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今年度および次年度のクラブ役員・業務担当者が新年度に向けてやるべきことを以下にまとめましたので、ご
確認いただきますよう、よろしくお願い致します。 

 

【今年度中にやるべきこと】 

■6 月 5 日頃まで 

• 6月末解散クラブの解散手続き（担当者：解散するクラブの会長、幹事または業務担当者） 
6 月末で解散を希望するクラブは、6月 5日頃までに解散届を地区キャビネットへ提出し、解散する
クラブの全会員の退会処理を行ってください。地区キャビネットから太平洋アジア課へ解散申請書類
を提出する締め切りは 6月 15日です。この解散書類提出期限に間に合わず 7 月の解散手続きに
なる場合、7月に会員データが残っていると、その会員の国際会費は返済記帳されませんので、必ず
6 月末までに会員全員の退会処理を行ってください。解散の事務手続きに関する詳細はこちら。 
 

• 年度内の終身会員申請（担当者：2021-2022年度クラブ会長、幹事または業務担当者） 
年度末は終身会員の申請数が増えるため、手続きに時間を要します（通常申請から登録まで 1 週
間ですが、3-4週間かかります）。新年度までに終身会員にしたいメンバーがいる場合は、できるだけ
5 月中、遅くとも 6 月 5 日頃までに申請をお願い致します。なお、終身会員の登録日は指定できま
せんので予めご了承ください。 
終身会員の申請方法については、ライオンズクラブ国際協会日本語情報サイト内「役立つ情報（一
覧）」に掲載の『MyLCI よくある質問集』 P5「Q15. 終身会員の申請方法を教えてください」をご参
照ください。 

 

■6 月 15 日頃まで 

• 次年度の役員報告（担当者：2021-2022年度クラブ会長、幹事または業務担当者） 

https://drive.google.com/file/d/1G-C7BTpzzG1EsC0fArdBM22r6heGPyn9/view?usp=sharing
https://sites.google.com/site/pacificasianja/home
https://drive.google.com/file/d/1WHkrCrJdhvF6j-mfiRRomgssyV27f7-r/view?usp=sharing


次年度の役員報告はMyLCI でいつでも実施可能ですので、役員が決まり次第なるべく早めにご報
告をお願いします。報告方法については、ライオンズクラブ国際協会日本語情報サイト内「役立つ情
報（一覧）」に掲載の『MyLCI マニュアル』 P20「7.役員報告（１）新役員の報告」をご参照くだ
さい。 
注意：MyLCI で役員報告を行う際、役員になるメンバーの会員情報にメールアドレス（クラブの代表
メールではなく個人のメール）または携帯番号が正しく登録されているかを確認してください。ライオン・
アカウントの取得にはメールアドレスまたは携帯番号を事前にMyLCI の会員情報に登録しておく必要
があります。 
 

• 次年度の業務担当者の報告（担当者：2021-2022年度クラブ会長、幹事または業務担当者） 
業務担当者（事務局員）の任期も他の役員と同様 1年間です。必ず今年度中に次年度の業務
担当者報告を行ってください。今年度の業務担当者が自分自身を次年度の業務担当者に報告する
ことも可能です。報告方法については、ライオンズクラブ国際協会日本語情報サイト内「役立つ情報
（一覧）」に掲載の『MyLCI マニュアル』 P21「7.役員報告（２）業務担当者の報告」をご参照く
ださい。 
注意：今年度の業務担当者は 6 月 30日以降、MyLCI やMyLion へのアクセスができなくなりま
す。必ず 6 月 29日までに次年度の業務担当者報告をお願いします。 
 

• 次年度の役員・業務担当者のライオン・アカウントの登録（担当者：2022-2023年度クラブ役員
／業務担当者） 
新役員や業務担当者がライオン・アカウントを登録していない場合、今年度中にアカウント登録をして
おくと、スムーズに新年度のスタートを切ることができます。ライオン・アカウントの新規登録方法はライオ
ンズクラブ国際協会日本語情報サイト内「役立つ情報（一覧）」に掲載の『ライオン・アカウント新規
登録マニュアル』をご参照ください。また、ライオン・アカウントに関してご不明な点がある場合は、『ライオ
ン・アカウントよくある質問集』をご参照ください。 
 

• 年度内の新クラブ結成（担当者：2021-2022年度クラブ役員／業務担当者もしくは地区キャビ
ネット） 
今年度内の結成分として新クラブ結成を行いたい場合、国際協会本部に 6月 20日までにMyLCI
から新クラブ申請を提出する必要があります。なお、新クラブ申請の手続きと公式認証状及びチャータ
ーキットの受け取りには、国際協会本部が申請を受理した日から約 45 日間かかります。 

https://sites.google.com/site/pacificasianja/home
https://drive.google.com/file/d/1_XenBbQBIX3AgwJSt2Ea9_FgnPL8Jm8h/view?usp=sharing
https://sites.google.com/site/pacificasianja/home
https://drive.google.com/file/d/1_XenBbQBIX3AgwJSt2Ea9_FgnPL8Jm8h/view?usp=sharing
https://sites.google.com/site/pacificasianja/home
https://sites.google.com/site/pacificasianja/home
https://drive.google.com/file/d/1QKHddRFjlm3kcBN9uYG_pduvAmU7qEWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QKHddRFjlm3kcBN9uYG_pduvAmU7qEWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JpBvVSfvEGSlYJE5YQjxMPPuJSMSAKDr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JpBvVSfvEGSlYJE5YQjxMPPuJSMSAKDr/view?usp=sharing


■6 月 25 日頃まで 

• 会員名簿の確認（担当者：2021-2022年度クラブ会長、幹事または業務担当者） 
MyLCI に登録されている会員の情報が最新の状態になっているかをご確認ください。特に国際会費に
影響のある会員種別や家族会員の登録に誤りが無いか、また、退会処理し忘れているメンバーがいな
いかよくご確認ください。年度末で退会するメンバーについては、6月末日を待たずに 6月 20～25日
頃には退会処理を行ってください。6月 31 日の会員名簿の情報に応じて上半期分国際会費の請
求額が決定します。決定後に退会処理や会員種別の変更を行っても国際会費の請求は取り消せま
せんのでご注意ください。 
 

• MyLion のアクティビティ報告の確認（担当者：2021-2022年度クラブ会長、幹事または業務担
当者） 
MyLionへアクセスし、今年度未報告となっているアクティビティがないか確認のうえ、全てのアクティビ
ティを報告済みにしてください。今年度のアクティビティを編集・削除できるのは、今年度の役員または
業務担当者で、期限は 7月 15 日頃までです。重複登録しているアクティビティ報告がないかなどもご
確認ください。また、レオクラブのアクティビティについてもレオクラブのMyLion にてご報告ください。 

 

■6 月末まで 

• 次年度役員・業務担当者の事前学習（担当者：2022-2023年度クラブ役員または業務担当
者） 
クラブ役員としてクラブ運営に必要な知識を事前に身につけて、これからの 1 年の準備を整えましょ
う！皆様の業務に役立つ様々な資料の一覧は本資料の最後にある「クラブ運営に役立つリソースリ
スト」ご覧ください。 
 

• 事務局の住所変更の報告（担当者：2021-2022年度クラブ会長、幹事または業務担当者） 
事務局の移転や連絡先の変更がある場合は、必ずオセアル調整事務局 oseal@lionsclubs.org ま
でメールでご報告ください。 
 

• 次年度役員・入会予定者のための用品準備 
新年度役員のための役員ピンバッジやクラブ用品の準備のために、国際協会公式ストア Shop Japan
をご確認ください。 

mailto:oseal@lionsclubs.org
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/
https://lionsclubsjapan.myshopify.com/


【新年度にやるべきこと】 

• クラブ支部の役員登録（担当者：2022-2023年度クラブ会長、幹事または業務担当者） 
新年度のクラブ支部役員は新年度に入ってからなるべく早い時期に報告をお願い致します。クラブ支
部の役員の登録方法は、ライオンズクラブ国際協会日本語情報サイト内「役立つ情報（一覧）」に
掲載の『MyLCI マニュアル』 P27「9.クラブ支部の登録・管理（３）クラブ支部役員の登録方法」を
ご参照ください。（エラーが発生する場合はオセアル調整事務局メンバーサービスセンター 
mscjapan@lionsclubs.org へご連絡ください） 
 

• クラブ専用口座の再確認（担当者：2022-2023年度クラブ会計または業務担当者） 
国際協会からの請求に対する支払いや LCIF寄付のための送金をするために、国際協会からクラブご
とに 3 種類の口座が割り当てられています。ご不明であったり、確認をしたいという場合には専用口座
お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 
 

• 2021－2022年度クラブ優秀賞の申請（担当者：2022-2023年度クラブ会長、幹事または業務
担当者） 

地区ガバナーから国際協会への提出期限は 8 月 31 日です。資格を満たすクラブは、地区キャビネッ
トの指示に従い忘れずにご提出ください。受賞したクラブへの優秀賞の発送は例年 12 月前後です。
詳しくは、2021-2022 年度クラブ優秀賞のウェブページおよび申請書をご覧ください。 

 

【重要：改めてご確認ください】 

国際協会のウェブサイトの閲覧にあたっては推奨されているインターネットブラウザを使用する必要があります。非
推奨のブラウザを使用すると、文字化けやエラーメッセージ等の不具合が頻発します。今一度お使いのブラウザ
の種類を確認し、必要に応じて変更を行ってください。 

• 推奨ブラウザ：Google Chrome（グーグル・クローム）、FireFox（ファイヤーフォックス） 
• 非推奨ブラウザ：Microsoft Edge（マイクロソフトエッジ）、Internet Explorer（インターネットエ

クスプローラー） 

ブラウザの種類がわからない、または非推奨のブラウザを使用している場合は、こちらの資料を参考にして、推奨
ブラウザへの切り替えを行ってください。 

 

https://sites.google.com/site/pacificasianja/home
https://drive.google.com/file/d/1_XenBbQBIX3AgwJSt2Ea9_FgnPL8Jm8h/view?usp=sharing
mailto:mscjapan@lionsclubs.org
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Lz7h65lr50u8onaMv10elHvxD0r5GPFGjmx2tL_0F3dUMDNHUEwwWUVXUURGODkxTVE2RVNGRTdYWi4u&web=1&wdLOR=c8E18D90C-BFF9-4489-B94C-362717BFAD99
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Lz7h65lr50u8onaMv10elHvxD0r5GPFGjmx2tL_0F3dUMDNHUEwwWUVXUURGODkxTVE2RVNGRTdYWi4u&web=1&wdLOR=c8E18D90C-BFF9-4489-B94C-362717BFAD99
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards
https://www.lionsclubs.org/resources/124453366
https://drive.google.com/file/d/1HUyWYxeQYIsyFYG-y-jjAmQ917KISFOi/view?usp=sharing


【問い合わせ先】 

ご質問・ご不明点がある場合は、オセアル調整事務局メンバーサービスセンターまでお問い合わせください。 

Email: mscjapan@lionsclubs.org 

Tel: 03-5489-5000 （平日 9－17 時） 

  

mailto:mscjapan@lionsclubs.org


クラブ役員・業務担当者必読！ クラブ運営に役立つリソースリスト 

１．国際協会ウェブページと E ブック 

まずはライオンズクラブ国際協会がクラブの各役職を支援するために用意したウェブページと手引書に目を通しま
しょう。 

• クラブ会長および第一副会長： Web ページ／E ブック 
• クラブ幹事： Web ページ／E ブック 
• クラブ会計： Web ページ／E ブック 
• クラブ会員委員長： Web ページ／E ブック 
• クラブ奉仕委員長： Web ページ／E ブック 
• クラブ・マーケティング・コミュニケーション委員長： Webページ／ガイド 
• クラブ LCIF コーディネーター： Web ページ 

 

２．オンライン・クラブ役員研修：ライオンズ学習センター（LLC） 

ライオン・アカウントへの登録が完了したら、ライオンズ学習センター（LLC）にアクセスし、以下の推奨コースを
修了しましょう。（ライオンズ学習センターへのアクセス方法はこちら。） 

• クラブ役員研修： クラブ役員の役割と責任およびクラブの
組織体制についての概説です。 

• クラブ会長の責任： クラブ会長職に備えるために必要な
基本的情報とリソースを取り上げます。 

• クラブ幹事の責任： クラブ幹事の責任について概説し、ス
ケジュールを説明し、職務に備えるために必要な情報とリソ
ースを取り上げます。 

• クラブ会計の責任： クラブ会計職に備えるために必要な
基本的情報とリソースを取り上げます。 

さらに、「目標設定」、「会議運営」、「対立の解消」、「効果的な聴き方」などの分野でリーダーシップ・スキルを
磨きましょう。こうした分野やその他のコースについては、LLC コンテンツライブラリーを閲覧してください。 

 

https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-president-vice-president
https://cdn2.webdamdb.com/md_gAb0sUZaNTn9.jpg.pdf?v=1
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https://cdn2.webdamdb.com/md_QcPc5oTPgtH6.jpg.pdf?v=2
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-service-chairperson
https://cdn2.webdamdb.com/md_c43TmyfSzJE7.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/ja/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson
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https://cdn2.webdamdb.com/md_siSFMvbUtd58.jpg.pdf?v=1


3. MyLCI（マイ・エルシーアイ）の使い方を学ぶ 

MyLCI を使って行う、毎月の会員動静、入退会手続き、会員情報の編集、国際協会からの請求の確認等
に関する資料です。 

• MyLCI マニュアル 
• MyLCI よくある質問集 
• 2022年 4月 25 日開催  「MyLCI セミナー2021-2022」 録画、スライド資料 

 

４．奉仕報告とMyLion（マイライオン）の使い方を学ぶ 

奉仕活動の計画ならびに報告方法などについて学ぶことができる資料です。 

• 奉仕報告が重要な理由 
• ライオンズの奉仕のインパクトを測定 
• GST奉仕報告ガイドライン（奉仕のあり方と定義、奉仕インパクトの測定指標、受益者数を計算す

るためのガイドライン） 
• MyLion基本操作マニュアル 
• MyLion よくある質問集  
• 2022年 4月 21 日開催セミナー 「アクティビティの報告：MyLion で共有しましょう」 録画、スライド

資料 
 

５．ライオン・アカウントの登録方法およびアカウント情報の確認・修正方法を学ぶ 

• ライオン・アカウント新規登録マニュアル 
• ライオン・アカウントよくある質問集 
• 2022年 4月 19 日開催 「ライオン・アカウントセミナー2021-2022」 録画、スライド資料 

 

６．クラブの会計について学ぶ 

• 2022年 4月 27 日開催 「会計に関するウェビナー2021-2022」 録画、スライド資料 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_XenBbQBIX3AgwJSt2Ea9_FgnPL8Jm8h/view?usp=sharing
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https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flionsclubs.box.com%2Fs%2Fvi7on5kv72yz9wpc48w02jonj7zdatn8&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1R34Q1VFRgBoWVkrbpvjpV


７．ライオンズショップ・ジャパンでのクラブ用品の購入方法について学ぶ 

• 2021年 5月 25 日開催 「ライオンズショップ・ジャパンウェビナー」 録画、スライド資料 
• 業務担当者向け ライオンズショップ・ジャパン クラブ口座・地区口座への請求（後払い）で購入する

方法について（操作マニュアル） 
 

８．Insights の使い方を学ぶ 

• 2021年 3月 19 日開催 「Insights ウェビナー」 録画、スライド資料 

 

9．LCIF について学ぶ 

• 2021年 3月 3 日 クラブ対象 LCIF ウェビナー「LCIFの表彰プログラムについて」 録画、スライド資料 
• 2021年 3月 2 日開催 クラブ対象 LCIF ウェビナー「寄付報告書について」 録画、スライド資料 
• LCIF 寄付報告書（振込専用） 
• LCIF 寄付報告書（クレジットカード用） 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flionsclubs.box.com%2Fs%2Fp6mp5dkaivq8m5wcq48j5gy1kwhpwgnc&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0816VeIId6npswtsUA3QLa
https://drive.google.com/file/d/1Zh9xSlXEZGNNaIa43dId5uUa2qtqI3im/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zh9xSlXEZGNNaIa43dId5uUa2qtqI3im/view?usp=sharing
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flionsclubs.app.box.com%2Ffolder%2F133756516999%3Fs%3Du019x3mzhu5hi8yb86yeeqrx0uluan42&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw36X24IeehYGIDK1MfmUORB
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flionsclubs.box.com%2Fs%2Fq6ngcf1g6i9ki2onni6sw2ib3em8ankw&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2o8mvjQFFT75TIc4ntxHyR
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flionsclubs.box.com%2Fs%2F5w6oh10fcwckcs5kb79u48jt22lgzn8z&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0CQvYpVYYXvWGmumYUsFsS
https://drive.google.com/file/d/1pjTIb0C9QMgb84XC-vS6a7p5S6WHfyJL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r6Bu0cescc6KhnfKr1pCexhptkswunEx/view?usp=sharing

