられたひとつの石が次第に波紋をひろげ、社会の

人々に善意の心の美しさを呼びおこし、その社会全体が奉仕と友愛に生きるよう、誘い水

となるのが、ライオンズの目的です。善意のおしうりをする団体ではなく、社会の人々の

共感を得てともに行動する団体です。 

 

①ライオンズクラブのライオンとは、動物のライオンのことではない。 

 百獣の王ライオンのもつ勇気、力、誠実、行動をクラブの象徴にすると同時にＬＩＯＮ

Ｓとは Liberty,Intelligennce,Our Nation’s,Safety（自由を守り、知性を重んじ、われわれ

の国の安全をはかる）の頭文字を綴ってもいます。だからライオンズとは、立派で強く勇

猛な動物たちであるというよりは、偉大な行動を高い理想で行う人々という意味をもって

います。 

 

 

②ライオンズクラブはどのようにしてうまれたか。 

 今世紀はじめ、アメリカでメルビン・ジョーンズという人が、商売のためや社交のため

の単なる集まりではなく、社会のためになにか有益な団体ができないものかという夢をい

だき、その実現のためアメリカ国内の各種団体に呼びかけて社会奉仕団体の結成に着手し

ました。先ずシカゴ市で 12名の同志がまとまり、ついでダラス市で 22クラブの代表 36名

による第 1 回大会が開催されて正式にライオンズクラブの名称が採用されました。時に

1917年 10月 8日、ここにライオンズクラブはその輝かしい出発をして、「ライオンズ国際

協会」として発展しました。現在は世界で 205 ヶ国、45,404 クラブがあり、1,319,663     

名の会員を擁しています。 

 

 

③ライオンズクラブが日本に生まれた事情。 

 日本にライオンズクラブが生まれたのは戦後です。1952年 3月 5日、フィリピンのマニ

ラ・ライオンズクラブの努力によって、日本にはじめて東京ライオンズクラブが誕生しま

した。 

 筑後ライオンズクラブは、1961年３月２４日八女ライオンズクラブがスポーンサーとな

り誕生しました。福岡で２３番目のクラブです。 

筑後ライオンズクラブは３３７Ａ地区（日本 福岡・長崎地区）５リジョン４ゾーンに

属します。同じ４ゾーンには大川ライオンズクラブ、大川中央ライオンズクラブ、柳川ラ

イオンズクラブあります。 

 

 

④日本のライオンズクラブは国際協会の日本支部ではない。 

 国際本部はアメリカにありますが、日本のライオンズクラブはその支部ではありません。

世界各国にあるライオンズクラブは目的を共通にする対等、平等の団体ですから、日本の

ライオンズクラブはまず日本の地域社会を対象に国際的視野に立って奉仕を注いでいるの

です。 



⑤ライオンズクラブの活動や事業の内容 

 ライオンズクラブは奉仕活動が中心ですが、それを効果的に企画実行するために各種の

事業委員会を設けています。この委員会を見ていただければ事業内容がわかると思います。

代表的なものを示せば、社会的な援助を必要とする人々の福祉と厚生のために、視力保護

盲人福祉委員会や聴力保護言語障害福祉委員会などが設けられており、また地域住民の健

康保持と増進のために保護委員会、公衆安全委員会などが設けられています。さらに一般

的な地域社会の向上のために市民委員会、社会福祉委員会なども設けられています。 

 

 

⑥ライオンズクラブは単なる寄付団体や慈善団体ではない。 

 この点は世間で誤解されている重要な問題です。新聞記事の中に、また街や郊外に、ラ

イオンズクラブが寄贈した街路樹や小公園などの施設や設備をごらんになったことと思い

ます。またライオンズクラブでは、公共施設や道路などの清掃奉仕や交通指導など、会員

自らの手で行っています。このようにライオンズクラブの奉仕活動は、地域や住民のため

になるような、ほんのちょっとしたことにも真心と情熱を注いで行われています。 

 しかし、ライオンズクラブの奉仕活動はお金と暇を持った人が持たない人に寄付をした

り慈善をほどこしたりするという、いわば金持ちの道楽では決してありません。そのよう

な尊大な気持ちはライオンズクラブにはありません。私たちの奉仕は、奉仕そのものも目

的でありますが、さらに奉仕を通して社会に善意の心の美しさを呼びおこすことに目的が

あるのです。たとえ奉仕が樹木一本、苗木一本であっても、その奉仕を通して、内にはラ

イオンズクラブ会員の精神が高められ、外に対してはその奉仕がきっかけとなって、やが

て大きな社会福祉が実現されていく、そういう活動こそが、ライオンズクラブの奉仕活動

なのです。 

 

 

⑦ライオンズの奉仕活動を象徴する事例 

 岩手県の僻地のある小学生の作文が新聞に載せられた事がありました。「おらの一番きら

いな時間は昼めしの時間だ。おらは貧乏で弁当をもってこられないから、教室でみんなが

弁当を食っている間、運動場へ行って水を飲んで、みんなのすむのを待っている。おらの

一番きらいなのは弁当の時間だ。」当時この作文を読んだ人々は愕然としました。忘れかけ

ていた欠食児童がまだ東北の山村にあったのです。ライオンズクラブはただちにこの問題

をとりあげ、恵まれない僻地の小学校に給食施設を贈ろうという動きが始まったのです。 

普通の寄付であれば、ここでポンとお金を出しておしまいです。ライオンズクラブの奉仕

は「すずらん給食」とよばれる活動として大きくひろがっていったのです。ライオンズク

ラブの誠意が伝えられた僻地の子供たちが、香り高いすずらんの花を裏山でつんできて、

盛岡ライオンズクラブを通して東京ライオンスクラブに届けられました。東京の会員はこ

のすずらんの花に対して、500 円、1000 円とポケットマネーを出し合い、たちまち 50 万

円の資金が集められ、それをもとに給食施設が贈られました。この美しい心のふれあいは、

多くの人々を感動させ、その波紋は当時の佐藤内閣をもうごかし、この「すずらん給食」

を契機に、政府は給食施設のない僻地の小学校を調べ、5億円にのぼる特別支出で、この施

設が整備されたのです。このように、ライオンズクラブの奉仕活動は、そのひとつひとつ

がたとえ小さなものでも、それが人の心を動かし国の行政をも動かすものとして、とりく

まれているのです。その他、アイバンク運動や献血運動、青少年活動や交換学生、交通災

害対策などたくさんの奉仕がなされています。 

 



⑧奉仕に必要な資金源。 

 ライオンズクラブの会員は一定の会費を納めていますが、これはクラブそのものの運営

費にあてられますから、奉仕活動の資金はその都度それにふさわしい方法でつくられます。 

ある奉仕にどのような資金造成がよいかは、会員の英知を集めて決められます。ある時は

バザーやチャリティーショーなどをしたり、またある時は会員の慶び事の記念としての献

金などがあります。資金造成事業そのものが即奉仕活動ですから、資金づくりの段階から

ライオンズクラブの精神が生かされている訳です。 

 

 

⑨ライオンズクラブの会員にはどんな人びとがいるか。 

 いわゆる著名人も入会していますが著名人が会員であることを誇りにする団体ではあり

ません。ライオンズクラブにはいろいろの職業人が会員となっています。建築業、医師、

洋服店や菓子店の御主人、会社の役員などそれはさまざまな職業の人びとが集まっていま

す。そしてできるだけ広い範囲で会員を集め、片寄った方向に進まないようになっている

のです。会員になるには、特別の地位や肩書きが必要ではなく、まず、自分の職業に対し

不断の努力をし、自分の職業の尊さを確信する人であり、不幸な人には同情を、弱い人に

は力を、貧しい人には私財を、惜しまず与える人であり、常に微笑をたたえ、知性と理性

を愛する人、そういう人になろうと心に念じ努力する人が、会員としての資格を得るので

す。善良な特性の持ち主で、地域社会において声望のある人がクラブ会員になる資格とさ

れています。 

 

 

⑩会の運営などは厳格な規則が必要 

 たとえば、定期的に月２回例会という総合会議をもっていますが、例会出席は会員の絶

対的義務となっています。奉仕活動への参加は、まず例会出席から始まります。これが出

発点であるだけに、例会の運営は開始と終了の時間が厳守され、無断欠席は禁ぜられてい

ます。また各種の役員は任期を一年とし、特別の事情がないかぎり再任がありませんから、

特定の会員にだけ名誉や地位や権力が生まれることはありません。一般に関心のある社会

問題や、政治や宗教の問題をライオンズクラブが研究、討論の対象にすることもあります

が、特定の立場で会を運営したり、会員が特定の政党、宗派などの主義主張をもちこみ宣

伝をすることは一切禁じられています。ほかにもいろいろな規律がありますが、厳格であ

ることをむしろ誇りに思っているのです。 

 

 

⑪ライオンズクラブに入会して活動しているよろこび。 

 ライオンズクラブに入会すると、会費をはらい、労力の奉仕、例会出席の義務など強制

されるものを感じます。しかし人間の一生は地位やお金が全てではありません。私たちの

住む社会は、みんなで住みよくすべきです。それには 1 人よりも 10 人、10 人よりも 100

人がより大きな成果をあげられます。ともすれば私利私欲と利己主義に走りがちな風潮が

ありますが、社会に生活させて貰う御恩を返し、報われることを期待せず、皆で手をつな

いで奉仕する、これがライオンズ奉仕のよろこびであります。ライオンズクラブの奉仕は、

人の本来もっている善意の心を合せて、常に国際的視野に立って世の中のために奉仕をす

すめる、そこにライオンズクラブ会員としての誇りとよろこびがあります。 

 


