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2016 年 11 月から 2017 年 4 月 30 日までに、第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクト（DGE）は下

記を行います。 
 
• 地区の目標および行動計画を設定する 

o 第一副地区ガバナー/DGE は会員増強と指導力育成における地区の目標および行動計画の策

定と微調整を行うにあたり、DGE 自習課題をすべて終え、DGE 対象複合地区研修および

GMT/GLT エリア研修に出席し、現行年度の地区ガバナー・チーム（複合地区 GMT/GLT コー

ディネーター（該当の場合）と GMT/GLT エリアリーダーまたは特別エリア・アドバイザー

を含む）と協力します。 
• 最終的な目標と行動計画を国際協会に提出する 

o 最終的な目標と行動計画が決まったら、第一副地区ガバナー/DGE は地区の目標と行動計画

を、2017～2018 年度地区目標のウェブページを使って国際協会に提出します。（ウェブペ

ージは、2017 年 1 月 15 日以降にご利用いただけます） 
• 確認を取る 

o 第一副地区ガバナー/DGE は第二副地区ガバナー、複合地区 GMT/GLT コーディネーター（該

当の場合）、GMT/GLT エリアリーダーまたは特別エリア・アドバイザーから、オンライン確

認を取ります。確認は 2017～2018 年度地区目標のウェブページを使って行われることにな

っています。 

地区の会員増強および指導力育成における目標と行動計画の提出と確認の期限は 2017 年 4 月 30 日で

す。   
 
目標と行動計画を提出する前に、次の資料がお手元に揃っていることをお確かめください。 
 
1. 地区の会員増強と指導力育成のそれぞれにつき作成した「S.M.A.R.T.目標及び行動計画テンプレー

ト」。 
 
2. 地区の「会員増強目標ワークシート」。 

 
3. ご自分のライオンズクラブ会員番号。地区の目標と行動計画を提出する際には、第一副地区ガバナ

ー自身の会員番号の入力を求められます。ご自分の会員番号をご存じない場合には、所属クラブの

幹事にお問い合わせください。DGE セミナーのグループリーダーに手助けを求めることもできます。  
 

  

http://members.lionsdev.org/JA/districts/district-governors/district-goals-odd.php
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指導力育成および会員増強の目標と行動計画の提出方法 
 
注：本チュートリアル内で使用されている画像はすべて英語ページの例となっております。2017～
2018 年度地区目標のウェブページは、すべてのライオンズ公式言語でご利用いただけます。 
 
まず、 2017～2018 年度地区目標のウェブページにアクセスします。 
 

• 指導力育成か会員増強のいずれかのリストから、「新しい目標の提出」リンクを選択します。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ご自分のライオンズクラブ会員番号と、画面に表示されているセキュリティコードを入力して

ください。セキュリティコードは、このページにアクセスするたびに変わります。その時に表

示されているコードをそのまま入力してください。「次へ」をクリックします。 
• 会員番号がシステムに認識されない場合は、GMT サポートスタッフ（会員増強の場合）または

GLT サポートスタッフ（指導力育成の場合）にお問い合わせください。   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://members.lionsclubs.org/JA/districts/district-governors/district-goals-odd.php
http://members.lionsclubs.org/JA/districts/district-governors/district-goals-odd.php
http://members.lionsclubs.org/JA/districts/district-governors/district-goals-odd.php
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
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• 指導力育成か会員増強のいずれか選択した方の目標提出フォームが表示されます。お名前と地

区名が正しいことを確認してください。違っている場合には、GMT サポートスタッフまたは

GLT サポートスタッフまでご連絡ください。 
  
地区指導力育成目標及び行動計画の入力 

 
 

1) 「S.M.A.R.T.目標及び行動計画テンプ

レート」の 1 番目の項目を見ながら、

最初の目標文を入力します。 
 
2) 目標文に対する行動計画を入力しま

す（「S.M.A.R.T.目標及び行動計画テ

ンプレート」の 2 番目の項目を参

照）。 
a. 行動計画の最初の「行動手順」を

入力します。 
b. この行動手順の責任者は誰かを入

力します。    
c. 次の行動手順を入力するには、

「追加の行動手順とその責任者

を入力してください」というリ

ンクをクリックすると、追加の入

力欄が表示されます。最大で 10
個の行動手順とその責任者を入力

することができます。   

 
 
 
 
 

 
3) 行動手順をすべて入力し終えたら、こ

の目標を達成する目標期限を入力しま

す。 
4) この目標が達成されたことをどうやっ

て確認できるか記述します。 
5) 次の指導力育成目標と行動計画を入力

するには、「追加の地区指導力育成目

標および行動計画を入力してください」

というリンクをクリックし、上記手順

を繰り返してください。最大で 10 個

の目標とそれにまつわる行動計画を入

力することができます。 
6) 最後の地区指導力育成目標及び行動計

画を入力し終えたら、提出をクリック

してください。 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
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地区会員増強目標及び行動計画の入力 

 
 

1) 記入済みの「2017～18 年度会員増強

目標ワークシート」および「S.M.A.R.T.
目標及び行動計画テンプレート」を見

ながら、地区の「新会員勧誘」の四半

期ごとの目標を入力してください。次

の入力欄に進むには、キーボードの

「Tab」ボタンをお使いください。地

区の新会員勧誘目標文では、年間の合

計数が自動的に計算されます。 
2) 目標文に対する行動計画を入力します

（「S.M.A.R.T.目標及び行動計画テン

プレート」の 2 番目の項目を参照）。 
a. 行動計画の最初の「行動手順」を

入力します。 
b. この行動手順の責任者は誰かを入

力します。    
c. 次の行動手順を入力するには、

「追加の行動手順とその責任者を

入力してください」というリンク

をクリックすると、追加の入力欄

が表示されます。最大で 10 個の

行動手順とその責任者を入力する

ことができます。   
 

 

 
 

3) 行動手順をすべて入力し終えたら、

この目標を達成する目標期限を入力

します。 
4) この目標が達成されたことをどうや

って確認できるか記述します。 
5) 年次会員増強目標の要約は、上記の

目標文で入力されたデータに基づき

自動的に表示されます。 
6) 次へをクリックすると、新会員勧誘

の目標が保存され、「新クラブ結成」

目標ページに移動します。 
7) 以上のステップを繰り返し、「新ク

ラブ結成」「女性会員」「会員維持」

のそれぞれの目標を入力してくださ

い。 
8) 最後の地区会員増強目標及び行動計

画を入力し終えたら、提出をクリッ

クしてください。 
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目標及び行動計画の修正または追加 
 

• 2017～2018 年度地区目標ウェブページから、既存の目標と行動計画を変更したり、追加の目標

と行動計画を加えることができます。指導力育成または会員増強のセクションから、「追加の

目標の修正または入力」のリンクをクリックしてください。   
 
 

 
• ご自分のライオンズクラブ会員番号と、画面に表示されているセキュリティコードを入力して

ください。セキュリティコードは、このページにアクセスするたびに変わります。その時に表

示されているコードをそのまま入力してください。「次へ」をクリックします。 
• 会員番号がシステムに認識されない場合は、GMT サポートスタッフ（会員増強の場合）または

GLT サポートスタッフ（指導力育成の場合）にお問い合わせください。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 提出済みの目標と行動計画がすべて自動的に表示されます。必要な部分を編集してください。  

http://members.lionsclubs.org/JA/districts/district-governors/district-goals-odd.php
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
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• 注：指導力育成の目標と行動計画を追加したい場合には、指導力育成のページの一番下までス

クロールし、「追加の地区指導力育成目標及び行動計画の入力」リンクをクリックしてくださ

い。 
• 入力が済んだら、「提出」（ページの最下部）をクリックします。  

 
提出された目標および行動計画の確認ステータスを表示／印刷／確認するには 
 

• 2017～2018 年度地区目標ウェブページから、指導力育成または会員増強の目標と行動計画の

「目標を表示または印刷」リンクをクリックします。   

 
 

• 会則地域、複合/単一地区、地区のドロップダウンメニューから閲覧したい地域を選び、画面に

表示されているセキュリティコードを入力します。セキュリティコードは、このページにアク

セスするたびに変わります。その時に表示されているコードをそのまま入力してください。

「次へ」をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://members.lionsclubs.org/JA/districts/district-governors/district-goals-odd.php
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ご自分の地区の指導力育成/会員増強目標および行動計画一覧が新しいウィンドウに表示されま

す。  
 
 
 
 
 
 
 

• 「表示/印刷」ボタンをクリックすると、新しいウィンドウが開き、ご自分の地区の指導力育成

/会員増強目標および行動計画の印刷ビューが表示されます。「印刷」ボタンを押すと、目標と

行動計画を印刷することができます。 
 

• 承認を得る必要のある役員各位*に連絡を取り、地区の目標と行動計画を「確認」してもらうよ

う要請してください。 
 

指導力育成目標： 

• 第二副地区ガバナー 
• 複合地区 GLT コーディネーター（該当する
場合） 

• GLT エリアリーダー（または特別エリア・

アドバイザー） 

会員増強目標： 

• 第二副地区ガバナー 
• 複合地区 GMT コーディネーター（該当する
場合） 

• GMT エリアリーダー（または特別エリア・

アドバイザー） 

* それぞれの地区 GLT/GMT コーディネーターが地区の目標および行動計画を確認することは推奨さ

れていますが、地区目標および行動計画のステータスを「承認済み」にするための必須条件ではあ

りません。 

注意：第一副地区ガバナー/DGE が新たな目標を入力した場合、または入力済みの目標を修正した場合

には、新規または修正後の目標と行動計画に対する確認または再確認を、第二副地区ガバナー、複合

地区 GMT/GLT コーディネーター（該当の場合）、そして GMT/GLT エリアリーダー（または特別エリ

ア・アドバイザー）から得る必要があります*。 

ご不明な点があれば、2017～2018 年度地区目標ウェブページの「目標の提出及び確認手順についての

よくある質問」リンク、または「目標確認チュートリアル」を参照するか、GMT サポートスタッフま

たは GLT サポートスタッフにお問い合わせください。 

http://members.lionsclubs.org/JA/districts/district-governors/district-goals-odd.php
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:gmt@lionsclubs.org

