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第 7章 

情報テクノロジー 

概要 

情報テクノロジー部は主に、協会全体のデータ保管/作成等を担当する部であり、その目

的は、国際協会がより効率よく地区、クラブ、会員、そしてスタッフを支援できるようテ

クノロジーサービスを提供すること、協会の記録を管理すること、一般的な運営に不可欠

なビジネスインテリジェンスおよび報告書を提供することにある。この部は、地区及びク

ラブだけでなく、国際本部の他の部署のためにも仕事をする。部には、アプリケーショ

ン・サービス、エンタープライズ・アーキテクト、エンタープライズ・データサービス、

会員サービスセンター、ネットワーク・サービス、IT サービスの六つの課がある。全世界

から提出されるすべての月例会員報告書とアクティビティ報告書を処理するほか、あらゆ

るクラブの記録を管理することもこの部の責任である。クラブ役員記録を維持するのもこ

の部である。会員報告や役員報告を eMMR ServannA で行うと、国際本部にもデータが登

録される。また、eMMR ServannA から MyLCI へアクセスし、国際本部へクラブ・アクテ

ィビティを報告できるほか、MyLCI で名簿（アルファベットによる表示）や会員カード

を印刷したり、会員情報にアクセスしたり、オンラインで支払いを行う（ただし支払い画

面は英語）ことができる。 

 

インターネットの使用 

協会のウェブサイト www.lionsclubs.org は、インターネットを通じて協会の多くの情報に

アクセスできる窓口である。トップページ上部の「LCI ストア」のリンクからは、ピンや

シャツ、ベストなどのクラブ用品を購入することができる。 

同様に、次に開催される国際大会への登録も協会ウェブサイトから行うことができる。協

会ウェブサイトの「ニュースとイベント」とあるタブをクリックし、「国際大会」のペー

ジより「参加者情報」を選択する。 

ライオンズの会員は協会のウェブサイトを利用して、「クラブ検索」のリンクを通じて他

のライオンズクラブやレオクラブを検索できるほか、ライオン誌本部版（英語による北米

版）を読んだり、国際本部の部署や職員に E メールを送信したり、出版物をダウンロード

したりすることができる（日本語では入手できない出版物がある）。 

国際理事会メンバー、元国際会長、元国際理事、協議会議長、地区ガバナー、そして国際

本部スタッフのリストをオンラインで閲覧できる「名簿」も、協会ウェブサイトからアク

セスすることができる。「名簿」へのアクセス権はパスワードで保護されており、国際理

事会メンバー、元国際会長、元国際理事、協議会役員、および地区役員のみに限られてい

る。国際理事会メンバー、元国際会長、元国際理事、協議会議長および地区ガバナーは、

地区および複合地区大会のスピーカーに関する情報、国際理事会委員会メンバーのリスト、

国際理事会会議議事録のコピーを「名簿」から閲覧することができる。 

http://www.lionsclubs.org/JA/index.php
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月例会員報告およびクラブ役員報告は前述のとおり、eMMR ServannA で行う。また、ク

ラブ会長および幹事は eMMR ServannAから MyLCIへアクセスし、会員データを閲覧した

り、会員名簿などを印刷できる。また、アクティビティ報告や、会計計算書の確認のほか、

会員カードの印刷を行うこともできる。 

クラブ会計も eMMR ServannAから MyLCIへアクセスし、会計計算書や半期分会費請求書

を確認することができる。会計は MyLCI ウェブサイトを通じてクラブ口座の未納残高を

支払う（ただし支払画面は英語）ことも可能である。 

地区レベルでは地区ガバナー、副地区ガバナー、キャビネット幹事および会計が MyLCI

へ直接アクセスし、地区内のクラブのデータを見ることができる。地区役員はまた、デー

タをダウンロードしてクラブや地区の住所録や名簿、報告書などを作成することができる。 

クラブおよび地区の情報へは、リジョン･チェアパーソンおよびゾーン･チェアパーソンも

ウェブサイトからのアクセスが可能であるが、役員として認識されるためには、新任の地

区ガバナーが MyLCI ウェブサイトを通じて地区にあるリジョンおよびゾーンをまず登録

した上で、それぞれのリジョン/ゾーン/クラブを担当するリジョン/ゾーン･チェアパーソ

ン名を登録しなければならない。 

会員情報のプライバシーを保護するため、会員報告サイト（MyLCI）を利用するにはパス

ワードが必要である。地区役員は、自分の会員番号を使ってユーザー名およびパスワード

を取得・管理する。このプロセスは、「Registration（登録）」と呼ばれる。（クラブは、

パスワードを使って eMMR ServannAにログインし、MyLCIにアクセスする。） 

独自のデータベースを使っている複合地区または地区の複合地区、地区、及びクラブ役員

は、MyLCI のすべての機能において閲覧権があり、また一部の機能には閲覧及び変更権

がある。 

ウェブサイトの登録プロセスでは、ユーザーのパスワードは年度が変わっても同じものを

使えるが、その任期を継続しない場合には無効となる。登録を済ませると、たとえその役

員がクラブ、地区、または複合地区レベルで複数の役職に就いている場合でも、必要とな

るすべての MyLCI 機能にひとつのユーザー名とパスワードでアクセスすることができる。

各役員がアクセスできる MyLCI 機能は、協会において現在務めている役職によって決ま

る。 

パスワードを忘れた場合でも、MyLCI を使って再発行が可能である。MyLCI のログオン

画面から、「ユーザー名またはパスワードを忘れた方はこちら」をクリックする。会員番

号を入力し、選択されている秘密の質問に答えると、登録された役員が元のユーザー名お

よび／またはパスワードを変更することができる。 
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リジョン及びゾーン役員報告 

毎年新たに選出される地区ガバナーには、地区のクラブをゾーンに、またゾーンをリジョ

ン（リジョン編成は任意）に編成する機会がある。クラブがゾーンに、ゾーンがリジョン

に割り当てられたら、次の手順はゾーン及びリジョン・チェアパーソンを任命することで

ある。地区ガバナー（エレクト）がゾーン及びリジョン・チェアパーソンを任命して報告

すると、新たなチェアパーソンの手元に紙面及び（又は）Eメールによる通信物やその任

務に対する表彰などが届くようになるほか、適宜 MyLCIその他の情報源にアクセスでき

るようになる。 

地区ガバナーは MyLCIを利用してクラブをゾーンに、ゾーンをリジョンに割り当て、ゾ

ーン及びリジョン・チェアパーソンを登録する。地区ガバナーエレクトはガバナーとして

の任期開始に先立つ 5月 16日から、MyLCIのこの機能を利用できるようになる。 

地区ガバナー（エレクト）がリジョン及びゾーン・チェアパーソンを割り当て報告すると、

チェアパーソンはリジョン全体又はゾーン全体の観点から MyLCIの機能を利用できるよ

うになる。 

 

レオクラブ 

レオクラブ役員、レオクラブ顧問、そしてスポンサーのライオンズクラブ役員には、

MyLCIへのアクセス権がある。レオクラブは、MyLCIを通じて役員や会員、奉仕活動の

報告を行うことができる。MyLCIへは、国際協会ウェブサイト www.lionsclubs.org のホー

ムページにある「MyLCI」からアクセスする。 

レオクラブ会員と役員に関する情報を国際本部に報告する方法には、MyLCIウェブサイ

トからオンライン報告をする方法と、「Leo-72」書式を青少年プログラム課に提出する方

法の二通りある。 

レオクラブが年次のクラブ役員に関する情報を「Leo-72」書式を用いて提出すると、Eメ

ールまたは手紙が自動的に作成されて、レオクラブ会長とレオクラブ顧問宛てに送られる。

これを受け取った時点でレオクラブ会長およびレオクラブ顧問には、パスワードを登録し

てクラブ役員に関する情報を入力し、会長以外のクラブ役員がパスワードを登録できるよ

うにする責任がある。 

レオクラブがすでに MyLCIを使って役員と会員に関する情報を報告している場合、クラ

ブは次の年度より「Leo-72」書式を提出する必要がなくなる。代わりにレオクラブ幹事ま

たはレオクラブ顧問が翌年度の新レオクラブ役員の氏名を入力する。そうすれば次期レオ

クラブ役員が各自のパスワードを登録することが可能となる。 

レオクラブの役員報告や会員報告に関する詳細については、国際本部の青少年プログラム

課（Eメール： leo@lionsclubs.org）に問い合わせる。 

 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/leo72.pdf
mailto:leo@lionsclubs.org
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会員情報 

理事会方針及び理事会が決定した最近の変更に基づき、会員/役員に関する情報要請につ

いては、今後下記のようになる。 

ラベルやファイルを収録したディスケット等は提供されなくなる。E メールによる電子フ

ァイル配信という形でのみ応じられる。 

こうした情報の入手方法には二通りある。 

 複合地区協議会議長、地区ガバナー、副地区ガバナー、もしくはキャビネット幹事

は、MyLCI ウェブサイトのデータダウンロード機能を使って会員/役員情報をダウ

ンロードすることができる。ウェブサイトにアクセスし、データダウンロード機能

を用いて独自のスプレッドシートを作成する場合には、複合地区/地区に一切料金

がかからない。 

 データダウンロード機能の使用について手助けが必要な場合には、会員サービスセ

ンター（E メール：mylci@lionsclubs.org、または電話：630.468.6900）まで連絡する。 

 その他の方法として、国際本部による電子ファイルの作成・提供を希望する場合に

は、下記の手順に従って会員・役員の連絡先情報を要請する。 

 国際理事会が定めた方針により、会員の連絡先情報に関わるいかなる要請も、複合

地区については現協議会議長が、単一地区または準地区については現地区ガバナー

が書面により要請する必要がある。要請文書には、何が必要であり、その使用目的

が何であるかということと、これが営利または政治的な目的のために使用されない

ことが明確に記述されていなければならない。さらに、要請書を提出することによ

り、複合地区/地区はその会計口座に、最初の 2 つの会員/役員情報要請に対しては

US$50、3 つ目以降に対しては各 US$20.00 を請求することを協会に許可することに

なる。これは、要請のあった情報作成に当たったスタッフの労賃として請求される。 

協議会議長または地区ガバナーは書面による要請を、国際協会に登録されている E メール

アドレスから情報テクノロジー部（informationtechnology@lionsclubs.org）に提出すること

ができる。 

クラブ役員は、氏名、住所、会員情報などが載っているクラブ会員名簿に MyLCI

ウェブサイトからアクセスすることができる。会員サービスセンターに連絡 (電話

+1-630-203-3830、E メール memberservicecenter@lionsclubs.org) して入手することも

可能である。 

地区および複合地区の役員は、地区／複合地区内にあるクラブの会員氏名、住所、

在籍情報が載っている会員名簿を MyLCI ウェブサイトから入手することができる。

会員サービスセンターに連絡 (電話+1-630-203-3830、Eメール

memberservicecenter@lionsclubs.org) して入手することも可能である。 

mailto:mylci@lionsclubs.org
mailto:informationtechnology@lionsclubs.org
mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
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会員登録状況リポート（地区内の全クラブ名と各クラブに在籍する会員総数を示

す）、未報告クラブ役員リスト（地区内の役員不在クラブを示す）、会員タイプ別

/性別データ要約（地区内のクラブ名と種別および性別ごとの会員数を示す）は、

パスワードがなくても以下を行うことによって入手することができる。 

 メイン・ウェブサイト( www.lionsclubs.org)を開き、希望する言語を選択する。 

 ページ上部にある「MyLCI」ページへのリンクをクリックする。 

 MyLCI サイトへのログオン用ページが表示されるので、画面右の

「Resources」リンクから｢Membership Reports（会員関係一覧表）｣をクリックす

る。 

 ｢次の内、一覧表を選択してください｣の下から、｢会員登録状況リポート｣「未

報告クラブ役員リスト」「Summary of Membership（会員タイプ別/性別データ要

約）」「月例会員報告累計表」のいずれかをクリックする。 

 希望する年度をクリックする。 

 年度別のファイルの中から、「年(西暦)-月」が表示された月別フォルダーを選

択する。 

 希望の地区までスクロールし、地区名をダブルクリックする。使用しているパ

ソコンに Adobe Acrobat がインストールされていない場合には、MyLCI サイト

へのログオン・ページに戻り、Adobe のアイコンをクリックしてダウンロード

する。 

重要事項：これら四つの報告書は毎月第 5就業日 に更新される。 

 

終身会員 

正会員として 20 年以上の奉仕歴があるライオン、または 15 年以上の奉仕歴があり少なく

とも 70 歳に達しているライオン、あるいは病気で重体であるライオンは、終身会員にな

ることができる。更に、2006年 7月 1日をもって、現在ライオンズクラブの正会員である

か、または 2007 年 6 月 30 日までにライオンズクラブの正会員となった元ライオネスは、

ライオネスとしての奉仕歴をすべて終身会員となるための資格に適用することができる。

2007 年 6 月 30 日よりも後にライオンズクラブの正会員となったライオネスは、終身会員

となる資格に、ライオネス奉仕歴を適用することができない。 

終身会員となるための費用は 650 ドルで、国際理事会に代わって事務総長が承認する。こ

れは申請時に納める一度きりの納入金であり、クラブ、地区、複合地区の会費の支払分で

はない。終身会員にクラブ会費を請求するかどうか、また、終身会員の地区又は複合地区

の会費をクラブが支払うかどうかは、クラブの理事会が判断して決める。 

終身会員申請書（ CLM ）は、国際本部の会員サービスセンター（ E メール

memberservicecenter@lionsclubs.org、電話+1-630-203-3830）に連絡して取り寄せられる。ま

た協会ウェブサイト(www.lionsclubs.org)からも入手できる。 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/JA/index.php
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終身会員は、国際会長からの手紙、ピン、証書、並びに銀色の終身会員カードを受け取る。

これらは普通、贈呈できるようクラブ幹事に送られる。 

 

物故会員 

会員サービスセンターは、その任務の一部として、亡くなった会員全員のリストを維持す

る。国際大会における追悼式で、1 年間に亡くなったライオンズ会員が称えられるので、

このリストはその際に使用される。また、地区あるいは複合地区の大会前に、代議員数確

定のために協会が認めているクラブ会員数リストとともに物故会員のリストが送られる。

オンラインで月例会員報告を行う際に物故会員も報告しなければならない。クラブ別物故

会員のリスト/報告書は、MyLCIウェブサイトからも入手できる。 

 

住所の変更 

住所にどんな変更があった場合にも、それを報告することは極めて重要である。正確な住

所は、協会がライオンズの会員と連絡を取り、重要な情報を送るために不可欠である。事

務局の住所が変更した場合など、国際本部に登録されている住所を変更するには、eMMR 

ServannAで役員の会員情報の MyLCI Extension Formsに記載されている住所を変更する。

国際本部からの郵便物はすべてここに記載されている住所に送付される。 

質問がある場合には、太平洋アジア課 (Eメール: PacificAsian@lionsclubs.org、課専用ファ

ックス: 630-203-3777) に連絡する。 

 

地区別会員変動報告書 

地区ガバナーは新入会員、退会者、終身会員、物故会員のリストを MyLCI サイトから入

手することができる。 

 

mailto:PacificAsian@lionsclubs.org

