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eMMR ServannA（サバンナ）で行う作業

ログインアドレス： https://www.servanna.net/general/common/login.php

（地区キャビネットホームページにも eMMR ServannA へのリンクバナーを設置

 しております）

《新年度準備 ５月～６月１５日》 ＊可能な限り５月末までに登録を完了する！

■ 次年度四役の登録（ログインアカウントの作成） ⇒ 詳細は Ｐ１２～１３

＊ 新年度から報告担当者が交替するクラブにおいては、今期の報告担当者が

次期四役（会⾧・幹事・会計・会員委員⾧）登録（ID・パスワードの設定）をし

次期役員へ引継ぎをしてください。（ IDは各々の会員番号）

なお、キャビネットでは、ID・パスワードの管理はしておりませんので、各

クラブで慎重に管理をお願い致します。

《７月２～５日 又は ７月２０～３１日》 ＊毎月１日と、６日～１９日は操作できません。

■ クラブ情報（事務局移転に伴う住所・電話番号、例会日時、ホームページアドレス等）

の更新及び管理  ⇒ 詳細は Ｐ１４～１５

＊ ７月になりましたら、新会⾧・幹事（又はサバンナ入力担当者）が入力します。

クラブ事務局の住所・電話番号・FAX番号だけではなく、可能な限り事務局員

氏名（事務局員が不在の場合は代表者氏名またはマンスリー報告担当者氏名）・

スポンサークラブ名・結成日・認証年月日・CNも忘れずに入力してください。

備考欄には、事務局員の稼働日・時間等を入力してください。

《毎月の作業》

■ MyLCIにて行った会員動静の報告の修正 ⇒ 詳細は Ｐ２３

入会者氏名がサバンナに反映された後、会員の氏名（漢字、ふりがな）とライオン誌

用受け取り住所の入力をする。

■ クラブ活動報告（例会出席率・アクティビティ・LCIF寄付等）を地区及びライオン誌

に報告 ⇒ 詳細は ２４～３４

 クラブ情報、会員情報の更新、クラブ活動の報告は、会⾧または幹事の

 アカウントでログインします。 会計、会員委員⾧のアカウントでは、

更新できませんのでご注意ください。
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《サバンナの画面で主に使用する箇所》

・ クラブ活動報告書 ⇒ アクティビティを報告

・ クラブ管理 ⇒ 役員登録、クラブ事務局登録

・ 会員管理 ⇒ 会員情報の修正

・ 地区 イベント参加 ⇒ 地区年次大会の登録

・ 複合 イベント参加 ⇒ 複合年次大会の登録

・ 国際協会送金専用口座 ⇒ 国際会費、LCIF

寄付など口座の確認

【 次年度四役登録時 】

＊ 次期役員登録が完了しても、今年度の役員のアカウントは削除せずに

残しておいてください。

削除してしまいますと、今年度６月分の報告提出ができなくなります。

＊ 次年度も引き続き同じ役職を継続する場合は、あらためて新規に登録

してください。

【 クラブ活動報告書の提出期間 】

報告提出期間：毎月 ２０日 ～ 当月末日２３：５９

翌日１日０：００には完全にロックされ、以降は報告を受け付けなくなり

ますのでご注意ください。クラブ活動がない月も、報告提出は必須です

ので、例会出席率を入力し報告完了してください。期間内に報告が完了

されませんと、各統計作業に支障がでますので必ずご報告ください。

報告修正期間：毎月 翌月２日 ～ 翌月５日

一度報告した前月分の訂正を行いたい場合は、キャビネット事務局まで
ご連絡ください。ロックを解除いたします。

【 サバンナ入力停止期間 】

eMMR ServannAは、メンテナンスにより下記の期日にてシステムが停止

します。  （2021年1月1日現在）

・ 毎月 １日（0:00～2日0:00）

・ 毎日  2:00～3:00

指定時刻に作業中の場合、強制的にログアウトされます。予めご了承くだ

さい。
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MyLCI・MyLion で行う作業

ログインアドレス： 

https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Account/Login
＊ブラウザは「Chrome」「FireFox」を推奨します

《新年度準備 ５月～６月１５日》 ＊可能な限り５月末までに登録を完了する！

■ 次年度役員の登録 ⇒ 詳細は Ｐ７

今年度の会⾧又は幹事のアカウントでログインし、次期三役の登録を行ってください。

会⾧・幹事においては、ライオンアカウントを取得した上での、会員動静や

アクティビティの報告となりますので、MyLCIにて、電話番号やメールアドレスの

登録がないと、アカウントが取得できません。今年度の会⾧又は幹事においては、

次期役員の携帯電話番号、メールアドレスを必ず入力をしてください。

＊携帯番号の登録は、国番号＋最初の０を除いた番号になります。

（例）090-1234-5678  ⇒ 81 90 12345678

《毎月の作業》

■ 会員動静の報告 ⇒ 詳細は １６～２２

入退会がなかった月も、会員動静の報告は必要です。MyLCIにて「会員動静なしを報告」

をクリックし、完了してください。

入会、退会報告は、2か月遡って報告が可能ですが、キャビネット事務局で月末に行

う会員数の集計や、地区費等の請求業務に大きな支障をきたしますので、できるだけ

 月内での報告をお願いします。万一やむを得ず遡及報告を行った場合は、必ず

キャビネット事務局へ内容をご報告ください。

家族会員が入会した時は、キャビネット事務局へ「サバンナ会員状態変更（登録）届」

を提出してください。

■ アクティビティの報告 （MyLionにて） ⇒ 詳細は ３９～４３

月毎の報告提出期間はありません。年度内でしたらいつでも報告することは可能です

が、毎月、サバンナ報告と合わせ、報告提出することをおすすめします。

翌期の7月15日以降は報告できませんので、ご注意ください。

 2020-2021年度 報告提出期間  ２０２１年７月１５日まで

 2021-2022年度 報告提出期間  ２０２２年７月１５日まで
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ライオンアカウントログイン方法

➀ 333-E地区のホームページを開きます。
https://lc333-e.com/

② トップページ下部にある、「MyLion/MyLCI」のロゴをクリックします。

③ ライオンアカウントを取得した時に登録した、メールアドレス(又は携帯番号
 ハイフンを除いて81xxxxxxxxxx) と パスワード を入力して、ログインします。
 ＊携帯番号は、国番号の 81 の後に、最初の0を除いた番号となります。

（例 090-1234-5678 ⇒ 819012345678）

このような

メッセージが表示されたら

なお、アカウント取得後間もない場合はログインはできません。
2時間程度時間をおいてからログインしてください。
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【現役員が登録されているかの確認】

ログイン後、MyLCIを開きます。

ライオンズクラブ  → 役員 を選択します。

「任期の選択」で、今年度をクリックして、今年度の会⾧、幹事、会計等役職が登録
されていることを確認します。
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登録されていない場合は、右側の「役員登録」をクリックし、登録ページに進みます。

「会員を選択」をクリックし、該当役員を選択します。
 最後に「保存」をクリックします。

＊ 会⾧・幹事のみ、MyLion・MyLCIにて報告できる権限がありますので
クラブ三役の登録内容（電話番号、メールアドレス等）に間違いがない
か確認をしてください。（追記、修正する場合は、「ライオンズクラブ →
会員」のページより入力します。）
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＊   電話番号の登録： 国番号は [ 81 ]、市外局番は最初の０を除く２桁 [ XX ]、
その後の番号は、ハイフンなしで入力。

（例）

【次年度役員の登録】
ライオンズクラブ → 役員 → 任期を選択 → 次年度 を選択します。

役員登録をクリックし、登録をします。

＊ 最低でも、三役の登録は必ず行ってください。会⾧・幹事の登録がありま
せんと、次年度アクティビティの報告や、MyLCIでの会員動静ができなくなり、
また会計の登録がありませんと、国際協会会費の請求書が発送されません。
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【業務担当者の登録】
＊ 業務担当者を登録し、業務担当者がライオンアカウントを取得することにより

会⾧、幹事と同様に、MyLCI、MyLionにて報告ができるようになります。

ライオンズクラブ → 役員 を選択します。

役職 → ライオンズクラブ業務担当者
を選択します。

「業務担当者を登録」をクリックします。

「業務担当者を登録」
をクリックして
選択します。

（ライオンズメンバーでな
いクラブ事務局員を登録する
場合は「非会員を追加」
をクリックする。）
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業務担当者の情報を入力し、最後に「保存」をクリックします。
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サバンナで会員情報の確認・訂正

＊ 次期役員を登録する前に必ず行ってください。

登録する次期役員の会員情報を確認します。特にメールアドレスが、事務局や他の
会員と重複されておりますと、メールが受信できなくなる等不具合が発生しますので
登録内容を確認の上、必要があれば訂正します。

現会⾧または幹事のIDで、サバンナにログインします。

左側にあるメニューの「会員管理」をクリックします。

名前の右側にある「詳細」をクリックすると、個人のページが開きます。
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ここで選択した送付先に、ライオン誌が届きますので、送付先を自宅として
いるならば自宅住所を、勤務先としているならば勤務先住所が入力されている
ことをご確認ください。

修正されました時は、画面上部にある「登録する」をクリックしてください。

水戸 梅子
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サバンナで次期役員登録

現会⾧または幹事のIDで、サバンナにログインします。

左メニューの「クラブ管理」を選択します。

茨城 一郎

水戸 梅子

山本 こずえ

今井 えりこ

1223344

4564567

9874321

水戸 梅子

2233455

1298765

9874322

松本 美佐
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「新規追加」ボタンの右のプルダウンから、①役職を選択し、②任期の欄を入力
します。2021～2022年度の役員であれば「2021年7月～2022年6月」となります。
入力完了しましたら、③「新規追加」ボタンをクリックします。

「新規追加」ボタンをクリックすると、「アカウントを設定しました」というメッセ
ージが出て、上段に表示されます。
④「クリックして会員を選択」ボタンをクリックすると、会員の一覧が表示されます
ので、該当する会員を探し、⑤会員名をクリックすると氏名が表示されます。

⑥引き続き、パスワード欄に、アルファベット及び数字の組み合わせで自由に設定した
パスワード（4文字以上32文字以内）を入力します。
この時、大文字と小文字は区別されますので、ご注意ください。

次に、アカウント有効期限の下の「役員の就任期間」欄に、期間が正しく登録されて
いることを確認し、⑦「変更する」をクリックします。

この操作を、会⾧に続き、幹事、会計、(会員委員⾧)と、繰り返します。

《注意事項》
＊＊ 次期役員登録が完了しても、今年度の役員のアカウントは削除せずに残して

おいてください。

削除してしまいますと、今年度６月分の報告提出ができなくなります。
＊＊ 次年度も引き続き同じ役職を継続する場合は、あらためて新規に登録してくだ

さい。

⇒ 2021 7 2022 6 とする。

水戸 太郎 1234567

2021-07-01 2022-06-30

2021 2022
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クラブ事務局等、新年度情報の更新

クラブ情報の入力は、「クラブ管理」より行います。

「クラブ情報を表示する」をクリックします。

７月以降、新幹事宅が事務局になる場合等で連絡先に変更がある際は、

ここで修正します。

スポンサークラブ、結成日、認証年月日、

CNが入力されていることを確認してく

ださい。入力されていない場合は、入力

してください。

可能な限り、事務局員氏名（事務局員が不在の

場合は代表者氏名またはマンスリー担当者氏

名）を入力してください。
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７月以降、例会場所の変更がある場合は、ここで修正します。

入力が完了したら、画面上部にある「登録する」をクリックします。
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会員動静

MyLCIにログインします。

【会員動静（なしで）報告】
会員動静がない月は、「会員動静なしを報告」をクリックします。

【入会、再入会、転入の登録】
ログイン後、MyLCIの「進む」をクリックします。
（表示がグレーの場合は閲覧のみとなります。クラブ会⾧・幹事、登録をした
連絡事務員のアカウントからのみ報告ができます。）

ライオンズクラブ  → 
会員 を選択します。

＊入退会は、2か月遡って報告が可能です

が、キャビネット事務局で月末に行う会

員数の集計や、地区費等の請求業務に大

きな支障をきたしますので、できるだけ

月内での報告をお願いします。

万一やむを得ず遡及報告を行った場合は、

必ずキャビネット事務局へ内容をご報告

ください。
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「入会登録」で、新会員、再入会員、転入会員のいずれかを選択します。

フォームに必要事項を入力します。

最後に保存をクリックします。

《登録内容》

名（アルファベット）

姓（アルファベット）

性別（選択）

生年月日

入会日

会員種別

（＊家族、支部会員であっても

ここでは「正会員」を選択する）

「スポンサーを選択」をクリック

職業

配偶者

会員連絡先住所（国）

連絡作先情報（電話番号、メール等）

電話番号は

国番号 ８１

市外局番 ０を除いて入力

17



【「家族会員」としての登録 】
入会者が家族会員の場合は、前頁にならって、新(正)会員として入会手続きを
した後に、家族登録を行います。
なお、同居家族ですので、住所は家族（世帯主）と同じ住所になります。

ライオンズクラブ → 会員 を選択します。

会員一覧が表示されますので、親会員となる会員情報欄の右側にある
「家族会員世帯を作成」をクリックします。

家族会員となる新入会員登録した会員が「家族会員となることができる会員」
一覧に掲載されるので、登録したい子会員を選択します。

最後に「保存」をクリックします。
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【登録内容の変更】
住所、電話番号等、変更が生じた際は、ライオンズクラブ → 会員 を
選択します。

  現在登録されている会員一覧が表示されるので、訂正したい方の右側にある
「会員情報を編集」をクリックします。

訂正後、「保存」をクリックします。

家族会員を登録した場合、サバンナへは “正会員” として反映されてしま
います。家族会員への変更については、現在キャビネット事務局のみ権限
が与えられている為、MyLCIにて入会登録をした後に、キャビネット
事務局まで、サバンナでの家族会員登録への変更依頼をしてください。

<会員状態変更届>

左記用紙にてキャビネット事務局
（FAX 029-306-7750）へ提出して
ください。
333-E地区HP「資料ダウンロード」
に掲載しております。

＊ MyLCIにて登録した“入会”や“退会”の会員情報は、最⾧１日後、サバンナに
反映されます。（入会の際反映されるのは、ローマ字での氏名、会員番号のみ）
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【退会登録】
ライオンズクラブ → 会員 を選択します。

現在登録されている会員一覧が表示されるので、退会する方の名前を探して、
右側の「退会報告する」をクリックします。

退会する方のお名前を再度確認し、退会理由と退会日を入力し、「退会」を
クリックします。

＊ 家族会員のいる正会員が退会しますと、家族会員は自動的に正会員

となりますのでご注意ください。
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＊ 家族会員全員が退会となり、非家族会員のみが在籍となった場合

非家族会員は、まだ世帯主として表示されていることから、次の

作業が必要となります。

世帯の登録がないのに、右上に「世帯主」と記載あり。

（右側の）「家族会員管理」をクリックし、

「家族会員世帯取消」をクリックした後、保存します。

21



【再入会員の登録】

MyLCIにログインし、ライオンズクラブ ⇒ 会員 ⇒ 入会登録 ⇒ 
再入（復帰）会員 を選択する。

② 再入会する方の、会員番号、名・姓（ローマ字） を入力し、検索
クリックして登録する。
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★注意★

MyLCIにて会員動静を行いますと、（翌日以降で）サバンナに会員情報が
自動登録されますが、引き継がれるデータに限りがある為、次の項目に
おいては、サバンナにて修正をお願い致します。

https://www.servanna.net/general/common/login.php

サバンナにログイン後、左側メニューの「会員管理」から該当者を探し

  （１）姓・名 ⇒ ローマ字表記となっている為、漢字での入力及びふりがな
を入力します。

（２）送付先の選択と住所の入力 ⇒ MyLCIからの移行は、全て “事務局”と
なってしまうので、送付先を選択し、住所及び勤務先を入力します。

○○

○○

1234567

3456789

Taro Mito

Hanako Ibaraki

漢字（例）“水戸太郎”

に変更し、ふりがなを

つける。

1234567

Mito Taro
みと たろう

←選択した住所に

ライオン誌が送付

されます。
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サバンナ によるクラブ活動報告

下記報告は、eMMR ServannA にログイン後
「クラブ活動報告書」より行います。

① 例会出席率報告
② クラブアクティビティ報告
③ LCIF報告

① 例会出席率の報告

「平均出席率」に、出席率を入力してください。

＊ レオクラブが存在するクラブは、レオクラブ会員数入力欄に、人数を入力して
ください。

② クラブアクティビティの報告

必ず記入する事項：
①活動実施場所
②活動した時間 x 活動したメンバーの人数
③活動内容
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▽をクリックし、アクティビティを実施した日付を選択します。

左側の項目の中から、実施したアクティビティの内容に該当する項目を選択
します。

続いて、右側の項目の中から、実施したアクティビティの内容に該当する項目を
選択します。（下記例は、献血奉仕）

25



アクティビティの選択項目の下にある入力欄に、実施したアクティビティ
の内容を詳細に入力します。

金銭ACTには、金額を入力。労力ACTには、時間を入力。

入力は、カンマ（,）を含めず数字のみで入力 します。

アクティビティ報告を追加する場合は、「▼アクティビティの入力欄を１つ増
やす」をクリックすると、入力欄が追加されます。

特徴的なアクティビティについては、最後の項目に入力します。ここに入力
しました内容は、ライオン誌へ報告され、記事の元となります。

＊この欄には、実施したアクティビティの詳細やその他連絡事項を入力
しないようにご注意ください。
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【 献血関係 】
(１) クラブ単独で、献血を実施した場合

献血奉仕▼ → クラブ単独▼ を選択

①活動実施場所、②活動した時間 x 活動したメンバーの人数、③活動内容
（献血協力者への記念品等がある場合は、その内容や費用を金銭アクトとして
記入）、④献血協力者の数を 200cc、400cc 枠内に記入

＊当日献血終了後、茨城県赤十字血液センターより「実績報告書」をいただけ
ますので、FAX又はメール添付にてキャビネット事務局へご送付ください。

(２) 献血に関する会議や広報活動をした場合
地域社会奉仕▼ → 行事協力▼ を選択

①活動実施場所、②活動した時間 x 活動したメンバーの人数、③活動内容
（出席の会議名、案内ポスターを貼った・・・等記入。協賛金、助成金などが
あった場合は、金銭アクトとして記入）

【 YCE の一例 】

アクティビティ報告書の記入例

27



【 薬物乱用防止関係 】

(１) 薬物乱用防止教室を開催した場合
健康奉仕▼ → 薬物乱用防止教育指導▼ を選択

①活動実施場所、対象者と対象人数、②活動した時間 x 活動したメンバーの
人数、③活動内容（参加対象者への記念品等がある場合は、その内容や費用を
金銭アクトとして記入）
＊学校との開催準備打合せも、この項目で良い。

「活動時間」は実際の教室の時間を(分)、「労力ACT」には、メンバー数 x 
時間数を入力してください。

(２) 薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」等のキャンペーン活動や、啓発活動、担当
地区での薬物乱用防止会議等へ出席した場合

地域社会奉仕▼ → 行事協力▼ を選択
①活動実施場所、②活動した時間 x 活動したメンバーの人数、③活動内容
（出席の会議名やキャンペーン名等記入。また、協賛金、助成金などがある
場合は金銭アクトとして記入）

【 高齢者福祉 の一例 】
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【 資金獲得事業 の一例 】
チャリティバザー、チャリティゴルフ等の資金獲得事業に関する
アクティビティの報告では、収益金入力欄が表示されますので、金額を
入力します。入力は、カンマ（,）を含めず数字のみで入力します。

【 青少年関係 の一例 】

【 環境保全 の一例 】
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③ LCIF報告

(1) 1000ドル寄付（MJF）の報告
LCIF報告欄にある“MJF 0 名”と表記されている箇所をクリックします。

下記の画面が表示されましたら、「クリックして会員を選択」をクリック
し、寄付者の名前を選択します。

「今回の献金額」報告欄にある▼をクリックし、寄付額の口数を選択します。

水戸 太郎
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▼をクリックし、送金方法を選択します。

送金方法を振込用紙とした場合は、備考欄にその旨を記載します。

入力内容を確認し「登録する」をクリックします。

システムからの通知にて、“MJFを登録しました。”というメッセージが

表示され、今月のMJFの会員一覧に登録されます。

クレジットを選択した場合、クレジット申請日も入力します。

申請日が本日の場合は、「申請日を本日にする」をクリック

しますと、自動的に本日の日付が入力されます。
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登録を取り消す場合は、「取消」をクリックします。

内容を取り消しますと、復元することはできませんので、取消しは慎重に

お願いします。

登録を終了する（MJF報告画面を閉じる）場合は、「ｘ」ボタンをクリック

します。

(2) 分割MJF寄付
2016年1月1日をもって、新寄付制度に変わり、メンバー個人の献金

（20ドル、50ドル、100ドル等）の累計が 1,000ドルに達しますと、MJF

１回分としてカウントされます。

寄付額は、実際に振込をした金額を円で入力してください。

（ドルでは入力されないようご注意ください。)

ドルには金額を入力しない
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寄付項目の下にある入力欄に、内容を記載します。
(記載例）

寄付の報告忘れにより、当月に記載する場合で、端数を調整する必要が出た
場合は、「調整金額」に入力します。

LCIF寄付をした場合、eMMR ServannA での入力（報告）の他にキャビ
ネット事務局宛て①寄付者・寄付額が入力されたLCIF寄付報告用紙、②振込
送金伝票の控えの提出が必要です。最新の報告用紙にてご提出ください。
振込先については、サバンナ左メニューにある「国際協会送金専用口座」
にてご確認ください。
＊毎年クラブ毎、振込口座が変わります。

【その他】
何か記述しておく必要があれば、「その他備考欄」に記入してください。
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報告書を書き終えたら、「キャビネットに提出する」をクリックします。

画面上では入力が続けられても、まれにシステムを動かしているサーバー
との接続が遮断され、入力した内容等が消えてしまう場合があります。

こまめに「書きかけを保存する」ボタンを使用して、作業を進めるよう
にしてください。

「キャビネットに提出する」をクリックすると、下記のように、提出済の
判子が押されます。提出済の判子（済マーク）が押されますと、報告書の
内容の訂正はできなくなりますので、提出前に報告書の内容に不備がない
ことを確認してから、「キャビネットに提出する」ボタンをクリックして
ください。

＊ 報告後に、付け加えたい場合、報告提出期間または報告修正期間内であれば

内容の訂正は可能ですので、再提出したい旨をキャビネット事務局までご連絡
ください。事務局側にて、“提出済”を解除し、再提出可能な状態に設定いたし
ます。

【印刷・保存】

「Excel出力」をクリックすると、データとしてエクセルファイルに保存する
ことができます。

「クラブ活動報告書」を印刷する場合は、「印刷画面を表示」をクリックし
印刷画面の「印刷」をクリックします。
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オンラインによる寄付（LCIF）

クレジットカードによるLCIF寄付は、オンラインで行うことができます。

FAXやメールでの、カード番号報告は推奨しておりませんので、銀行からの振り込み
又はオンラインにてご寄付をお願い致します。

https://www.lionsclubs.org/ja にアクセスし、「今すぐ寄付」をクリックします。

寄付種類を選択します。

「奉仕に力を」であればここをクリック。災害援助資金で
あればここをクリックします。

寄付の頻度を選択します。
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いずれかを選択します。

金額が表示されるので、選択するか、金額を直接入力します。

「金額を入力」を選択すると、入力画面が表示されます。
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寄付者を選択します。
その後、氏名、クラブ名など入力する画面が表示されますので、任意となっている箇所
以外は入力します。

ピンを希望するか、しないか、選択をします。
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匿名の寄付ではない場合は、「いいえ」を選択します。

この寄付に対して表彰を希望かどうか選択します。

支払い方法を選び、カード情報を入力します。
カード名義人は、クレジットカードに書かれている通り大文字で入力します。

 「私はロボットではありません」の左ボックスにレ点を入れ、「送信」をクリックして

完了です。

＊ 登録したメールアドレスに「確認書」が送付されます。「確認書」を

クラブ幹事 及び キャビネット事務局 までご提出ください。

＊ LCIF寄付については、MyLionにて報告は不要です。

カード名義人

カード番号

有効期限

を入力します。

有効期限を入力しますと

右側に、「CVC」と表示

されるので、カード裏に

あるセキュリティーコー

ドを入力します。

38



MyLion による国際本部宛のアクティビティ報告の提出

◆MyLionの利用はパソコンだけではなくスマートフォン・タブレットでも可能です。

パソコンを利用するときは、Google Chrome やFirefoxのブラウザーを利用してくだ
さい。マイクロソフトインターネットエクスプローラーには対応していません。

奉仕のインパクトを測定する指標

・ 奉仕アクティビティの数・・・アクティビティを１件として計算

・ 受益者数（奉仕を受けた人）・・・アクティビティで直接恩恵を受ける人

＊アクティビティの内容が過大報告とならないよう上限があります。

 通常のアクティビティと特別なアクティビティ（ビッグイベント）に

 分類して、通常の場合は上限を1,000人、ビッグイベントは 3,000人まで
 としてください。

・ ボランティアの人数・・・・ 計画や実施に参加した人の数

・ ボランティア時間総数・・・ 計画・実施に費やした時間

・ 獲得資金金額  ・・・・・ 奉仕活動のため調達した金額

・ 寄付金額   ・・・・・・ 個人や団体に寄付した金額

LCIFへの寄付は、MyLionでの報告は不要。寄付報告用紙を
キャビネット事務局へ提出し、サバンナにて報告をします。

ただし、LCIFの寄付の為に資金獲得をした時は報告します。
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【報告の仕方】

ライオンアカウントにログイン後、MyLionをクリックします。

「過去のアクティビティを報告」をクリックします。
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右側にある「報告＋」をクリックします。

ピンクのボックスは、報告の必須項目を表しておりますので、必ず入力して

ください。
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（入力例）

写真は複数枚アップロードができます。

奉仕を受けた人

（受益者数）は、

「MyLion 奉仕報告

ガイドライン」を

参照してください。

見ることができる

人を選択すると、

他クラブの方達も

活動内容が見るこ

とができるように

42



最後に、「報告する」ボタンをクリックしてください。

報告が完了すると「提出に成功しました」と出ますので、「OK」をクリック

してください。

【報告済みのアクティビティ】

過去のアクティビティを報告しますと、「報告済みのアクティビティ」の

箇所に追加されます。他クラブの活動報告も、ここで見ることができます。
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【指標の表示】

「指標」をクリックしますと、他クラブや地区のアクティビティの指標が

表示されます。
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会員カードの印刷

【用紙について】

プリント時に使用する名刺用紙は、国際協会からの指定は「A-oneの#51861」

ですが、上下の余白が、各11mm、左右の余白が各14mmのものであれば

この商品以外でもOKです。

【印刷手順】

MyLCIを開いて、「会員カード」をクリックします。「カードのオプション」

より、“A4サイズ印刷用紙 91 x 55mm カード - 10枚” を選択します。

印刷する年月を選択した後、印刷したい会員の名前をクリックすると、会員の

名前と番号が、右側の「選択した会員」にうつります。

「カード印刷」をクリックします。
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下記の形で、会員カードが作成されます。

（下記は、印刷をカラー、グッドスタンディングの有効期限の日付を

2014年6月に選択したカードの例）

←会員氏名（会員番号）

←クラブ名

←選択したグッドスタン

     ディングの有効期限

印刷の画面で、“PDFのページサイズに合わせて用紙を選択”にチェックを

入れてから、印刷をします。

本人署名
幹事又は会計署名
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MyLCIにて国際大会代議員登録

「大会」を選びます

International Convention のところで「代議員を表示」をクリックします。

「代議員を追加」を

クリックします

会員を選択します

メールアドレスを入力し

使用言語を「日本語」と

します

47



国際会費請求書・会計計算書の閲覧

国際協会からの請求書は、オンラインで確認いただくことができます。

会費等の納入が遅れますと、ステータスクオになる可能性がありますので各クラブに

おいては、MyLCIより都度ご確認されることをお勧めします。

国際本部への送金は、各クラブの専用口座への振込です。eMMR ServannA より

振込先をご確認ください。
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引継ぎについて

今年度（２０２０−２０２１年度）担当者は、

７月になりましたらeMMR ServannAに新たに登録した四役全てのログインアカウント

でログインできるか確認してください。

ログインアカウント・パスワード一覧表を作成し、次年度役員へお渡しください。

（一覧表 例）

ID（会員番号）パスワード

次年度（２０２１−２０２２年度）担当者は、

今年度（２０２０−２０２１年度）の報告担当者からいただいた“一覧表”にある

全てのログインアカウント（ログインID・パスワード）でeMMR ServannA に

アクセスしてログインできることを確認してください。

双方で不備なくログインできることを確認できましたら、引継ぎ完了です。

なお次年度担当者は、ログインアカウントの他、「クラブ管理」ページでクラブ情報の

確認をし、事務局住所等変更がある場合、忘れずに情報の登録を行ってください。

＊ 登録したアカウントでログインできなかった場合：

今年度の会⾧または幹事のログインアカウント（ログインID・パスワード）

で eMMR ServannA にログインをし、パスワードを再設定してください。

（次年度の会⾧または幹事のアカウントでログインできる場合は、次年度の

ログインアカウントでログインしても良い）

（パスワードを変更した場合は、“一覧表” に記載するのを忘れずに！）

今年度（２０２０−２０２１年度）のログインアカウントは、２０２１年７月末まで

利用することができます。

役職

会⾧ 1596783

幹事 2605846

会員委員⾧ 4823017

da***

cb*b*

yx***

74***

会計 3714925
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