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MyLCIに関する
クラブ向けセミナー

◎MyLCIについて
◎ライオンアカウント取得及び

MyLION、サバンナについて



2

１．切断後のＭｙＬＣＩと
ServannAについて

２．ライオンアカウントの
取得方法復習とMyLION
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１．切断後のＭｙＬＣＩと
ServannAについて

(1) クラブの月例会員報告と
アクティビティ報告の流れ

(2) 切り離しスケジュール
(3) MyLCIでの報告
(4) 今後のServannAについて
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MyLCI
(国際本部)eMMRServannA

33X-X地区 33X複合
地区

ライオン
誌

クラブ

（1）日本におけるクラブの会員報告およびアクティビティ報告
の流れ＜６月まで＞

青矢印2：アクティビティ報告のデータ

赤矢印1：会員動静入力

(社)日本
ライオンズ

MyLION
(国際本部)

青矢印1：アクティビティ報告入力（地区向け）

赤矢印2：会員報告のデータ

青矢印3：アクティビティ報告入力（LCI向け）
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MyLCI
(国際本部)eMMRServannA

33X-X地区 33X複合
地区

ライオン
誌

クラブ

（1）日本におけるクラブの会員報告およびアクティビティ報告の
流れ＜７月からeMMR切断まで＞

青矢印2：アクティビティ報告のデータ

赤矢印1：会員動静入力

(社)日本
ライオンズ

MyLION
(国際本部)

青矢印1：アクティビティ報告入力（地区向け）

赤矢印2：会員報告のデータ

青矢印3：アクティビティ報告入力（LCI向け）
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MyLCI
(国際本部)ServannA

33X-X地区 33X複合
地区

ライオン
誌

クラブ

日本におけるクラブの会員報告およびアクティビティ報告
の流れ＜eMMR切断後（11月23日以降）＞

青矢印２：アクティビティ報告入力（地区向け）

赤矢印２：地区・ライオン誌向け会員詳細報告

(社)日本
ライオンズ

MyLION
(国際本部)

会員基本情報の一部

青矢印１：アクティビティ告知・報告

赤矢印１：会員動静報告
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(2) 切り離しスケジュール
11月19日24時 ServannA停止

MyLCI停止
11月23日00時 ServannA再開

※会員動静機能削除
MyLCI再開

※会員動静機能追加
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重要！
切り離し後、MyLCIへのログイン
は国際協会WEBサイトのトップ
ページから行うようになります

サバンナからはMyLCIにログイン
することは出来ません
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(3) MyLCIでの会員報告の実際

①会員入退会・役員登録画面紹介

②クラブ事務局権限（予定）について

③会員種別について

④日本語表記について
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①入退会・役員登録
（MyLCIでのホーム画面）
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①入退会・役員登録
（MyLCIでのホーム画面：メニュー紹介）
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①入退会・役員登録
（MyLCIでの会員報告画面：会員登録）
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①入退会・役員登録
（MyLCIでの会員報告画面：会員登録）
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入会登録画面
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①入退会・役員登録
（MyLCIでの会員報告画面：入退会なし）
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①入退会・役員登録
（MyLCIでの会員報告画面：会員情報の編集）
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会員情報の編集画面
注：住所欄に都道府県選択欄が
追加されています
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①入退会・役員登録
（MyLCIでの会員報告画面：役員登録・編集）
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役員情報画面 続き
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役員の登録
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役員の登録
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役員の登録
役員になると、当該会員
の会員情報画面に【役員
連絡先住所】という項目が
追加されます

初期画面では現住所と同
じ内容で変更出来ません
が、事務局の住所等の別
住所を利用したい場合に
は、ここのチェックを外すと
入力が可能になります
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②クラブ事務局権限（予定）について
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②クラブ事務局権限（予定）について
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②クラブ事務局権限（予定）について
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非会員の業務担当者登録画面

必須項目に入力し保存をクリック
すると登録が完了し、会員番号が
付与されます
この画面上のデータをもとに、

ライオンアカウントを取得出来、
MyLIONのログイン・報告も行え
る予定です
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③会員種別について

クラブで把握している会員種別
とMyLCI上での会員種別に差
異がある会員があります
これは、eMMRがSavannA上
での会員種別変更をMyLCIに
伝達出来なかった不具合に起
因するものです
この場合はMyLCIの会員種別

を実情に合わせて次の画面の
ように修正して下さい
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会員情報編集画面
会員種別の変更
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④日本語表記について MyLCIでは、日本語

での姓名表記および
住所表記を入力する
ことが出来るようにな
りました

当初は空欄ですが、
今後国際本部が日本
語データを活用する
ためにも既存会員の
日本語データは積極
的に入力して下さい
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(4)今後のServannAについて

◎「eMMR ServannA」 という呼称は無くなり
ますが 今後も「ServannA」は継続使用さ
れます

◎ServannAからは一切の会員動静及び
国際本部向け新役員報告が出来なくなります

◎ServannAへのログインは今までの
ID・パスワードをそのまま使用して下さい
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◎ServannAが切り離し後も運用される理由
１．ライオン誌送付（送付先選択）

２．全日本でのアクティビティ集計
３．クラブアンケート・ライオン誌への取材依頼機能
４．クラブ事務局の情報
５．一括会費請求業務用データ取得

６．会員入退会等の各種集計表
＜赤字は全地区・複合地区対象＞
７．地区・複合地区での会員情報整備
８．代議員登録・委員会出欠等の機能
９．ガバナーズアワードのポイント集計等

１０．地区の実情に即した独自設定が可能
＜青字は該当地区・複合地区のみ対象＞
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切り離し後のServannA画面 変更点

【ホーム画面】
リンクボタンの廃止
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【会員動静画面】
国際本部に登録するボタン等を削除
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【会員管理：詳細情報】
MyLCI Extension Formsを廃止
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切り離し後の会員報告の流れ（予定）

＜新入会員登録＞
１．MyLCIで会員報告（新会員入会登録）を行う
２．最長で１日後、ServannAに会員情報が反映
３．反映後にServannAで当該会員の詳細データを

追加入力

＜退会報告＞
１．MyLCIで退会報告を行う
２．最長で１日後、ServannAの会員情報が抹消
３．抹消後はServannAでの追加入力は不要
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切り離し後の役員報告の流れ（予定）

＜新役員登録＞
１．MyLCIで新役員（三役）登録を行う
注：同時にライオンアカウント取得が必須！

２．クラブ三役については、続けてServannAの
クラブ管理画面で今まで同様に登録を行う

注：ServannAログイン用ＩＤ・ＰＷを取得！
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切り離し後のServannAにつきましては、
ＭｙＬＣＩの仕様に対応して画面レイアウト
およびデータ入力方法等のさらなる変更も
予想されます
操作方法につきましては、細部が確定
次第、あらためてご案内致します

※ＭｙＬＣＩの操作方法につきましては
11月23日以降、トレーニングエリアを
利用しての練習が可能になる予定です
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２．ライオンアカウント
取得方法とMyLIONの現状

(1)ライオンアカウント取得手順

(2)MyLIONの現状
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ライオン・アカウントとは？
直接ＭｙＬＣＩ に入るためのアカウントとＭｙＬｉｏｎ（WEB
版およびアプリ版）のアカウントを統一した新しい呼称

◆ＭｙＬｉｏｎおよびMyLCIアカウント所有者は
基本的に新規取得不要

◆取得方法はMyLIONアプリでのアカウントと同様
◆日本では、各クラブはサバンナからMyLCIに
自動ログインしていたが、11月23日以降の
MyLCIへのログインには

役員のライオンアカウント取得が必須！
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ライオン・アカウント取得の事前準備

まずサバンナの会員管理“MyLCI Extension Forms”
で会長・幹事の会員情報を整備

１．メールアドレスの用意（取得）
※他の会員に使い回していないもの

２．携帯電話番号の確認
※ショートメールを受け取れるもの

上記どちらか片方だけでも可

３．当該会員の会員番号と生年月日をMyLCIで確認
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局番の最初の
「０」を省いて
入力
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正しく修正出来たかを
MyLCIで確認
注：MyLIONのデータにここ

での修正が反映されるまで
には最大２時間程度かかる
場合があります！
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ライオン・アカウント取得の実際
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ライオン・アカウント取得の実際
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MyLionアプリに登録しています
か？

2. 「いいえ」をクリックします

*スマートフォンのMyLionアプリで既に
ライオン・アカウントを作成している場
合、もう一度登録する必要はないため、
この質問が表示されるようになりました。

「はい」をクリックすると、ユーザー名
とパスワードを入力してログインする画
面に移ります。
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国番号の選択はプル
ダウンメニューからと
なりますが、日本語表
示と英語表示の場合
があります。両者とも
にアルファベット順に
並んでいますので、
「J」の場所を探して下
さい



48



49

認証コード

認証コードを入力する画面が
表示されます

登録を完了するための認証コードを、
Eメールで確認し
次ページ表示の画面上でこの数字を
入力する



50

認証コード

認証コードを入力します
「次へ」をクリックします

ログイン

ＰＩＮコードが正しければログイン
画面に移ります

登録時のユーザー名とパスワードを
入力します

「次へ」をクリックすると、
ログイン後のホーム画面に移行します
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エラー時の救済措置
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理由は調査中ですが、
会員によってはこの画
面表示となります

この場合は救済措置で
取得出来ません
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ログイン後の画面（クラブ会長・幹事の場合）
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登録後のＩＤ変更

ＩＤ変更は可能です

ただし、ＭｙＬＣＩに登録してあるメールアドレス
または携帯番号も同時に変更となります
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ＩＤの変更は、MyLIONの

ユーザープロフィール画面
から行います
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登録時と同様に認証コードの入力が求
められます
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WEB版MyLCIからでも
個人のデータを変更す
ることが可能です

ただし 個人の名前の
項目には決して日本語
を入れないで下さい



61

(2)MyLIONの現状
※一時あった不具合が解消され
スムーズに報告出来るように
なりました

※クラブだけでなく、地区キャビネット
主催奉仕事業の報告が出来るよう
になりました（こ場合、報告の重複を
避けるため、クラブは地区ＧＳＴコー
ディネーターの指示に従って報告
して下さい）
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WEB版MyLIONでの
アクティビティ報告紹介
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ログイン後のアプリケーション選択画面
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MyLIONログイン後のホーム画面
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報告画面（今後のアクティビティを計画）
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報告画面（今後のアクティビティを計画）
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報告画面（今後のアクティビティを計画）
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報告画面（今後のアクティビティを計画）
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報告画面（過去のアクティビティを報告）

報告済みのアクティビティも、年度
内ならいつでも修正や削除が出
来ます
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MyLIONはＷＥＢ版、アプリ版ともに
未完成の部分や翻訳が不十分の部
分等も多く、またシステムの不具合
も若干存在してはおりますが、気軽
に数多くの報告を行ってみて下さい
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以上で終了となります
長時間ありがとうございました
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