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ライオンズの情報をオン
ラインで
料金支払いからオンライン・ショッピング、家
族・友人とのコミュニケーションに至るまで、
人々は万事にインターネットを利用していま
す。またインターネットは、情報収集の際の情
報源でもあります。

このガイドは、世界中のライオンズクラブにと
ってインターネットがいかに役立つかを伝える
為に企画されました。会員への情報伝達をはじ
め、クラブ業務の実施、更にはクラブの宣伝の
際の提案などが含まれています。

インターネットを使う理由
クラブの行事や活動を伝達する上で、インター
ネットを利用することは非常に優れた方法で
す。なおかつ、無料で行えます。Eメールをはじ
め、クラブのウェブサイトやEクラブハウス、ソ
ーシャルネットワーク・サイト、Eニュースレタ
ーなどは、クラブ業務をオンラインを通じて行
うことを可能にすると同時に、クラブ会員同士
が繋がりを持ち、クラブを一般の人々に宣伝す
ることにもつながります。

クラブ業務の
実施
サイバークラブやインターネットを得意とする
クラブは、オンラインを通じて話し合いやクラ
ブ業務を行いますが、奉仕活動や資金獲得活動
などは皆で集まって行うことができます。オン
ラインを通じてライオンズ業務を実施する利点
は、下記の通りです。

• 効率の良い管理業務や意思決定
• 例会、郵送、会費等にかかる経費の削減
• 例会出席率の向上
• 都合に合った例会実施  
• 会員のクラブ活動の充実
• 紙の使用や例会場への移動に使うガソリ
ンなどの削減による環境保護

下記は、インターネットを通じてクラブ業務を
行う際の方法です。

自分のクラブの
会則及び

付則を改正する

サイバークラブは、幾つか、又は

全ての運営業務をオンラインで行

う、というように提示する必要は

ありません。下記のような決議案

で自らのクラブ会則及び付則を改

正し、クラブ業務をオンラインで

実施することができます。

「（自分のクラブ名）ライオンズ

クラブは、クラブ内の運営業務を

インターネットを通じて行うこと

ができる。但し、クラブ会員の過

半数の書面による承認が得られな

い限り、そのような行為のいかな

るものも有効とはならない。会長

又は同クラブの（現職の理事会構

成員などを含めることを検討す

る）がこのような処理を提案でき

るが、その際の投票は、最初のE

メールが送信されてから10日以内

に幹事に届かなければ有効とはな

らない。」

上記の決議案を承認することによ

り、クラブは迅速に行動する必要

のある事項に対応することが出来

ます。クラブが伝統的な例会スケ

ジュールを保持するつもりであっ

たとしても、必要であれば、オン

ラインによる運営業務の遂行が可

能となります。伝統的な例会と同

様に、オンラインによる業務運営

を行うライオンズクラブは議決に

不可欠な定足数の投票を必要とし

ます。
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Eメール
Eメールは最も人気のあるコミュニケーション法の一つです。例会と例会の間にクラブ会

員同士がコミュニケーションを取る際の簡単な方法です。 

クラブのEメールアドレスを設けて、会員へのコミュニケーションは常に同じEメールア

ドレスから届くようにしてください。クラブ役員は定期的にEメールを確認し、質問に答

えると共に、最新情報を会員に送信してください。無料でEメールが利用できるプロバイ

ダーは無数にありますが、最も一般的に使われているプロバイダーとして、Gmail（Gメ

ール）、Yahoo（ヤフー）、Outlook（アウトルック）などがあります。Eメールアカウン

トには連絡先リストがあるので、クラブ会員の氏名とEメールアドレスをリストに載せる

と共に、定期的に更新してください。

 

クラブ会員とのコミュニケーションでEメールを利用する際のアイディア：

• 例会前には審議事項、例会後には議事録を送信する。

• 奉仕活動の前に確認事項を送信する。（時間、場所、服装など）

• 新会員が入会した際に、その人の紹介を送信する。

クラブ会員とのコミュニケーションでEメールを使う際のコツ：

• 定期的にEメールを確認し、遅延なく返信する。

• クラブ会員にウェブサイトを紹介する際には、ハイパーリンクを使う。 

• グループにEメールを送信する際は、ブラインド・カーボン・コピー（BCC）を使

う。ー 受信者のEメールアドレスが隠れるので、会員のプライバシーが保護され

るだけでなく、Eメール全体が短く見えます。

• Eメールの内容が分かるような件名を使う。 

• メッセージは簡潔にし、必要な情報のみを提供する。皆、沢山のEメールを受け取

るので、長いメッセージを読む時間が常にあるとは限らないからです。
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http://hotmail.com/
http://mail.yahoo.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/


Eクラブハウス
あなたのクラブや地区の情報を探している人は、まず、あなたのクラブをオンラインで

検索することでしょう。だからこそ、各クラブが魅力的で情報が詰まったウェブサイト

を持つことが重要なのです。

ライオンズクラブ国際協会は、クラブが無料で簡単に利用できる本格的なウェブサイト

のテンプレートを用意しています。それらは、Eクラブハウス、Eレオクラブハウス、E地

区ハウスと呼ばれています。Eクラブハウスを利用することで、クラブが取り組んでいる

事業の最新情報を会員と地域住民に伝えられると共に、クラブの活動の宣伝や新会員の

勧誘が行えます。

Eクラブハウスでは、ライオンズクラブ国際協会のブランドが組み込まれたテンプレート

が提供され、その中の空欄を埋める形式になっています。サイトには、以下の項目が予

め用意されています：

• クラブ・ホームページ：クラブの事業や活動に取り組む会員の写真を載せ、クラブの

略歴を紹介します。 

• 行事カレンダー：例会、奉仕活動、資金獲得運動、その他の重要な日程を伝えるの

に、カレンダーを活用して下さい。 

• クラブ事業：取り組んでいる事業の情報を掲載し、事業を支援する方法を地域に知

らせます。 

• フォト・ギャラリー：最近行った事業の写真を公開して、クラブの活動を紹介します。 

• 問い合わせ先：地域の人々にクラブを知ってもらい、参加してもらえるよう、代表

者の連絡先を掲載します。 

• 会員限定ページ：会員がクラブの重要連絡事項を伝えたり、例会への参加を呼びか

けたり、会員の活躍を紹介したりする場を提供します。

• さらに、クラブの特別行事やニュースを掲載できるページを、5つまで追加するこ

とができます。 

Eクラブハウスのサイトを設けるには、申請書を記入して下さい。また、自分のクラブ・

ウェブサイトの参考として、他クラブのEクラブハウスのサイトを閲覧することも出来ま

す。Eクラブハウスを設けたら、必ずMyLCIを通じて、EクラブハウスのウェブサイトURL

を報告し、ライオンズクラブ国際協会のクラブ検索ページに反映されるようにしてくだ

さい。

プロ並みのウェブサイトを作成するためのコツ：

• 見やすくする：1ページにあまり情報を詰め込みすぎないでください。読みづらく、

読む気になりません。 

• 頻繁に更新する：特にカレンダーなどは、頻繁に更新するようにしてください。間

違った時間や場所に会員希望者が集まってしまうのだけは、絶対に避けたいこと

です。

• 校正する:ウェブサイトが一般に公開される前に、内容をよく確認してください。
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http://www.lionsclubs.org/JA/find-a-club.php
http://mylci.lionsclubs.org/
http://www.e-clubhouse.org/eclubhouses.php
http://www.e-clubhouse.org/application.php?language=JA
http://www.e-district.org/
http://www.e-district.org/
http://www.e-leoclubhouse.org/ 
http://www.e-clubhouse.org/


オンライン・ニュースレター
紙のニュースレターを発行しているクラブは、オンライン・ニュースレターに移行する

ことを検討してみてください。Eメールを通じてニュースレターを送信することは、印

刷や郵便に掛かる費用削減になるだけでなく、環境に優しいクラブになることでもあり

ます。

会員に逐次情報を提供することで、オンライン・ニュースレターは勧誘や広報など、さ

まざまなことに利用できます。クラブとその活動を伝える為に、地域支援者をはじめ、

クラブ会員、新会員候補者などにオンライン･ニュースレターを送信できます。

オンライン･ニュースレターに含むべき情報の提案：

• 今後の例会、奉仕活動、資金獲得運動などの行事カレンダー

• クラブ役員のリストを含めた、問合せ先

• 入会の方法

• 資金獲得運動や奉仕活動の結果や写真

• クラブのウェブサイトへのリンク

• クラブのソーシャルネットワーク・ページへのリ

ンク

• 会員や支援者へのお礼

カスタマイズされたオンライン用パ
ンフレット
パンフレットは、クラブやその活動、新会員勧誘を

促進するもう一つの素晴らしい方法です。

カスタマイズできるパンフレットは、ライオンズ

クラブ国際協会ウェブサイト（LionsClubs.org）の

広報のページで見つけることが出来ます。

資金獲得運動
インターネットを通じて、ライオンズクラブを多くの人々に知ってもらえるようになっ

たので、資金を募るライオンズのオンラインによる活動が以前よりも容易になっていま

す。日々の生活において、多くの人々がインターネットを利用しているので、オンライ

ンによる資金獲得運動は一般の人々が参加したり、クラブを支援する便利な方法です。

オンラインによる資金獲得運動をする為には、クレジットカードによる支払システムを

設けることが出来る数々のサイトから一つを選ぶ必要があります。 

• PayPal（ペイパル） は、ウェブサイトをはじめ、ブログ、ソーシャルメディア･

ページ、Eメールに寄付ボタンを加える機能を提供しています。また、さまざまな

理由に基づいた、独自の資金獲得ウェブサイトを作成することが出来ます。

• Causes（コージーズ） では、非営利組織が地域支援を募ったり、資金獲得キャン

ペーンを行ったり、ボランティアを募ることなどができます。支援者のソーシャ

ルネットワークを通じ、活動対象となっている地域の人々が行動に取り掛かり、

仲間を関与させ、リサーチを拡大させる為に、これらのツールを利用できます。 
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http://www.causes.com/ 
https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=merchant/donations
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/resources/publications/resources-pub-pr.php


インターネット掲示板/フォーラ
ム
インターネット掲示板は、別名インターネッ

ト・フォーラムと呼ばれていて、この掲示板

上で会員同士が話をすることが出来ます。題

材によって管理され、クラブ会員は自由な時

間や場所から掲示板を通じてコミュニケーシ

ョンを取ることが出来ます。掲示板に掲載さ

れたメッセージは、モデレーターによって削

除されるか、アーカイブに保管されるまで掲

載され続けます。さまざまなウェブサイト

が、無料の掲示板を提供しています。Board

Host（ボードホスト）、 Active Board（アク

ティブボード） 、 Yahoo Groups(ヤフーグル

ープ）などはその一例です。

チャットルーム
チャットルームは、会員がリアルタイムでコミュニケーションをすることが出来る空間

です。Yahoo Messenger（ヤフーメッセンジャー） のようなサイトでクラブ例会を行っ

たり、話し合いやブレインストーミング・セッションを実施することが出来ます。 

会費の徴収
PayPal（ペイパル） やWe Pay（ウィペイ）といったオンライン・サイトを通じて、クラ

ブ会員は会費の支払を容易にすることが出来ます。Eメール、オンライン・ニュースレタ

ー、又はEクラブハウスの会員限定ページに会費支払のためのリンクを加えてください。 

MyLCI
MyLCIは、クラブや地区の運営責務を簡素化するの

に役立つウェブベースの機能です。MyLCIは、世界

中のクラブ役員、地区役員、国際役員の意見をもと

に作成されています。世界中のライオンズ及びレオ

の役員がMyLCIを利用することができます。 

MyLCIへアクセスすると、それぞれニーズに合った

情報のスナップショットがホームページに表示され

ます。MyLCIを通じて、会員や奉仕活動の情報を入

力したり、クラブの財務記録の閲覧や支払、会員

証の印刷、クラブ役員の任命、クラブのウェブサイ

ト･アドレスや例会の場所の入力などが行えます。

また、定期的に新しい機能が加えられています。  

MyLCIにはさまざまな機能があるだけでなく、簡単に操作できます。手助けが必要な場合

には、すぐにお問合せ頂けます。サポート・センターをクリックし情報を得るか、持っ

ている疑問に関連した項目の説明を得ることが出来ます。
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道徳綱領

常にライオンズの道徳綱領を順守

する。これは全てのオンラインによるコ

ミュニケーションに適用されます。

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/bpm_ch06.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/bpm_ch06.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/
https://www.wepay.com/
https://www.paypal.com/webapps/mpp/website-payments-pro
http://messenger.yahoo.com/
http://groups.yahoo.com/
http://groups.yahoo.com/
http://www.activeboard.com/
http://www.activeboard.com/
http://www.boardhost.com/
http://www.boardhost.com/


クラブの宣伝
インターネットは、クラブのコミュニケーション戦略において必要不可欠な要素です。
オンラインを通じて一般の人々とコミュニケーションを取る主な方法は、ウェブサイト
です。ウェブサイトの情報は、関連性があり、上手くまとまった内容であると共に、全
体を通じて、容易に取り扱えるものでなければいけません。クラブが作成する全ての物
（文具、チラシ、ポスター、記事、パンフレット、名刺など）にウェブサイトのアドレ
スを記載します。ウェブサイトのアドレスを多くの人々が見れば見るほど、情報を検索
する人々が増えることは間違いありません。  

PR用資料
ライオンズクラブ国際協会の PR用オンライン資料は、クラブの広報プログラムを企画す
るのに役立ちます。

• サンプル・ニュースリリース：さまざまな穴埋め式のニュースリリースのサンプ
ルがダウンロード可能です。 

• 主要メッセージと質問：自分のクラブとライオンズクラブ国際
協会について地域のメディアや人々と話をする場合、伝えた
いメッセージを準備しておくと役に立ちます。 

• ファクトシート及び履歴シート：これらの出版物には、協会
の最新の情報や歴史が掲載されていて、ダウンロードするこ
とが出来ます。 

• ロゴ：LCI及びLCIFのロゴ、プログラムのロゴは、さまざま
なフォーマットでダウンロードすることが出来ます。 

• ライオンズ・ニュース・ネットワーク：ライオンズ・ニュ
ース・ネットワーク (LNN) には、ライオンズクラブ国際協
会とLCIFから現在入手可能なすべてのビデオと公共サービ
ス広告を掲載しています。  

• LQ – （ライオンズ四季報ビデオマガ
ジン）：LQは年4回発行され、ライオ
ンズクラブの感動的なエピソードが
取り上げられています。ビデオは、
ライオンズクラブ国際協会のウェブ
サイトからダウンロードすることが
出来ます。ライオンズ会員及び非会
員を対象にした上映や、ケーブルテ
レビで放映するのに最適です。 

• ストーリーや写真の投稿のためのツ
ール：ストーリーを投稿又は写真の
送信の機能を用いて、国際本部に情報をお寄せください。 

• ニュースワイヤー：この月例オンライン・ニュースレターでは、国際本部からの
最新のニュース、情報、プログラムを提供します。ここでご覧いただける情報
は、クラブや地区、複合地区の出版物などに掲載するのに最適です。 

• ライオン誌に「投稿」するには：ライオン誌のために記事を書く際の注意点やア
ドバイス、効果的な写真の撮り方などが掲載されています。 

• ライオンズクラブ国際協会の行事カレンダーには、地元で促進できるよう今後の
プログラムが掲載されています。
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http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/online-community/calendar-of-events.php
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lion-magazine/news-magazine-howto.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/online-community/news-news-online.php 
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/online-community/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/online-community/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/online-community/submit-a-story.php
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/lq.php
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/lq.php
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/resources/logos-and-art/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/pr800.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/pr799.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/using-key-pr-tools.php


ソーシャルメディア
ソーシャルメディアのサイトでは、ユーザーがアイディアをはじめ、活動や行事、個々
のネットワーク内での関心事をシェアすることが出来ます。フェイスブック、ツイッタ
ー、その他のソーシャルメディアのサイトには、私たちの会員や将来の会員が沢山いる
はずです。クラブ用に無料のアカウントを設けて、クラブでの話し合いをこれらのサイ
トに掲載してください。ソーシャルメディアは、クラブ促進の素晴らしい方法であり、
地域への啓蒙活動をはじめ、クラブ会員の紹介、寄付の増加、行事参加への改善などに
役立ちます。

Facebook（フェイスブック）
フェイスブックは、友人、家族、仕事関係者とのつな
がりを持つことを意図としたソーシャルメディア・ウ
ェブサイトです。ユーザーは個人的なプロフィールを
作成し、他のユーザーを友人として加えたり、メッセ
ージを交換したり、共通の関心事を持ったユーザーグ
ループに参加したり出来ます。

フェイスブックを始める方法：
1.個人のプロフィールを作成し、フェイスブック
又はクラブ/地区のフェイスブックページに掲
載します。

2.友人やクラブ会員にEメール、ニュースレタ
ー、ブログなどを通じてウェブページに「いいね」をクリックするよう依頼しま
す。少なくとも25人のファンがウェブページに付けば、ウェブアドレスを短く
し、バニティURLを取得することで、会員があなたのウェブページを見つけやすく
なります。

フェイスブックで知っておくべき用語：
• プロフィール: 個々の略歴。
• 友人:自分のプロフィールとつながっている人々。
• ページ:組織や企業が、その団体のファンとなっている人々に対し、重要な情報を

公式に伝えるものです。
• グループ:関心事について小さなグループでコミュニケーションを取ることが出来
る空間を提供します。グループは誰とでも作ることが出来ます。

• いいね！:ポジティブな反応を伝えたり、フェイスブック内の関心事とつながる方
法のひとつです。友人が投稿した内容に共感する場合や、フェイスブックでつな
がりたいページなどに「いいね！」をクリックします。 

フェイスブックのようなサイトは、しばしばプラットフォームやテンプレートを変更し
ますので、私たちが常に最新の情報を把握することは不可能です。最新の情報を検索す
るには、フェイスブック・ヘルプセンターを活用してください。

フェイスブック利用のコツ：
• クラブの例会や奉仕事業についての情報や写真を投稿します。
• あなたのファンに対して、自由な回答ができる質問を投げかけます。
• ファンの意見に気を配ります。
• ファンからのコメントに返答します。
• 自分とつながっている人々を自分のページに招きます。
• フェイスブックを通じて、他の地域組織や指導者の動向を確認します。

8

https://www.facebook.com/help/?ref=drop
http://www.facebook.com/username
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf


Twitter(ツイッター）
ツイッターは、オンライン・ソーシャルメディアの一

つで、ユーザーが「ツイート（つぶやき）」と呼ばれ

ている140文字以内のテキストの投稿を送信したり、

読んだり出来る短文投稿サービスです。

ツイッターを始める方法：

1.ツイッター上に個人的なプロフィール又はクラ

ブ/地区のプロフィールを作成します。

2.プロフィールと写真と共に略歴を記入します。

3.名前、トピック、自分の連絡先を取り込むなど

して、他の人々を検索します。

4.初めてのツイート（つぶやき）を投稿します。

知っておくべきツイッター用語：

• ツイート（つぶやき）：投稿したメッセージ

• 140文字：メッセージの最大サイズ

• リツイート：自分のプロフィール上で他の誰かのツイートに対してツイートすること

• フォロワー：自分のアカウントを登録している人々

• フォロー：自分が登録してる他の人のアカウント

ツイッターのようなサイトは、しばしばプラットフォームやテンプレートを変更しま

すので、私たちが常に最新の情報を把握することは不可能です。最新情報を検索するに

は、ツイッター・ヘルプ センターをご活用ください。

ツイッター利用のコツ：

• 行事、事業、有名な会員といったトピックでツイートする。

• 質問をする。

• 自分と接点のある人々をアカウントに招く。

• 関係を築くよう、他の人々からのメッセージにリツイートする。

ブログ
ブログはクラブに別のコミュニケーションの場を提供します。ブログは通常、堅苦し

くない会話形式で記入します。効果的に活用する為に、ブログは定期的に更新しま

す。Wordpress（ワードプレス）やTumblr（タンブラー)のように、数多くの無料のブロ

グサイトが利用できます。

ブログのトピックとして最適なもの：

• 奉仕事業の一つを詳しく取り上げる

• ライオンであることの利点

• メンバーのプロフィール

• クラブの面白い話

• クラブでの経験

• ボランティアに関する情報
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ライオンズクラブ国際協会とのつながり
このオンライン・コミュニティに加入すると、他のライオンズとネットワークを通じて
交流することができます。情報、アイディア、ビデオなどをシェア（共有）します。ま
た、ライオンであることに誇りに思っていると世界に向けて発信することもできます！

ウェブサイト（スマートフォーン対応）対応している、ライオンズクラブ国際協会の包
括的なリスト：http://lionsclubs.org/web

ライオンズクラブ国際本部の職員及び国際会長によって
頻繁に更新されるブログをご覧ください。

ライオンズクラブ国際協会のビデオを観れるよう、世界
最初のビデオ共有サイトであるYou Tube–で私たちのチャ
ンネルを登録してください。

国際本部や世界中のライオンズクラブからのニュースを
得るために、Twitter（ツイッター）をフォローしてくだ
さい。

ライオンズクラブ国際協会の下記のフェースブック・
ページに「いいね！」してください。ライオンズクラ
ブ、 レオクラブ、 ライオンズクエスト、 ライオンズ児
童ファースト、SMiLE、 ライオンズ国際大会

ライオンズクラブの会員や–経験豊富な専門家のネットワ
ークに加わりましょう。Linkedin

世界で最も人気のあるオンライン写真共有サイトFlickr
（フリッカー）で世界中のライオンズから送られてきた
写真をご覧ください。

Instagram（インスタグラム）は、写真を共有する簡単な
方法です。

Google+（グーグルプラス）は、あらゆるグーグルの内容
と結びつくことから、クラブを促進する素晴らしい方法
です。
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サイバー・ライオンズ・クラブ
インターネットは、地域社会の交流や世界のビジネスの方法を変化させ続けています。
だからこそ、サイバークラブを始めることをお勧めします。サイバークラブは、主にイ
ンターネットを通じて例会を開き、オンラインで業務を遂行します。オンラインによる
事業運営は、ライオンズの連帯の維持やクラブ管理を容易にし、クラブによるコミュニ
ティ奉仕の開始を早めます。

サイバークラブの結成
主にインターネット経由で会議し、クラブの運営をオンラインで遂行するライオンズク
ラブは、従来のクラブと同様にチャーターを得ることができます。全てのクラブが奉仕
を提供するコミュニティーと関係を持ち、地域のリーダーの支援を受けたり、行事に参
加できるよう、ライオンズクラブ国際協会は新たなチャーターメンバーの75％が一つの
複合地区内で居住又は就業していることを条件としていています。
ただし、次の条件を満たす必要があります。

• 20名またはそれ以上のチャーターメンバー
• スポンサーとなるクラブ、地区キャビネットまたは地区委員会、リジョンまたは
ゾーン

• 地区ガバナーの承認
• 必要事項を記入した チャーター申請書
• 適切なチャーター費

クラブはサイバークラブ支部の結成を選択することも出来ます。
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スポンサーライオンズクラブは、

新クラブが献身、活動、熱意にお

いて高いレベルに達し、それを保

持するよう援助します。

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/tk38a.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/becoming-a-lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php


資料

ブログ

- Wordpress（ワードプレス）：http://wordpress.com

- Tumblr（タンブラー）：http://tumblr.com 

チャットルーム

- ヤフーメッセンジャー：http://messenger.yahoo.com/

サイバークラブ 

- サイバークラブの情報：http://www.lionsclubs.org/JA/becoming-a-

lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php

- サイバークラブのチャーター申請書：

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/tk38a.pdf

- サイバークラブ支部：http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membersh-

ip-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php

会費徴収

- PayPal（ペイパル）:https://www.paypal.com/webapps/mpp/website-payments-

pro

- We Pay:https://www.wepay.com/

フェイスブック: http://facebook.com 

- 個人のプロフィールを作成する方法：

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/2013-social-media-trifold-

getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf

- クラブ/地区のフェイスブック・ページを作成する方法：http://www.lion-

sclubs.org/JA/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-

tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf

- フェイスブック・バニティURL:http://www.facebook.com/username

- フェイスブック・ヘルプセンター：https://www.facebook.com/help 
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資金獲得運動

- Causes（コージーズ）: http://www.causes.com/

- PayPal（ペイパル）:https://merchant.paypal.com/cgi-

bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=merchant/donations

インターネット掲示板/フォーラム

- Active Board（アクティブ・ボード）:http://www.activeboard.com/

- Board Host（ボード・ホスト）：http://www.boardhost.com/

- Facebook Group（フェースブック・グループ）

https://www.facebook.com/about/groups

- Yahoo Groups（ヤフーグループ）：http://groups.yahoo.com/ 

MyLCI：https://mylci.lionsclubs.org/

PR用資料

- ライオンズのPR用のオンライン・ツールhttp://www.lionsclubs.org/JA/member-

center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/using-key-

pr-tools.php

- ニュースリリース見本http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/managing-

a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php

- 主要メッセージと質問http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/managing-

a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php

- ファクト・シート：http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/pr799.pdf

- 履歴シート：http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/pr800.pdf

- ロゴ：http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/resources/logos-and-

art/index.php

- ライオンズ・ニュース・ネットワーク（LNN）：

http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-

network/index.php

- ライオンズ四季報ビデオ・マガジン（LQ）

:http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lions-news-network/lq.php
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- ニュースワイヤー：http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/online-

community/news-news-online.php

- オンライン版ライオン誌：http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-

events/lion-magazine/news-magazine-howto.php

- LCI行事予定表：http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/online-

community/calendar-of-events.php

記事や写真

- ストーリーの投稿：http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/online-

community/submit-a-story.php

- 写真の送信：http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/online-communit-

y/submit-a-photo.php

Twitter（ツイッター）：http://twitter.com 

- ツイッター・ヘルプセンター：http://support.twitter.com

- 個人のプロフィールを作成する方法：

http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-

getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf

- クラブ/地区のプロフィールを作成する方法

:http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-

getting-started-tacebook-twitter-

club-district-accounts.pdf
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オンライン・コミュニケーション課 

ライオンズクラブ国際協会

300 W 22ND ST

Oak Brook IL 60523-8842

Eメール：online.communications@lionsclubs.org 

電話：1-630-203-3846

lionsclubs.org
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