
MyLion / MyLCIの概要
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MyLionとMyLCIとは

MyLion

• 奉仕アクティビティ -計画立案と過去のアクティビティ報告

• モバイルアプリ「MyLion」から登録

• モバイルアプリのソーシャルメディア機能を確認

MyLCI

• 役員のみ使用

• 登録手続き

• 基本的な操作と機能の確認
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ラスベガス国際大会

メンバーシップ発表
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奉仕アクティビティを作成する
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MyLionにログイン

（注意：先にサバンナより

MyLCI Extension Formsに

携帯電話番号とメールアド
レスを行ってください）
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MyLionにログイン
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奉仕アクティビティを作成

する
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アクティビティの種類を
選択し、次へ

カテゴリー：

奉仕アクティビティ

資金獲得活動

ミーティング

このデモでは
「奉仕アクティビティ」を選択

デフォルト設定は
「奉仕アクティビティ」
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アクティビティが影響を

与える分野を選択
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計画立案している事業

を選択

一般的な事業が表示される
が、該当するものがない場
合は「その他」を選択する。

画面右側にアクティビティ
の情報が表示される。ここ
から計画立案のための「奉
仕事業プランナー」をダウ
ンロードできる。
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アクティビティの詳細

アクティビティの詳細を入力
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プライバシー設定

アクティビティを見られる人を
選択

誰でも
所属クラブのみ
自分のみ

「自分のみ」はアクティビティ
告知前の下書きとして情報を保
存する際に使用する。

参加できる人を選択

誰でも
ライオンまたはレオ
招待のみ
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アクティビティの画像

アクティビティに適したデ
フォルトの画像が設定され
ている。「現在の画像を編
集」を使用して、画像の変
更が可能。

「アクティビティの詳細」
と「プライバシー設定」を
入力後、次へ。
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招待する
クラブまたは個人を

アクティビティに招待
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招待する人を選択

クラブまたは個人名の横に表
示される〇をクリックすると、
「招待する」の欄に追加され
る。

選択を取り消す場合は、名前
の横に表示される〇をクリッ
クする。

「次へ」で先に進む。
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アクティビティの
確認ページ

入力した内容を確認する。

「前に戻る」ボタンで修正がで
きる。

「送信」ボタンで情報を保存し、
次へ。
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確認のメッセージ

作業の完了を示すメッセー
ジが表示される。

奉仕アクティビティが
MyLionに掲載され、招待
のメッセージが送信される。

注意事項：MyLionに登録
していない招待者には、

登録を促すEメールが送信
される。
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奉仕アクティビティの報告
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奉仕アクティビティの

報告

奉仕の報告は、地域社会にお
けるインパクトを祝う方法の
一つ。
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MyLionで計画立案した奉仕
アクティビティを報告

報告が済んでいない
アクティビティを選択
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奉仕の詳細を共有

人数について疑問点がある
時は、報告ガイドをダウン
ロードする。
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奉仕報告について

ボランティアの時間数

How many people were served?

何人奉仕しましたか？

Optional:How many people were under 18?

オプション：何歳の人々が18歳未満でしたか？

間接的な奉仕は？
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奉仕報告について

ボランティアの時間数

How many volunteers were involved?

何人のボランティアが参加しましたか？

Were any leos or Non-Members pvesent?

レオまたは非会員がいましたか？ Yes No？

Optional: Who Attended this activity?

任意：誰がこの活動に参加しましたか？

Lions ライオンズ

Leos レオ

Non-members 非会員

Total volunteers 総ボランティア

非会員の奉仕人数は？
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奉仕報告について

ボランティアの時間数

Number of volunteer hours

ボランティア時間数

Plannin & Fundraising hours

プランニン＆募金時間

準備のための会議時間は？
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奉仕報告について

ボランティアの時間数
Service hours サービス時間
Total hours 合計時間

非会員の協力は？
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奉仕報告について

ボランティアの時間数

What was the outcome to the community?

地域社会への影響は？

寄付金額は？
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奉仕報告について

ボランティアの時間数

How many trees were planted?

何本の木が植えられましたか？

How many trees were cared for watering.mulching,weeding,etc?

散水、除草などのために何本の木が世話をされましたか？

How many community spaces were cleaned,beautifled or improved?

いくつのコミュニティスペースが清掃、美化、または改善されましたか?

環境報告、植林・手入れ 本数で？
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参加者リストを確認
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情報を見直す
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報告を送信して、

完了！
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MyLionで計画立案していない
奉仕アクティビティを報告

「アクティビティを報告」を
選択
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過去のアクティビティ

を報告
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アクティビティの種類を

選択

報告の種類：

• 奉仕アクティビティ

• 資金獲得活動

注意事項：例会、会議は報告
できない。
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アクティビティが影響を

与えた分野を選択
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事業の種類を選択

人数について疑問点がある時
は、報告ガイドをダウンロー
ドする。
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アクティビティの詳細を追加
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奉仕の詳細を共有

人数について疑問点がある時
は、報告ガイドをダウンロー
ドする。

情報を共有してお祝いしましょ
う
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Confirm Participants
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情報を見直す
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報告を送信して、

完了！




