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2015-2016年度336複合地区内準地区 

第2回 IT委員長連絡会議要録 
 

1. 日 時  ：  2016年1月19日（火）14：00～15：30 

2. 場 所  ：  336複合地区ガバナー協議会事務局 

     岡山市北区下石井2-1-18 ORIX岡山下石井ビル9F 

3. 出席者  ： 

336複合地区ガバナー協議会議長（担当ガバナー） 矢 野  敏 明 × 

336複合地区PR・ライオンズ情報・IT・アラート委員長 池 田  康 彦 ○ 

（2014-2016）336複合地区 IT専門委員 池 原   堅 ○ 

（2015-2017）336複合地区 IT専門委員 

（2015-2016）336-A地区 IT推進委員 
長 尾  和 彦 

Web システム 

出席 

（2015-2016）336-A地区 IT特別委員会委員長 弘内  喜代 志 × 

（2015-2016）336-B地区広報委員長 滝 口  広 志 ○ 

（2015-2016）336-C地区PR・ライオンズ情報・IT委員長 高 橋  英 晶 ○ 

（2015-2016）336-D地区PR・情報委員長 管 田  亘 城 ○ 

（2015-2016）336-D地区キャビネット副幹事 大 木  寿 之 ○ 

 

次 第  ： 

 

1． 委員長あいさつ  336複合地区PR・ライオンズ情報・IT・アラート委員長  池田 康彦 

第２回複合地区IT委員長連各会議について報告  ----Web会議 

～新Web会議システムGOTOMeetingを使ってWeb会議開催した。 

 このシステムは日本LCが契約していることもあり無料で利用可能 

 ただ、映像・音声は最大6人の参加でその他は音声のみの参加。 

 ServannAから MyLCIへ移行する方向で検討中 

 
 

2． 議   事     議事進行 池原 IT専門委員 

（1） 複合地区 IT委員長連絡会議報告   336複合地区池田 IT委員長 

～上記報告の通り 

 

（2） ServannAの今後について   池田委員長より報告 

ServannAからMyLCIへ移行する方向で検討中 

ServannA利用状況を調査し、MD内の意見集約して行くこととなる。 

 

（3） 各地区現状報告     各委員長より報告 

（Web会議・グーグルドライブ・HP開設状況） 

A地区⇒長尾 IT推進委員 

ServannAがなくなっても良い様にシステム構築をしている。 

又、HP Wordプレスを使ってHPが制作できるよう進めている。 

このシステムは１月末には仮完成の予定で７月には切り替えが完了する予定で進めている。 

同時にキャビネット事務局のHPにリンクをはりフェイスブックも出来る様にする。 
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B地区⇒滝口広報委員長 

IT推進は進んでない。 

地区誌、ワードプレスを使ってHP制作を進めている。 

  

C地区⇒高橋PR・ライオンズ情報・IT委員長 

Web会議は２．３月地区委員会で開催予定 

HPの開設状況は未開設クラブが22クラブあったが、開設の依頼したことで 

7クラブが開設した。引き続き開設要望を推進していきます。 

今後については次期キャビネットも開設されていることから引き続き推進するよう 

お願いしている。 

 

D地区⇒管田PR・情報委員長・大本キャビネット副幹事 

ServannAで年末転籍処理が出来ないことが判明したが解決した。 

Web会議についてはキャビネット会議などで利用、数回程度実施した。 

地区年次大会ではネット上で登録できるようお願いしている。 

HP開設についてはE-クラブハウスで制作検討中とのこと。 

グーグルドライブについては現状維持としている。但し、容量が１５GBで 

限界がある。現在、他メーカーでも利用できるものが出てきているので継続審議とする。 

 

（4） WEB会議推進状況について 

Web会議システムについて複合地区 IT委員長会で会議用システムが定まってなく 

前回はソバミーティングを推進、今回はGO TO Meetingシステムを利用しているが 

336複合では現状どおりソバミーティングシステムを使用することとする。 

 

（5） 要望事項について 

各地区とも IT推進が遅れていることから336複合として研究チームを立ち上げて 

欲しいとの要望があった。 

～理由：ITの判る人材を複数年固定化し、ITの推進を行う。 

各地区より IT専門委員を選出し、各地区の IT化を推進する。 

池田委員長よりガバナー協議会で発言する予定。 

次回の会議は3月にWeb会議にて開催の予定 日程が決まり次第連絡とする。 

 

 

3． 閉会の辞  336複合地区PR・ライオンズ情報・IT・アラート委員長  池田 康彦 

  

 



２０１６年２月１８日（木）１０：００～１１：００ 開催 

（８複合）ＩＴ専門部会 第３回ＷＥＢミーティング・メモ 

 

 

＜藤村委員長MD330（ＩＴ委員長連絡会議世話人）・・・本日の会議テーマ・趣旨の説明＞ 

２月２０日開催予定のＩＴ委員長連絡会議において ServannAとMyLCIの問題を討議する予定だが、そ

の議論の土台として、本日のＩＴ専門部会での協議の結果を報告したい。前回のミーティングでの各地

区の現状報告、意見・要望を踏まえ、引き続き協議願いたい。 

 

＜問題の整理＞ 

１）国際協会本部の要望・今後の意向の確認 

ライオンズ１００周年に向けて、MyLCIへの４分野のアクティビティ報告を増やしたいが、現状、日本

からの報告が少なすぎる。日本では入力に ServannAシステムを使っていてこれが原因と思われる。 

したがって、直接MyLCIへ会員登録・入退会処理・アクティビティ報告を行うよう、ServannAからの

接続を切りたい。 

 

２）問題点の明確化 

＜国際協会本部側＞ 

１）MyLCIへの日本からのアクティビティ報告が少ない。 

２）MyLCIが日本語への完全対応するにあたって、ServannAとの接続のためのＡＰＩ開発コスト。 

＜日本ライオンズ側＞ 

１）MyLCIに仕様が変わってから日が浅く、まだ各クラブがよく理解していない。 

２）MyLCIには、英語表記のままの部分があり、わかりづらい。 

３）アクティビティ報告が、ServannA と連動していない。 

４）準地区キャビネットにおいての細かい機能の要望が、MyLCIに反映されるのは困難。 

 

３）MyLCIと ServannAが接続遮断された場合に発生する問題 

１．新入会員登録時に ServannA に登録しMyLCIに登録しないという現象がありうる。 

  →MyLCIへ直接会員登録する方法はほぼ全ての地区で未知の作業である。 

  →上記のため、ServannAとMyLCIの会員名簿に差違が発生する。 

２．準地区・複合地区会費請求事務が大幅に遅滞し混乱する。 

  →現在は、ServannAの名簿を元に各地区が日本事務所に依頼し、請求書を発行。 

  →MyLCIで現在と同じ会員種別の会費請求書を発行するのは厳しい。 

  →各地区独自に請求書を発行するには、そのための人件費並びにシステムの構築が必須になる。 

３．年次大会や各種セミナー等の出欠登録がWEBで出来なくなる。 

  →FAXでの登録や新システムの構築にせよ、時間と資金が掛かる。 

  →正しい会員名簿から紹介できるシステムでないとあまり意味がない。 



４．クラブ三役名簿やキャビネット構成員名簿等の作成に人手が掛かる。 

  →現状、ServannAを利用して氏名やクラブ名を打ちこまなくても名簿原稿が出来上がるが、 

接続が遮断され ServannA の名簿に差違が発生すると混乱が生じる。 

 

＜上記を踏まえての提案＞ 

【Ａ案】ServannAからMyLCIへアクティビティ報告も含めて完全乗り入れ状態に移行する。 

  →乗り入れのための APIの開発を行う。 

 メリット：各クラブが混乱せずに、MyLCIのアクティビティ報告率も上がる。 

                         （ServannAと同じ報告率となる） 

 

【Ｂ案】MyLCIの会員データを ServannAにダウンロードして、事務局運営のための業務処理を 

  ServannAで行う。 

  →MyLCIと ServannAに会員データのダウンロードとアップロード機能を追加する。 

  →MyLCI の会員データを日本が必要な項目に増やし、尚且つ正しい情報に書き換える作業が必要。

（現状のMyLCIの会員データは英文で尚且つ不完全） 

 デメリット：ServannA、MyLCIの双方に相当の改造を加えなければならない。 

       会員データの修正を各クラブに行ってもらわねばならない。 

  

【Ｃ案】日本が事務局運営に必要とする機能をMyLCIに実装してもらう。 

 デメリット：システム開発並びに講習に時間と労力が掛かる。 

 

＜本日の合意事項＞ 

 

１）ＩＴ専門部会としては、データの一元管理という意味から【Ａ案】を希望する。 

 

２）現状の問題点であるMyLCIへの各クラブのアクティビティ報告（特に４分野）について、 

  各複合地区、準地区とも早急に各クラブに対して啓蒙・指導を行い、国際本部の満足する水準まで

持っていく。 同時に各地区においてのMyLCIへのアクティビティ報告の実行度を具体的に確認・

検証をして、他地区に報告ができるようデータを入手・整備する。 

 

３）国際協会ＩＴ部と早急にＷＥＢ会議を開催し、意見交換する。 







 

 2016.02.02 発信 

ライオンズクラブ国際協会 
    

 ＦＷＴ 

第 5会則地域副リーダー  河合 悦子 

 エリアリーダー（東日本） 大石 誠 

 エリアリーダー（西日本） 松前 龍宗 

     

 

ライオンズクラブ国際協会 

 

 全国複合地区ガバナー協議会 

議長 各位 

 

 ㏄：地区ガバナー 各位 

 ㏄：FWT・MD コーディネター 各位 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

謹啓 

 

 新しい年も 1ヵ月を経過、皆々さまには於かれましては、ライオニズム高揚に

ご尽力を賜り感謝申し上げます。そろそろ次期役員の構成計画をされる時期に入

りました。人事選出には毎年ご苦労を頂いております。 
 

 さて、昨年のハンガリー国際理事会にて、プロトコールが確認されました。 

（日本語版を添付）文中にＦＷＣと表記をされていますが、日本国内では従来同

様にＦＷＣはＦＷＴ表記に統一して、次年度も組織構成を頂きますよう、ご案内

申し上げます。 
 

 また、昨年度の全国複合地区ガバナー協議会議長会で、確認申し合わせ致して

おられるように、書き順番はＬＣＩＦ・ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴと確認合意され

ております。お役目は異なりますが、各役職とも同格ランクになっております。 
 

 ＦＷＴにおきましては、準地区・リジョン・ゾーン・クラブに準地区ＦＷＴコ

ーディネター並びに、委員長・委員の任命構成を宜しくご指導賜りますよう重ね

て願いを申し上げます。 
 

 「ＡＳＫ①はファミリーから」の合言葉の通り、家族会員の増強に更なるお力

の発揮を願う次第です。本年度皆さまのご努力により、ライオンズクラブ国際協

会結成以来の会員数新記録を達成できる見込みです。 

 

 ＦＷＴ担当４万人増強に、ご理解を賜り 2015～2016年度下期６月末まで、 

日本ライオンズの真価発揮をお願い申します。もののふ魂と大和なでしこ魂の融

合調和による、奉仕力向上の為、家族及び女性会員の増強に、尚一層のご協力を 

全組織挙げてのご活動を要請致します。 
 

 本年６月２４日からの第９９回ライオンズクラブ国際協会福岡大会に於きまし

て、山田實紘国際会長から、皆々様全員が国際会長アワードの受賞されます事を

祈念致しております。 

 

謹白 



 
2015 年 12 月 28 日 

ライオンズクラブ国際協会 336-C 地区 
キャビネット構成員 各位 
ライオンズクラブ 会長 各位 
 

ライオンズクラブ国際協会 336-C 地区 
地区ガバナー  片岡 文彰      

「クラブ例会出席」について 
 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素よりライオンズ

クラブ活動においては、大変なご努力を頂き、感謝申し上げます。 
 さて、先般のライオンズ必携（2015-2016 第 55 版）の改訂により、表題の例

会出席に関して、「出席義務は無くなったのか？」「例会をおざなりせよと言う

のか？」等、お問い合わせが相次いでおりますので、ガバナーの見解を申上げ

ます。 
 まず、クラブ運営の姿勢について、（P23、クラブ例会のあり方と出席義務の問題

参照）3 つのタイプのクラブ運営の容認を、「Your Club，Your Way!（あなたのクラブ，あ

なたのやり方で）」と言う言葉で表明しています。 

１つは、伝統的例会（100％例会を目指し、格式を重視する）タイプ。 

２つめは、対極的なカジュアル（サイバークラブとも呼ばれるテクノロジーを駆使し、ゆ

るやかな交流目的のつながり重視）タイプ。 

３つめは、その 2 つを混合するタイプ、です。 

この２と３のタイプを認めると、これまでのように月２回の例会、100％出席、

厳格な儀式重視の運営と言う訳には参りません。それが、第５条 会合 3 項（ク

ラブ例会／催し）の表記になっています。 
 これは、１タイプの伝統的例会を全てファジーにしろと言う事では決してあ

りません。これまで通りのスタイルを維持し、会員を増強し、活発な例会が運

営できているクラブは、それをお守り頂く事に何ら変わりはありません。 
 ただ、会員の減少に直面している現状にあって、解散の危機を打開すべく、

会の運営を見直しウイングを広げ、多様な若いメンバーをたくさん迎え入れた

いと思うクラブは、積極的にニュースタイルでやって頂き、多いにライオンズ

クラブのアクティビティの推進をはかって頂きたいと言う事です。 
 改訂された必携の示す真意をご理解の上、ますます、ライオンズクラブ活動

の活性化にご努力頂きますよう、お願い申し上げます。 
敬 具   



 
 
＜参考＞  2015-2016 ライオンズ必携＜第 55 版＞ 

 

ライオンズクラブの運営について （P23） 

第二は，クラブ例会のあり方と出席義務の問題である。 

 正会員にはクラブの運営に直接参加する権利と義務がある。そして，当該クラブの運

営の方向づけは例会の場において決まるのであるから，会員は自己の貴重な時間を

割いて例会に出席することに努力すぺきだが，出席率のみに重点を置いては会員減

少につながりかねない。またメーク・アップ規則採用の選択はクラブに任せられており，

当該クラプの事情によっては奉仕事業の参加に重きを置くことも可能である。 

 20l4 年国際協会はクラプ例会のあり方を見直し，「Your Club，Your Way!（あなたの

クラブ，あなたのやり方で）」新パンフレットを発行した。厳格な式次第に従いプロトコ

ールや儀礼を重視する伝統的夕イプ，サイバークラブとも呼ばれるテクノロジーを駆

使しカジュアルな交流目的のつながり重視タイプ，伝統重視の例会を開きコミュニケ

ーションは E メールやスマートフォンを使う混合タイプの 3 種類を掲げており，クラプ

は会員のニーズに合わせて，有意義な例会を作るよう提案している。 

 

第 5 条  会合 （P126～127） 

3 項 クラブ例会／催し 

本クラブの例会は，理事会に推薦され，クラブで承認された日時および場所で，開か

れる。本会則および付則で他に特に定められる場合を除き，理事会が例会および／

または催しについてクラブ全会員に的確に連絡し参加を促すのに適当と定めた方法

で，例会の通知が行われる。クラブの例会はクラプの会員が決定した奉仕事業または

その他の催しに置き換えることができる。（クラブは毎月少なくとも 1 回会議，催し，もし

くは奉仕活動を行うことが奨励される）。 

 



2016年 2月 12日 

 

336複合地区ガバナー協議会 

議長 矢野 敏明 様 

 

ライオンズクラブ国際協会 336-C地区 

地区ガバナー 片岡 文彰 

地区会則・PR・ﾗｲｵﾝｽﾞ情報・IT委員長 高橋 英晶 

 

2番目以降の家族会員（子会員）の会員種別について（案） 

 

2 番目以降の家族会員（子会員）は、国際会則の会員種別（ライオンズ必携第 55 版

88p）によると「a.正会員」に属している。 

クラブ附則（ライオンズ必携第 55 版 113p）でも同じく「正会員」に属しているが、

「会員種別と義務」表（ライオンズ必携第 55版 136p)などでは、定期的な出席(例会)・

会費支払・クラブ活動参加・良好のイメージを示す言動などによって、特例的扱いをす

るよう分類されている。また、各種金銭的アクティビティ（緊急援助、オリンピック・

パラリンピック、ジャンボリー、LCIF）などについても、様々特別な扱いがある。 

複合地区費・準地区費においても特別減免措置を取っており、各クラブ会費についても同

様の区別がなされているところが多い。 

従って、国際協会的には「代議員総数の母数計算」他「正会員」として扱われているが、

日本国内の複合地区・準地区においては、「会員種別表」（ライオンズ必携第 55 版 113p）

に新たに「8 番目の会員種別」を新設し、「8 番目の会員」として取り扱う方が現況に即して

いると思われる。 

会費の減免、各大会での代議員数母数への組み入れ、出欠率計算などにおいて、8 番目の

会員として取り扱うよう進言する。 



エクステンションについて（福山ピースライオンズクラブ） 
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