
クラブ支部セミナー
～活用と手続き～

2021年10月11日
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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GoToWebinarの使い方

←このようなコントロールパネルが表示されます。（隠
れているときはオレンジの矢印をクリック）

全員マイクをミュートにさせていただいています。ご質
問は、左の緑色の部分に入力し、送信してください。

ご質問にはできるだけ時間内に回答するようにいた
しますが、お答えできないご質問については、後日ま
とめてご回答します。

本日の録画したものへのリンクとすべての質疑への
回答は、追って登録されたEメールアドレスと各地区
キャビネット事務局あてにお送りします



ウェビナー内容

クラブ支部の概要と活用

クラブ支部に関する規則

クラブ支部関連手続きについて

質疑応答
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国際協会全体

2,244
支部

日本

271
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支部
2021.10.5現在 協会データベースより （地区把握の数と異なる場合があります。）



クラブ支部の活用について
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クラブ支部とは？

「事情があって正クラブ結成をサポートできない場合（理事会方針書第
10章」に、少人数（5人以上）の新会員または既存会員で編成すること
で、「その地域にライオニズムを広められるよう」会員と奉仕の拡大を
可能とするグループ

クラブ支部結成の概要と活用
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 会員増強の機会
 既存クラブの多様性を促し、強化

 親クラブと異なるクラブ会費設定可能

クラブが存在しないコミュニティ（親クラブと
同地区内）で支部結成可

 ライオンズクラブ発展への機会

 親クラブとは別の例会、独自の奉仕事業
 柔軟性のある例会、奉仕事業

 支援を必要とする人々、地域により多くの
手を差し伸べることができる

 スペシャルティクラブ支部の可能性

クラブ支部結成の概要と活用
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クラブ支部に関する規則
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1. クラブ支部名称

 ライオンズクラブと同じ命名規定に従う

【国際協会理事会方針書第10章】

 「自治体名」「区別するための名称」クラブ支部

 ローマ字表記

2. クラブ支部役員（会長、幹事、会計、連絡員）

支部会員が支部役員を毎年選出

支部会長は親クラブの理事会のメンバーを務めるものとする
（理事会方針書第10章B）

親クラブの中から支部連絡員を1名指名

任期は7月1日～6月30日

クラブ役員同様、クラブ支部役員登録を毎年MyLCIで行う

クラブ支部に関する規則
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3．クラブ支部会員

入会、退会は必ずMyLCIで報告

クラブ支部会員は、既存の親クラブの一員となる

親クラブの例会に出席している場合に親クラブの投票
権のある会員

ライオンズクラブ（親クラブ）の会員と同じ権利、特典、義務

4．クラブ支部の解散

 クラブ支部会員を含む親クラブ全会員の過半数による賛成投票
で解散可能

支部会員は親クラブの正会員となる

 MyLCIで解散処理

クラブ支部に関する規則
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5．クラブ支部の奉仕活動

毎月親クラブに活動報告を行い、親ク
ラブがMyLionで奉仕報告を行う

6．クラブ支部からライオンズクラブへの変換

 20人以上の会員が集まれば変換可能

 スポンサークラブ(親クラブ）のチャーター費、
支部会員の転籍入会費は免除

 MyLCIでの新クラブ申請と同時に「正クラブ
に変換するクラブ支部の会員報告書」を協
会に提出

クラブ支部に関する規則
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１．MyLCIでクラブ支部申請

２．「スペシャルティクラブ支部報告フォーム」でスペシャルティクラブ支
部であることを報告（提出先：gatjapan@lionsclubs.org）

*フォームは以下リンクよりダウンロード

https://lionsclubs.box.com/s/sglnercnclse04m5bl76v15gc2igjp7q

スペシャルティクラブ支部の登録について
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クラブ支部関連資料
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クラブ支部関連情報：
https://www.lionsclubs.org/ja/resou
rces-for-members/resource-
center/club-branch

理事会方針書：
https://www.lionsclubs.org/ja/resou
rces-for-members/resource-
center/board-policy-manual



クラブ支部関連の手続き
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クラブ支部関連の手続き
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1.クラブ支部の結成

2.クラブ支部の管理

3.あなたのクラブ支部の状態をチェック！



１．クラブ支部の結成
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クラブ支部の結成手続きはMyLCIで！

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbn
xwYWNpZmljYXNpYW5qYXxneDo2N2Q1ODkxNDI4ZTRmNmM4



親クラブの
• 会長
• 幹事
• 業務担当者

MyLCIで結成手続きができるのは誰？
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▶ クラブ支部名

▶ 支部連絡員（親クラブの会員）

▶ 支部役員（会長、幹事、会計）

▶ 少なくとも５名の支部会員（役員含む）

申請に必要な情報
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支部名のルール

①支部名はローマ字で入力します。（日本語不可）

②支部名の頭には必ず地名（都道府県、市町村名、地域名）を入れます。

③支部名には「Lions Club」を入れることはできません

④支部名の 後には「Club Branch」が自動的に付くので、入力不要です。

19



クラブ支部結成プロセス

MyLCIで支部を登録するには、次のステップに従ってください。

ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3 ステップ 4 ステップ 5 ステップ 6
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MyLCIに
ログイン

クラブ情報 クラブ支部の

情報を入力

クラブ支部
会員の情報
を登録

確認と提出 承認確認



ステップ1: MyLCI にログイン

www.lionsclubs.org にアクセスし、画面上部の「会員ログイン」をクリックします。
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ログイン情報を忘れた場合またはログインに問題がある場合は、
オセアル調整事務局メンバーサービスセンターmscjapan@lionsclubs.org までご連絡ください。
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ステップ1   : MyLCIにログイン（続き）



ステップ2: クラブ情報ページ

ログインしたら、MyLCI にアクセスし、クラブ情報ページへ進みます。
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ステップ2: クラブ情報ページ（続き）

「ライオンズクラブ」→「クラブ情報」



ステップ2: クラブ情報ページ（続き）

「クラブ支部管理」→「クラブ支部を登録」
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①

②



左のパネルから、 支部
役員・会員を選択
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ステップ3： クラブ支部情報を入力

支部名を入力

支部会員は右側のパ
ネルに表示されます

※注意※

クラブ支部を申請する前に、すべての新会員が親クラブの会員として
入会登録さ れていなければなりません。



ステップ4: クラブ支部会員情報
氏名をクリックすると、プロンプトのウィンドウが開きます。

下向き矢印をクリックして、支部会員または役職を選択します。

27



ステップ4 : クラブ支部会員情報（続き）

支部会員または役員を選択すると、右側のパネルの該当箇所に表示されます。
情報が正しいかどうか確認してください。登録に誤りがある場合には、そのデー
タの「解除」ボタンをクリックします。

28



• 提出する前に、クラブ支
部に関するすべての情報
を確認してください 。

• クラブ支部名、役員、会
員が正しいことを確認

• 情報が正しいことを確認し
たら、提出ボタンをクリック
して、チェックマークを付け
ます。

• 「保存」をクリックしてくだ
さい。
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ステップ5 : 確認と提出



クラブ支部の承認を提出後、新クラブ課で承認の手続きが進められます。

申請内容に不備がなければ、通常約1週間～10日で承認が下ります。

承認が下りると、「クラブ情報」に「クラブ支部情報」の項目が新たに表示され、
クラブ支部番号、クラブ支部名、 結成承認日が記載されます。
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ステップ6 : クラブ支部の承認確認
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ステップ6 : クラブ支部の承認確認
Before After



クラブ支部結成承認後、新クラブ課から親クラブの会長宛てに送られます。
• 支部結成承認の文書
• バナーパッチ
• 支部連絡員へのピン
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こちらのリンクからダウンロードできます：
https://temp.lionsclubs.org/JA/pdfs/cb7.pdf

クラブ支部名、親クラブ名、親クラブ会長名、クラブ支部会長名、クラブ支部認証日
の順に 入力し、ご自分のパソコンに保存できます。印刷したものを記念式典でクラ
ブ支部へ贈呈し てください。

クラブ支部キット

クラブ支部認証状
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様式CB-1：クラブ支部申請書/役員報告書

https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/downloa
d/79872618%20

様式CB-２：クラブ支部会員報告書

https://www.lionsclubs.org/ja/v2/resource/download/79
872626%20

MyLCIで申請を行う場合には、下記の申請用紙の提出は不要です。

何らかの理由で、MyLCIでの申請ができない場合のみご使用ください。
提出先は、オセアル調整事務局メンバーサービスセンター宛にお送りください：
mscjapan@lionsclubs.org

クラブ支部の結成手続き（申請用紙）
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重要 クラブ支部の結成申請の不具合が発生しています

数週間前より、MyLCIで提出された結成申請の通知が新クラブ課に届かないとい
う不具合が発生しています。

下記の場合はお手数ですが、オセアル調整事務局メンバーサービスセンターま
でご連絡ください： mscjapan@lionsclubs.org

 近結成申請をしていて、10日以上経っているけれど登録が完了していない
場合

 これから結成申請をする場合（MyLCIで申請後に申請した旨をご連絡ください）
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２．クラブ支部の管理
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MyLCIのクラブ支部ページをアップデートしましょう！

支部は結成したら完了ではなく、常に 新の情報に更新をお願い致します。

主な更新事項
 支部会員の追加・削除

 支部役員の登録
支部役員は年度の切り替えのタイミングでリセットされます。
新年度になりましたら、必ずMyLCIでの役員登録をお願いします。

 解散処理
活動がないまま放置になっている支部はありませんか？
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MyLCIのクラブ支部ページへのアクセス
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支部会員の追加

1. 支部に追加したいメンバーを親クラブに入会させる（親クラブ未入会の場合）。
2. クラブ支部ページで画面左の一覧から、支部に登録するメンバーを選ぶ。
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支部会員の削除

1. 支部から削除したいメンバーを画
面右の「この支部に所属する親ク
ラブ会員」から選択する。

※ クラブ支部から削除された会員は、親クラブの正会員となります。
※ 支部会員が親クラブを退会する場合、支部会員からの削除→親クラブからの退会処理の順に
手続きをお願い致します

２．下記のメッセージが出るので「OK」を選択する。
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支部役員の交代

1. 支部会員にしたい支部役員の「解除」ボタンをクリックする。
2. 画面左の「支部連絡員・役員・会員として選択可能」の一覧に名前が移動す

るので、選択して支部会員として登録する。

１
２

３
４

【役員→会員】

【会員→役員】 3. 支部役員に登録したい支部会員を画面右下の支部会員の一覧から選択し、
一旦クラブ支部から削除する。

4. 削除された支部会員は画面左の「支部連絡員・役員・会員として選択可能」の
一覧に名前が移動するので、選択して支部役員に登録する。
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解散処理

クラブ支部ページの下部にある、解散のチェックボックスにチェックを入れて
「保存」をクリックする。

Q.クラブが合併する際、解散するクラブの支部はどうなりますか？
A. 解散する側のクラブに属している支部は、親クラブの解散に伴い、支部も解散します。支部を
存続したい場合は、支部員が合併先に転籍後、合併先のクラブで新しく支部を結成してください。



42

エラーが発生する場合

支部会員の登録・削除や、役員の登録、支部の解散処理をする際、 後に画面下部の「保存」を
クリックすると下記のエラーメッセージが表示されることがあります。

このメッセージは、支部の会員（役員含め）が5名以下になっていたり、4つの役職のうち未登録の役職
がある場合に表示されます。

規則上は4名以下でもクラブ支部の存続は可能なため、今後システムの改修を行う予定です。

エラーが出た場合、MyLCIでは処理が行えませんので、
オンライン「クラブ支部報告フォーム」でご報告ください： https://form.jotform.com/212661065234045
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３．あなたのクラブ支部の状態をチェック！
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 １．クラブ情報ページに支部番号、支部名、結成日が記載されている

 ２．支部名はローマ字で、先頭に地域名が含まれている

 ３．今年度の支部役員3役と支部連絡員が登録されている

 ４．もう活動していない支部が放置されていない

 ５．支部役員・会員の一覧に退会済みのメンバーは表示されていない

 ６．MyLCIの会員ページの会員情報で支部役員・会員には支部名が表示されている。

 ７．支部に所属していない会員にはMyLCIの会員情報に支部名が表示されていない。

クラブ支部 チェックポイント

下記のチェックポイントに沿って、クラブ支部の情報が 新になっているかご確認ください。

1つでもチェックが付かない項目がある場合は、
オンライン「クラブ支部報告フォーム」でご報告ください：
https://form.jotform.com/212661065234045
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１．クラブ情報ページに支部番号、支部名、結成日が記載されている

支部は結成しているのに、ここに表示がない？

結成が正式に承認されていません。
承認状況を確認する必要があります。
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２．支部名はローマ字で、先頭に地域名が含まれている

支部名のルールに従っていません。
改名する必要があります。

こんな支部名になっていませんか？

（例） 東京ウィーサーブ Club Branch ← 日本語になっている

（例） We Serve Club Branch ← 地域名が入っていない

（例） Tokyo We Serve Club Branch Club Branch ← 「Club Branch」が重複している
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３．今年度の支部役員3役と支部連絡員が登録されている

登録をお願いします

支部会員数が5名以上の場合 → MyLCIで登録を行ってください。
（スライド３５「支部役員の交代」を参照）

支部会員数が4名以下の場合 → MyLCIでは登録できません。
オンライン「クラブ支部報告フォーム」でご報告ください。

未登録の場合・・・
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４．もう活動していない支部が放置されていない

放置されている支部がある・・・ 解散処理をお願いします

支部会員数が5名以上の場合 → MyLCIで解散処理を行ってください。
（スライド３６「解散処理」を参照）

支部会員数が4名以下の場合 → MyLCIでは登録できません。
オンライン「クラブ支部報告フォーム」でご報告ください。
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５．支部役員・会員の一覧に退会済みのメンバーは表示されていない

削除が必要です

あれ？退会者が表示されている！？
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６．MyLCIの会員ページの会員情報で支部役員・会員には支部名
が表示されている。

支部名が表示されていない！？ 表示が必要です

【会員ページ】 【支部ページ】
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７．支部に所属していない会員にはMyLCIの会員情報に支部名が表示されていない。

支部会員ではない人のところに支部名が！？

※解散済みの支部の名前が残っている状態

支部名の削除が必要です
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MyLCIでは自分のクラブ（または地区）の会員名簿をExcelでダウンロードできます。

会員名簿（会員データ）のダウンロード
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会員名簿のダウンロード

会員データか
役員データかを
選択

ダウンロードし
たい項目を選
択

チェック

クリック
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会員名簿の見方

（例）Tokyo Willライオンズクラブで
以下の項目にチェックした場合
• 役職
• 会員番号
• 名
• 姓
• Eメール
• 会員種別
• 入会日
• クラブ支部名
※リストはクラブ支部名と役職で
並べ替えをしています。
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地区内の全クラブの支部会員の確認の仕方

地区用 地区内全クラブの会員名簿のダウンロード
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会員データか
役員データかを
選択

ダウンロードし
たい項目を選
択

チェック

クリック

地区用 地区内全クラブの会員名簿のダウンロード
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地区用 地区内全クラブの会員名簿の見方

（例）330Aで以下の項目にチェックした場合
• 役職
• クラブ番号
• クラブ名
• 名
• クラブ支部名
※リストはクラブ支部名と役職で並べ替え
をしています。

地区内の全クラブ支部と支部会
員を一覧することが可能
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MyLCI 不具合一覧

• MyLCIで提出された結成申請の通知が新クラブ課に自動的に届かない。

• 登録している支部会員数が5名以下になると、「保存」をクリックしてもエラーが発生する。

• 支部会員として登録してあるのに、会員情報に支部名が表示されない場合がある。

• 親クラブからの退会の際に、事前に支部から削除しておかないと、会員情報に古い支
部情報が残ってしまうことがある。



アンケート
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質疑応答
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ありがとうございました。
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