
MyLCIを使用したクラブ管理

ライオンズクラブ国際協会オセアル調整事務局
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▶このウェビナーは録画されます。

▶録画と使用したプレゼンテーショ
ン資料は後日提供いたします。

▶ウェビナー中、参加者のマイクは
オフにしてあります。

▶ウェビナー中のご質問は、画面右
側に表示されるナビゲーション
バーの「質問」欄に入力し、送信
してください。

始めに
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▶GAT日本全域リーダー
中村泰久元国際理事 ご挨拶

▶MyLCIオンラインツアー
▶会員情報の管理
▶クラブ情報の管理
▶役員情報の管理、更新
▶新クラブ申請
▶会計計算書と各種レポート
▶データのダウンロード

▶新年度に備えて
▶各種問い合わせについて
メンバーサービスセンター（MSC）

▶Q&A

本日の
トピック
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MyLCI
オンラインツアー
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MyLCI ホームページ:

私のタスク – 今月中に行うべき業務
（役職に応じる）

クラブ– ご自身のクラブ情報

私の情報 – ご自身の連絡先

会員数 – 会員動静報告の状況

アクティビティ –今年度からはMyLion
での報告

私の役員 – 支援を得られる役員



MyLCI のカスタマイズ:

• 言語の選択 – MyLCI の表示言語
を選択

• 他の役職を選択– 複数の役職が
ある場合



MyLCI ホームページのその他の機能:

• サポートセンター – 関連資料、FAQ

• トレーニングエリア– テストデータ
サイト

• 会員関係一覧表

• 名簿リンク– 支援を得られる役職者
の名簿

• バージョン履歴 –MyLCIの機能拡張
やシステム改修などの履歴





会員:

• 入会登録– 新会員、再入会
（復帰）会員、転籍会員の登
録

• 会員動静なしを報告 – 動静
がない月に選択

•会員情報を編集

•退会報告

•家族会員世帯を作成

•履歴を表示– 会員/役員履歴



会員の登録について:

• 入会登録– 該当する会
員をクリック



会員の種類:

• 正会員

• 名誉会員

• 賛助会員

• 不在会員

• 優待会員

• 学生会員

• レオ・ライオン







特定の会員の検察:

• 現会員

• 学生会員

• 退会者

• ライオンズクラブ入会者

• 準会員

• 終身会員

• 保留中転籍会員

• スポンサーが登録されていな
い新会員

• データが更新された会員





クラブ情報:

• 写真のアップロード

• クラブのウェブサイトURL

• クラブの略歴

• クラブのスペシャルティ選択

• クラブ例会の場所





クラブ支部の結成





役員:

• 任期を選択– 任期を選択し役員を
管理（今年度、次年度、過去の年
度）

• 役職– 役員、業務担当者、その他
の役職を選択

•その他の役職を追加– 独自の役職を
作成

•役員登録– 指定した任期の役員を登
録

•役員任期終了– 役員を削除

•履歴– 会員ページから履歴を確認



ライオンズクラブ
業務担当者
• 幹事と同等のアク
セス権限





会計計算書:

現残高 – 最新の収支確認

表示/印刷 – 現残高の内訳を表示ま
たは印刷

書面の会計計算書– 郵送での会計計
算書受け取りまたは受け取り停止を
選択

会計計算書および国際会費請求書 –
3年分の会計計算書及び国際会費請
求書を表示または印刷



新クラブ申請のプロセス:

１．新クラブ申請書 –入力・
提出

２．地区ガバナー承認

３．国際本部担当承認へ

４．申請完了保留－この段階
で、チャターメンバーの登録、
役員の任命を行う。申請を提
出し、国際協会の最終承認を
待つ。

５．国際協会の最終承認待ち

６．承認



MyLCI新クラブ申請

6項目からなる申請書:
1. 新クラブ情報
2. スポンサークラブ
3. 新クラブ役員
4. 想定チャーターメン
バー数

5. クラブ結成の基準
6. コメント/提出



新クラブ申請が地区ガバナーの承認を得るために提出されたという
確認ページ

この時点で地区ガバナーに通知のEメールが送られ、
その控えがスポンサークラブの会長と幹事にも送信されます。



確認ページ:
1. 申請書が国際協会に提出
2. チャーター費の総額
3. チャーター費の請求書がEメールで送信
4. 最終承認には全額の支払いが必要です。

MyLCI 新クラブ申請 – 最終承認待ち

この時点で、国際協会に通知のEメールが送信され、
その控えが地区ガバナー、スポンサークラブ役員、新クラブ役員に送信されます。

※2020年7月1日～12月31日の期間、
すべてのチャーター費と入会費は免除



MyLCI 新クラブ申請 – 新クラブチャーター
国際協会の承認を持って、申請ステータスが「承認」となり、クラブ
のチャーターが完了。

この時点で、地区ガバナー、スポンサークラブ役員、新クラブの役員に
通知のEメールが送信されます。



レポート:

月例会員報告書– 指定した月の会
員登録状況を確認







レポート:

クラブ会員名簿– 会員種別、入
会日などの情報を含む会員情
報一覧





レポート:

今年度ライオンズクラブ役員報
告書 –今年度のクラブ役員一
覧





データのダウンロード：
クラブ会員に関する特定のデータのダ
ウンロード

現年度又は次年度のクラブ役員データ
のダウンロード



新年度に備えて
MyLCIでの登録期限：

新クラブチャーター申請→6月20日
クラブ解散・合併→6月15日
会員入会、退会等→6月末
役員登録→6月中
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１．役員登録（3役及び委員長全員）
２．クラブ業務担当者登録
３．ライオン・アカウント取得（未取得
の場合）



各種問い合わせについて
メンバーサービスセンター（MSC）
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１．会員情報の編集（各クラブで編集できる項目とできない項目がある。）
→できない項目については会員編集画面からMSCにリクエストがあがる。

２．会員種別の変更→終身会員はMyLCIで変更不可。申請書と会費支払い証明を
MemberServiceCenter@lionsclubs.org宛てにメールで送付
（oseal@lionsclubs.orgをccに入れる）

３．その他エラー→地区に支援を要請する。地区でも解決が難しい場合は、エ
ラーの内容と出たエラーメッセージのスクリーンショットを
oseal@lionsclubs.orgにメール

４．サバンナ関連→地区のIT担当者にご相談ください。



Q & A

An online training hosted by Lions Clubs International
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ありがとうございました。

An online training hosted by Lions Clubs International
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