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会員の意欲と満足感を維持し、戻ってきて
もらう方法

会員満足度向上ガイド
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はじめに
ライオンズクラブの健康と活力を維持するには、クラブに所属する会員の体験や期待について考える必要があります。例えば、
期待外れだったレストランに、もう一度行きたいと思うでしょうか？  
ライオンズクラブも同じです！

新会員を迎え入れる時には、可能な限り早期に彼らをクラブの活動に参加させることが重要です。クラブの会員が、「自分は歓
迎されている」「居心地がいい」「地域社会奉仕に参加している」と感じているなら、彼らはずっとクラブの一員でいてくれるはず
です。

会員歴が3年未満の新会員とそれ以上の会員を対象に調査を行った結果、入会してからの期間とは関わりなく、ほとんどの会
員にはいくつかの重要なニーズがあることが分かりました。それらは上から順に以下の通りで、会員にクラブに留まってもらい
たいなら、こうしたニーズを満たす必要があります。

 1)  奉仕活動に「誇り」を持てること
 2)  自分たちが「役に立っている」と確信できること
 3)  クラブの目標を知らされること 

さらに、新会員の場合には、その満足度を高めるためにスポンサーが特に配慮すべきニーズがあり、それらは以下の通りです。

 1)  友情を育めること
 2)  所属意識を持てること

クラブはどうすれば、会員が求めている体験を提供できるでしょうか？ 

クラブが常に効率的で、生産的で、会員にとって有意義であり続けるようにすれば、以下のような数々のメリットがもたらされ
ます。

 •  地域社会の不可欠な一部として尊敬を集めるようになる

 •  地域社会と国際社会の双方で奉仕を提供し、支援できるようになる

 •  個人的・職業的に成長する機会を会員に提供できるようになる

 •  友情を楽しめるようになる

クラブでは、必ず使命声明文、目的、目標を設定し、それらを会員に明確かつ率直に伝えるようにしてください。また、その際に
は有効な伝達手段を用いることで、すべてのクラブ会員に確実に伝わるようにすべきです。本ガイドは、以下の3つの簡単なス
テップを踏むために役立つでしょう。

 1) 会員がクラブに何を求めているかを明確にする。
 2) クラブに合った会員満足度向上計画を立てる。
 3) 計画を実行し、見直しを行う。

本ガイドの他にも、ライオンズクラブ国際協会ではクラブを支援する数々のリソースを用意しています。国際本部の会員部
membership@lionsclubs.orgに問い合わせるか、国際協会ウェブサイトwww.lionsclubs.orgをご確認ください。「クラブ会
員委員長」ページwww.lionsclubs.org/membershipchairは絶好の出発点であり、会員を引き込み参加させるためのさまざ
まなリソースが用意されています。また、ゾーン・チェアパーソン、リジョン・チェアパーソン、地区グローバル・アクション・チーム

（GAT）とも連絡を取り合い、会員にライオンズ学習センターに登録して指導力を養うよう奨励してください。 

クラブが活力を失えば、最大限に効果的な奉仕を行うことはできません。
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ステップ 1:   
会員がクラブに何を求め
ているかを明確にする

クラブがクラブ会長、クラブ会員委員長（グローバル会員増強
チーム）、クラブ奉仕委員長（グローバル奉仕チーム）、および
クラブ副会長（グローバル指導力育成チーム）で構成されるグ
ローバル・アクション・チーム（GAT）を組織したら、会員に有意
義な体験を持たせるための第一歩は、彼らがクラブに何を求
めているかを知ることです。会員の要望を把握することは、ク
ラブの会員委員会が手がけるべき重要な仕事です。クラブの
役員に、会員がライオンであることをどのように考えているか
を理解させ、役員と協力して取り組みの方向を決定してくださ
い。会員に有意義な体験を持たせるには、彼らの要望に基づ
いてクラブを作り変えることが肝要です。クラブのGATは協力
して会員の増強に取り組み、メンバーの一人ひとりが各自の
任務を達成しなければなりません。本ガイドにもいくつかの簡
単なアンケートが添えられていますが、会員がクラブについて
どのように感じているかを把握するため、「あなたの評価は？」
アンケートを行うことも検討してください。この包括的なリソー
スは、www.lionsclubs.org/membershipchairで入手できま
す。クラブの活動を会員の期待に沿わせるために役立つもの
で、効果的に行えば、会員の満足度の低下につながるさまざ
まな問題を解消できます。 

クラブ会員の中でも、特に配慮すべき層の一つが新会員です。
世界中のライオンズクラブが3年以上維持できる新会員は、全
体の約半数に過ぎません。しかし幸いなことに、新会員に有
意義な体験を持たせるために役立つツールやリソースが用意
されています。新会員が「自分は歓迎されている」「参加してい
る」と感じられる環境を生み出すよう心がければ、クラブのす
べての会員にとってプラスになるはずです。 

以下のいくつかのヒントを出発点として、会員がクラブに何を
求めているかを明確にしてください。

 •  会員に聞いてみることです！会員は意見を求められると、
「自分は参加している」と感じるものです。「クラブの存

在意義は何だと思いますか？」「クラブはそれにかなった
活動を行っているでしょうか？」「クラブの1年間の活動を
外から見るとしたら、クラブにとって大切なのは何でしょ
うか？」などと聞いてみるとよいでしょう。

  O  クラブ例会で時間を設けるか特別会議を開いて、会
員の要望について話し合ってもよいでしょう。

 •  クラブを去っていった人々に、その理由を聞いてみましょ
う。世界共通の理由もいくつかありますが、退会者に連絡
して教えてもらうと役立つはずです。本ガイドには、新会
員アンケートに加えて元会員アンケートも添えられてお
り、やはりクラブのニーズに合わせて変更できます。

  O  クラブ例会で時間を設けるか特別会議を開いて 、 
会員の要望について話し合ってもよいでしょう。

 •  クラブの掲げている目的、目標、使命声明文に、現在の会
員がクラブに求めていることが反映されているか、注意
深く検討します。 

クラブがまだクラブ活性化計画（CQI）の手順を踏んでいない
なら、直ちに実施することを考えてください。CQIの目的は、ク
ラブの取り組みがLCIフォーワード戦略計画に沿ったものとな
るよう支援することです。この戦略計画の4つの分野は、「会員
であることの価値の向上と新規マーケットの開拓」「クラブ、地
区、組織の向上」「奉仕のインパクトと焦点の強化」「社会イメ
ージの再形成と知名度の向上」です。CQIは、これらの各分野
を通してクラブがその潜在能力を最大限に発揮できるよう、ツ
ールとリソースを見つけるために役立つでしょう。
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ステップ2： 
クラブに合った会員満足
度向上計画を立てる

会員の退会は多くのクラブにとっての課題ですが、退会者は多
くの場合、同じ理由でクラブを去っていきます。退会者を対象
に調査を行った結果、会員を退会へと向かわせる最も大きな
理由が3つ存在することが分かりました。それらは以下の通り
です。

 1)  クラブ内の対立：これは、会員がライオンズクラブを去
っていく最大の理由です。他の会員との衝突、揉め事の
多発、性格の不一致、人間関係の破綻、派閥、激しい権
力争い、他のクラブ会員から尊重されていないという思
いなど、対立のあり方はクラブによってさまざまでしょ
う。

 2)  自分が「役に立っていない」ように思えること：クラブが
会員の希望に合った活動を行っていない場合や、会員
が「自分の意見は聞いてもらえない」と感じている場合
には、奉仕自体はすばらしくても、会員は「自分が役に
立っている」とは思えなくなるでしょう。

 3)   「 所属意識」を持てないこと：所属意識を持てない会
員が、長くクラブに留まることはないでしょう。 

本ガイドでは、クラブを作り変えることで会員が留まり続ける
よう促す方法を提案しています。ただし大切なのは、個々のク
ラブ会員との関係を築くことで、相手が何を期待しているかを
理解できるようになることです。「自分は役に立っている」と感
じさせるものは、人によってさまざまでしょう。関係を築くこと
は、会員のニーズを理解する唯一の方法なのです。

A. クラブ内の対立
クラブ内で対立が生じる原因は多くの場合、クラブ例会の計画
と進行にあります。うまく計画されたクラブ例会は会員間の対
立を防ぐために役立ち、すべての会員を参加させるとともに、
衝突や意見の不一致を最小限に抑える機会となります。例会
に対してよくある反応は次の通りです。

•  例会が非生産的である

• 例会が楽しくなかった

• 例会があまりに封建的で形式ばっている

事前によく考えて計画を立てておけば、例会を改善することが
できるはずです。まず、以下の5つの質問の答えを考えてみまし
ょう。

 1) 私たちはなぜ例会を開くのか？
  •  例会の目的は、クラブの議事を処理すること、親睦を

深めること、それともPRを行うことでしょうか？

   •  議事は必要なことだけに絞りましょう。活動
していない委員会に報告を求めたり、例会
の議題と無関係な情報を伝えたりする必要
はありません。

   •  例会の形式をクラブ会員に合ったものに変
えます。会員が好むのは、正式なプレゼンテ
ーションでしょうか、それとも活発な話し合
いでしょうか？

   •  権力争いや偏った信条は、クラブ例会に持
ち込ませないようにします。

 2) 例会の長さはどれくらいか？
  •  クラブの会員は、特定の慣習や伝統を楽しんでいま

すか？彼らがなくしたいと思っているものはあるでし
ょうか？時間をもっと有効に使ってクラブの議事を
処理したり、親睦を深めたりできるでしょうか？

   •  例会の時間配分は現実的に設定すべきで
すが、予期せぬ問題に対応できるよう、少し
余裕を持たせておきましょう。

 3) 例会はいつ行うか？
  •  曜日や時間を変えれば、出席率が上がるかもしれま

せん。

  •  会員にとって都合のよい時間が はっきりと二つ以上
に分かれるなら、クラブ支部の結成を考えるとよい
でしょう。

 4) 例会はどこで行うか？
  •  別の場所で例会を開くことを検討します。場所を変

えることで、別の視点がもたらされることもありま
す。部屋の模様替えをするだけでも効果があります。 

  •  クラブ会員が離れた場所から参加できる選択肢は
あるでしょうか？バーチャル形式を使えば、参加率が
高まるかもしれません。実際に集まるよりもオンライ
ンでの例会を希望する会員がいるなら、彼らを対象
にクラブ支部を結成することで、会員を参加させ続
けることを考えてもよいでしょう。
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 5)  例会が終了するまでに何を達成したいか？

  •  議事次第と補助資料（財務報告書や前回の議事録
など）を配布し、例会で取り上げる内容を会員に知
らせておきます。前回の例会以降に生まれたアイデ
ィアや懸念事項を出してもらう時間を設け、会員の
考えや意見を柔軟に吸い上げるようにします。「自分
の参加は歓迎されている」と全員が感じられるよう
にし、一部の会員だけが会話を独占することのない
ようにしてください。

  •  友情を育み親睦を深めることも例会の重要な目的
の一つですから、誰もが「自分は歓迎されている」と
感じ、「話し合いの輪に入れない」と思うことのない
ようにします。

以上の質問の答えが得られれば、生産的な例会を計画し、議
事次第と必要な資料を作成することができるようになります。
ライオンズ学習センターには例会運営に関するコースがあり
ますので、役立てるとよいでしょう。 

B. 「役に立っていない」ように思えること
人々が「自分は役に立っていない」と感じる時、その理由はい
くつかに分かれており、それぞれ適切に対処する必要がありま
す。忘れてはならないのは、会員の共通点は奉仕への関心に
ある、ということです。彼らがライオンズクラブに入会し、別の
社交団体や活動に加わらなかったのはそのためです。会員が   

「自分は役に立っていない」と感じる場合、よくある理由とし
ては以下が挙げられます。

 1)  地域社会に奉仕する機会が十分に得られていないこ
と。クラブが会員の意欲をかき立てるさまざまな選択
肢を与えていないと、彼らは「自分は役に立っていな
い」と感じるでしょう。活動を企画して会員に参加してほ
しいと思うなら、彼らの意見を聞くことを忘れてはなり
ません。家庭、職場、趣味など、会員が別のことに縛られ
ているとしたら、クラブの活動は彼らのスケジュールに
合っているでしょうか？

 2)  クラブは自分が関心を持っているタイプの活動を行っ
ていなかった。クラブがインパクトの大きい奉仕活動を
企画していて、誰もが参加できる時間に設定していたと
しても、その分野が会員の個人的な関心とかけ離れて
いたら、彼らは「自分は役に立っていない」と感じるよう
になるでしょう。
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すべての会員に新たな提案を出す機会を与えるとともに、そ
れらを柔軟に受け入れるようにしてください。

 •  クラブの既存の奉仕事業は、アイディアの源として、また
クラブにとって効果のあったこととなかったことを知る
指針として役立てるべきであり、「しなければならないこ
と」のリストにしてはなりません。 

 •  クラブの活動と計画の見直しを行うことを、常に心がけ
るようにしてください。既存のアイディアに対する会員の
評価と、改善に向けた新しいアイディアを受け入れましょ
う。

ライオンであることを楽しめそうな地域住民に出会ったら、そ
の度にクラブに誘うよう、すべてのクラブ会員に奨励してくだ
さい。そして会員候補が活動に参加したら、彼らが「自分は歓
迎されている」と感じられるようにすべきです。

クラブ役員には、確実に適切な研修を受けさせるようにしてく
ださい。リーダーシップ開発部では、各地での研修に役立つさ
まざまなリソース、オンライン・ツール、提案を用意しています。
役員に各自の職務に必要な研修を受けさせ、ツールを持たせ
るようにすれば、クラブの文化をすべての会員にとって魅力的
で居心地のよいものにする上で、絶大な効果が得られるはず
です。

 

3)  任された仕事が自分の関心やスキルに合っていなかっ
た。奉仕活動が会員の関心に合っていたとしても、彼ら
に任せている仕事が合っていない場合もあります。どの
ように奉仕したいか、会員に聞いてみたでしょうか？よ
くある例の一つは、職業が会計士の人にクラブ会計を
務めてもらうことです。喜んで引き受けてくれる場合も
ありますが、そうとばかりは限りません。職業とは別の
ことをしてみる機会を求めて、ライオンズクラブに加わ
る人もいるからです。 

C.  「所属意識」を持てないこと
人々が「所属意識を持てない」と感じる時、問題はクラブの文
化にあることがよくあります。目標は、新会員をクラブに参加さ
せ、「自分の意見を言ってもいい」と思わせると同時に、既存の
会員にもクラブの活動に対する意欲を持たせ続けることです。

「自分は歓迎されていない」「所属していない」と感じさせる
理由としては、以下が挙げられます。

• クラブでは権力争いばかりしているように感じた

• クラブは古臭く窮屈に感じた

•  クラブ役員が変わり、それが気に入らなかった

•  クラブはあまりに封建的で形式ばっている

•  親睦を深める機会が十分になかった

•  入会後しばらくして、「自分は評価されていない」と感じ
始めた

•  クラブの他の会員とつながりを持つことができなかった

• 自分の意見は求められていないように感じた

会員の一人ひとりに、「自分はクラブに貢献している」「自分の
貢献は重要である」と感じさせるようにしてください。

•  会員が提案や意見を出した時には、必ず応じるととも
に、常にフォローアップを行うようにします。

•  一人ひとりの会員が、その希望する通りに取り組める機
会を作ります。

•  新会員には、クラブ内でさまざまな機会を模索するよう
奨励します。最も意欲を感じられることから始めさせまし
ょう。ただし、委員会への参加に備えて指導力を養う機
会があることを、明確に伝えておきます。

•  クラブが新会員に「自分は歓迎されている」と感じさせる
には、新会員オリエンテーションやメンター・プログラム
など、www.lionsclubs.orgのリソースセンターに用意さ
れたリソースを役立てるとよいでしょう。
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ステップ3：  
計画を実行し、見直しを
行う 

会員のニーズを調査し、彼らの懸念を解消する方法について
ブレインストーミングを行ったら、次のステップは、クラブの改
革案を打ち出し、会員の満足度を高める上での障害を取り除
くことです。本ガイドに添付されたテンプレートは、そうした改
革案を練るためのヒントとして役立つでしょう。

A. 会員満足度向上計画を立てて伝達する

思い出してください。人々がクラブに留まる理由の一つは、「自
分はクラブの目標を理解している」という思いです。「自分はク
ラブ内で起きていることを知っている」と感じているライオン
は、「自分はクラブの重要な一員である」とも感じているはず
です。利用できるテクノロジーを役立てて、会員にクラブの目
標、活動、計画に関する情報を伝えてください。オンライン会報
は通常の紙の会報よりも迅速で安価な手段であり、活用すれ
ば情報の伝達が容易になります。クラブが利用できるツールと
しては、他にも以下が挙げられます。

 •  MyLion – このツールは、クラブの会員とのコミュニケー
ションを可能ににするもので、携帯アプリ版とウェブ版
の両方が用意されています。クラブの活動の管理も行え
ます。 

 • Eメール

 • ソーシャルメディア・ネットワーク

 •  行事と活動に関するウェブサイト

 •  会費、寄付、費用に関する財務関連サイト

クラブに最も適した、簡単に最新情報を届けられるツールを
選択するとよいでしょう。クラブ会員がこうしたテクノロジーに
関する研修を受け、快適に利用できるようにしてください。 

B. 反発に対処する

クラブの改革によって問題を解決しようとすると、反発を買う
ことがよくあります。それを最小限に抑えるには、「なぜ・何が・
いつ・どのように」というプロセスを活用して改革を進めるこ
とです。

 •  なぜ - 改革が提案されている理由を明確に説明します。

 •  何が - 会員として何が起きると期待できるかを説明しま
す。

 •  いつ - 改革案が実行に移される時点を明確にします。

 •  どのように - 期待している成果の概要を伝えます。

このプロセスが始まったら： 

 •  改革についてフィードバックを行うよう会員に奨励しま
す。得られたフィードバックに対応します。

 •  期待した成果が得られなければ、プロセスを調整するこ
とで柔軟に対処します。

 •  改革には時間をかけましょう。変化が早すぎると、会員に
とって受け入れにくくなります。しかし、一つを変えたこと
で成果が得られれば、次の変化は受け入れやすくなる
はずです。

クラブの理事会で改革の評価を続けることにより、クラブ役員
が共通の認識を持つようにしてください。 

C. 継続的に実施する

定期的に計画を見直し、調整するプロセスを踏みます。会員が
変われば、計画も変わります。新しい会員は、新鮮な視点と多
様な関心やスキルをクラブにもたらしてくれます。彼らの才能
を活用してください。 



新会員へのアンケート

クラブ名：         日付：   

ライオンズクラブに入会した理由は何ですか？   

クラブでの取り組みに、どのようなことを期待していますか？   

クラブのために役立ちそうなものとして、どのようなスキルをお持ちですか？   

どのようなクラブ活動に参加したいですか？   

私たちはどうすれば、クラブでの体験を高めることができるでしょうか？ご意見をお聞かせください。   

クラブが現在行っていない奉仕事業には、どのようなものがあるでしょうか？ご意見をお聞かせください。  

上記以外で、重要と考えていることはありますか？   

会員満足度向上ガイド | 8詳しい情報とさらなるリソースについては、 
lionsclubs.org/MembershipChairをご確認ください。



元会員へのアンケート

氏名：          日付：  

ライオンズクラブを退会した理由は何ですか？   

どれくらいの期間、ライオンズクラブに在籍していましたか？    
所属していたクラブを辞めたのですか、それとも組織としてのライオンズから離れるために退会したのですか？
他のクラブへの移籍によってライオンであり続ける機会は与えられたでしょうか？

あなたにとって最も重要性の高かったクラブの奉仕事業を教えてください。それはなぜでしょうか？ 

あなたにとって最も重要性の低かったクラブの奉仕事業を教えてください。それはなぜでしょうか？    

クラブがどのように変わっていたら、退会を思い留まったでしょうか？    

ライオンズクラブに取り組んでほしかった活動を教えてください。   

どうすれば、ライオンズクラブでの体験を高めることができるでしょうか？ご意見をお聞かせください。    

このクラブにもう一度加わることをご検討いただけますか？

会員満足度向上ガイド | 9詳しい情報とさらなるリソースについては、 
lionsclubs.org/MembershipChairをご確認ください。



会員満足度向上ガイド | 10詳しい情報とさらなるリソースについては、 
lionsclubs.org/MembershipChairをご確認ください。

会員満足度向上行動計画  
このテンプレートを使用して、会員の満足度を高めるための行動計画の立案に着手してください。会員のフィードバックに基づき、
変える必要のない分野と、大きく変える必要のありそうな分野を把握できたら、以下をガイドラインとしてお役立てください。必要
であれば、クラブのニーズに合わせて変更するとよいでしょう。

奉仕活動：  
撤廃を検討すべき現行の奉仕活動：

追加を検討すべき奉仕活動の種類：

クラブ例会：  
クラブ例会でなくすべき伝統：

クラブ例会にもっと組み入れるべきこと：

   

例会の場所を次のように変えることを検討すべき：

例会の形式を次のように変えることを検討すべき：

その他の提案： 

表彰、コミュニケーション、または有意義な体験を妨げているものとして会員が指摘したその他の分野に関する提案：



会員満足度向上ガイド | 11詳しい情報とさらなるリソースについては、 
lionsclubs.org/MembershipChairをご確認ください。

スケジュール – 改革が効果的で会員にとって受け入れやすいものとなるよう、必ず見直しの時間を含めること。  

次回の例会までに行うこと：

次の四半期に行うこと：

次の1年間に行うこと：
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