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第 26 章 
テクノロジー 

 
A. 情報保管および取り出し 

 
1. 個々の会員データ – ライオンズクラブ国際協会は、すべてのライオンズの会員

体験を向上させる目的でのみ会員データを使用する。国際協会が追加の個人デー

タを必要とする新しいプロセスを開発する場合、もしくは付加的な目的で現在の

情報を利用する場合は、以下の必須の個人データおよび任意提供の個人データの

更新を行う。 
 
a. 必須の個人データ 

(1) 名前 
(2) 苗字 
(3) ミドルネーム（該当する場合） 
(4) 生年月日 
(5) 性別 
(6) Eメールアドレス 
(7) 会員番号 
(8) 入会年月日 
(9) 退会年月日 

(10) 住所（市区町村、都道府県、国） 
 

b. 任意提供の個人データ 
(1) 言語 
(2) 自宅電話番号 
(3) 携帯電話番号 
(4) 勤務先電話番号 
(5) FAX番号 
(6) 住所（自宅の住所、郵便番号） 
(7) 配偶者/同伴者 
(8) スポンサー名 
(9) 職業 

(10) 旅行関連情報  
(11) 食事制限 
(12) 移動補助等の要件 
(13) 特別時の住所 
(14) 寄付金額 
(15) 記念する人の氏名 
(16) 記念する人の住所 
(17) 受賞者名 
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(18) 受賞者への送付先 
(19) 退会理由 
(20) 奉仕活動への参加 
(21) 招待者 
(22) 会話 
(23) 獲得したバッジ 
(24) 希望言語 
(25) 合計料金 

 
2. 個々のクラブのデータ  

 
a. クラブ番号 
b. クラブ名 
c. 地区 
d. 所在地 
e. チャーター承認日 
f. リジョン 
g. ゾーン 
h. 希望言語 
i. 年度現在までの入会者数 
j. 年度現在までの退会者数 
k. 現在までの会員総数 
l. 結成時の会員数 
m. 所在地（都市圏、都市、郊外または地方） 
n. 結成者（駐在員またはライオンズ会員）  
o. クラブ例会時間帯（朝、正午、または夕刻） 
p. クラブ例会頻度（週1回または月2回） 
 
 

B. 資格証明を受けた第三副会長候補者および国際理事候補者が利用できる情報 
 

1. 国際会則及び付則 
 

2. 「国際理事 - 指導者として奉仕」ガイド  
 

3. 資格が証明された候補者は全員、現および元役員の連絡先情報が利用可能となる。

連絡先情報は、電子手段によって配信される。プライバシーに関する規制のある

会則地域においては、連絡を受けることへの有効な同意を、協会が現および元役

員から得た場合にのみ、連絡先情報が提供される。 
 

4. すべてのクラブ役員の連絡先が、要請に応じて、資格が証明された執行役員候補

者に供給される。その費用は候補者が負担する。  



2022 年 10 月 6 日改訂  JA 
第 26 章 

P. 3 

 
5. 連絡先情報の範囲は、それに直接関係する作業手順によって決まる。要請者には、

その情報提供に関連する費用が発生する場合がある。 
 

 
C. 連絡先情報 

 
1. ライオンズクラブの会員名簿は、地区（単一、準、または複合）にのみ電子的手

段よって発行され、それぞれの地区内で使用できる。地区ガバナーが、もしくは

複合地区の場合には協議会議長が、それぞれ地区キャビネットとガバナー協議会

を代表して、名簿の使用目的と、名簿が第 19 章において規定される範囲外の政

治的運動または商業目的に使われないことを明記した要請書を提出しなければな

らない。会員情報が不適当な方法で使われたり、許可なく複製されたりした場合

には、地区（単一、準、または複合）に対し US$5,000 の罰金が課せられる。プ

ライバシーに関する規制のある諸国においては、適切な同意を得られた会員の連

絡先のみが送られる。このような情報の作成は、国際本部のシステムによるもの

に限る。 
 

2. リスト - 次期地区役員のリストの要請は、リスト作成が完了し、それが小冊子

として発行されるまで、受け付けない。 
 

3. 会則地域内の現職地区役員のリスト、地区委員長のリスト、クラブ役員のリスト

は、ライオンズ関係の事業またはプログラム用に、要請することができる。これ

らの要請は、国際協会理事会またはライオンズクラブ国際財団理事会のメンバー

によって行われなければならない。要請は、下記事項に従う必要がある。 
 

a. リストの使用目的を説明する声明文。  
b. リストは、政治的運動や商業目的のために使用してはならない。  
c. リストの使用は各要請ごとに一度限りとし、使用目的が果たされた時点でリ

ストを削除することに同意しなければならない。  
d. これらのリストは、上記 C 項 1 に規定されるのと同様の制限がある。 
 

4. 連絡先情報の範囲は、それに直接関係する作業手順によって決まる。要請者には、

その情報提供に関連する費用が発生する場合がある。 
 
 
D. プライバシーに関する方針 

 
1. プライバシーに関する協会の方針は、本章の別紙 A に記載されている。 
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2. 協会ウェブサイト（Lionsclubs.org）のプライバシーに関する方針変更は、必要に

応じてスタッフにより行われ、理事会方針の更新が次に予定される理事会会議で

行われる。 
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別紙 A 
 

ライオンズクラブ国際協会 
プライバシーに関する方針 

 
 
ライオンズクラブ国際協会による会員個人データの収集および使用 

 
ライオンズクラブ国際協会は、会員の個人情報を保護することの重要性を認識しています。ライオンズクラブ国際協

会では、ライオンズクラブ会員およびレオクラブ会員の個人情報を収集することにより、会員とのコミュニケーショ

ン、および会員同士のコミュニケーションを促進しています。こうした情報は、「友情、親善、相互理解のきずなに

よってクラブ間の融和をはかる」などの国際協会の目的を推進し、以下を含む必要な運営業務を遂行することのみを

目的として使用されます。 
 

• 会費その他の請求 

• ライオン誌、会員/役員情報、最新情報の配布  

• 会員増強、エクステンション、会員維持プログラムの支援を目的とした、会員のプロフィールや動向の編集 

• 大会および会合の企画 

• 過去及び現在の国際役員、理事、理事会アポインティ、複合地区協議会議長、地区ガバナー協議会、地区及

び副地区ガバナー、クラブ役員など、ライオン/レオ・リーダーのための連絡先情報 

• 広報活動及び協力関係の促進 

• ライオンズクラブ国際財団及びその他の公認奉仕プログラムの支援 

• 国際理事会の決定した目的及び目標に基づく特別な宣伝、会費外収入プログラム、その他の用途 

• 法律によって義務付けられた情報の開示、または司法もしくは政府の調査に供すべき情報の開示 
 
ライオンズクラブ国際協会では、パスワードで保護された領域を使用し、アクセスを制限することで個人情報を保護

しています。  したがって、皆さんがそれぞれのパスワードを保護することが大切です。 
 
お支払いの際の情報はすべて、通信中はソフトウェアによって保護されます。このソフトは、インターネットを流れ

るすべての個人情報を暗号化することで、こうした情報を保護するものです。  国際協会では注文確認を行う際に、

皆さんのクレジットカード番号の限られた一部分しか表示しません。 
 
公式名簿には、パスワードがなければインターネット上でアクセスすることはできません。公式名簿または会員の個

人情報を含むいかなる文書についても、アクセスを許可された個人は、その情報を国際協会の目的の推進のためにだ

け使用するものとし、使用後はこうした記録をすべて削除することに同意しなければなりません。クラブ役員の連絡

先を掲載したクラブ検索システムも利用することができます。  クラブ検索システムは、商業的な顧客名簿としては

使用できないようにデザインされています。また、ライオンズクラブ/レオクラブの会員は、クラブ検索システムが

このような目的で利用されることのないよう保証しなければなりません。  
 
ウェブサイト 
 
国際協会ウェブサイトの一部機能を使うために、個人情報を入力するよう求められることがあります。登録は任意で

す。しかし、ウェブサイトの当該部分に参加するためには登録をしなければなりません。登録には個人情報の開示が

必要となりますが、電子コミュニケーション設定プロフィールを更新することにより、個人情報の使われ方を制御す

ることができます。  
 
クッキー 
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クッキーは容量の小さいデータで、匿名で一意の識別子を含む場合もあります。クッキーはウェブサイトのコンピュ

ーターからお使いのブラウザに送信され、ハードドライブに保存されます。ブラウザの設定で許可されている場合、

各ウェブサイトは自身のウェブサイトのクッキーをブラウザに送信します。（プライバシー保護のため）ほとんどの

ブラウザでは、他のサイトが送信したクッキーではなく、クッキーを送信したウェブサイトのみがクッキーにアクセ

スできるよう設定されています。 
 
国際協会は、お使いのパソコンに国際協会のクッキーを保存し、そのクッキーにアクセスする場合があります。国際

協会は、リピーターやウェブサイトの顧客（該当する場合）を特定するため、ログインしたユーザーのセッション情

報を維持するため、および利用傾向やパターンを追跡してウェブサイトのさまざまな領域をより良く理解しウェブサ

イトを向上させるため、クッキーを利用する場合があります。 
 
また、国際協会は、コンテンツを協会のサイトに表示する他の企業に、その企業のクッキーをお使いのパソコンに保

存しアクセスすることを許可する場合もあります。他の企業によるクッキーの利用については、各企業のプライバシ

ーポリシーに従います。国際協会は、第三者の広告事業者により保存された個人情報にアクセスすることはできませ

ん。 
 

国際協会は、国際協会の広告のため、第三者の広告事業者を用いることがあります。広告事業者は、広告の効果を測

定するため、クッキーやアクションタグ（シングルピクセル GIF、ウェブビーコンとも呼ばれる）を利用する場合が

あります。これら広告事業者がクッキーやアクションタグを用いて収集する情報は完全に匿名です。この慣行および

ご自身の選択についてより詳しい情報が必要な場合、こちらをクリックしてください。 
 
E メールアドレスを提供することにより、ライオンズクラブ国際協会およびその関連プログラムから情報を受け取

ることに同意（オプトイン）したことになります。配信停止（オプトアウト）、E メール通知設定の変更、配信プロ

フィールの設定変更も行うことができます。  
 
ウェブサイトにアクセスしている際に、他のウェブサイトに移動することがありますが、当方の制御の及ばないこと

ですので、ご注意ください。国際協会のウェブサイトにリンクされているウェブサイトをご利用の際は、個人情報を

送信する前にそのウェブサイトのプライバシーに関する方針をご確認ください。 
 
当協会の方針および慣行に同意しない場合は、当協会ウェブサイトを利用しないでください。  
 
ライオンズクラブ、レオクラブ、地区、複合地区、財団のプライバシーに関する注意事項 
 
ライオンズクラブ、レオクラブ、地区、複合地区、財団が、活動の過程で得られた会員、寄付者、人道援助の受益者、

その他の人々の個人情報を使用する場合には、その行為がプライバシーの侵害に当たらないかを考慮するとともに、

共通の指針に従う必要があります。  氏名、住所、E メールアドレス、電話番号、医療情報、財務情報など、何らか

の個人情報を開示する場合には、書面による事前承諾の確保を考えるべきです。又、インターネットに個人情報を掲

載する場合、又は第三者に E メールアドレスを開示する場合にも、注意が必要です。  こうした問題は地域の法律に

よって規定されている可能性がありますので、そのことも認識しておいてください。プライバシーに関する法律は国

によって大きく異なっているため、何らかの個人情報を使用する前に、詳細について地域の専門家に助言を仰ぐとよ

いでしょう。 
 
上記の方針に関するご用件やご質問は、ライオンズクラブ国際協会（infosec@lionsclubs.org）までお問い合わせくだ

さい。 
 

 

mailto:infosec@lionsclubs.org

	A. 情報保管および取り出し
	ライオンズクラブ国際協会
	プライバシーに関する方針
	ライオンズクラブ国際協会による会員個人データの収集および使用
	ライオンズクラブ、レオクラブ、地区、複合地区、財団のプライバシーに関する注意事項

