
 

 

LCICon FAQ.JA 
 

 

登録に関する質問 

大会プラットフォームに関する質問 

大会参加体験に関する質問 

選挙/投票に関する質問 

ライオンズ Shopに関する質問 

LCIFへの寄付に関する質問 

 

登録に関する質問 

 登録はどのようにしますか？ 

• 登録は LCICon.lionsclubs.orgページから行ってください。   

 

 自分のクラブの番号や会員番号を知るにはどうすればいいですか？ 

• 会員番号が求められるのはクラブ代議員のみです。クラブの幹事に頼ん

で、あなたの会員番号を MyLCIページで探して貰いましょう。 

 

 登録に締切り日はありますか？大会の開催中に登録することはでき

ますか？ 

• 大会に参加するだけであれば締切りの期限はありません。ただし、クラブ
代議員の方は、2021年 6月 23日 23時 59分（米国中部夏時間）までに

登録を完了しないと選挙での投票ができなくなります。 

 

 バーチャル LCICon 2021の参加費用はいくらですか？ 

• 登録料は 75ドルです。オメガ・レオの登録料金は 30ドルで、アルフ

ァ・レオの登録料は無料です。 

 

 登録料金の払戻しポリシーはどうなっていますか？ 

https://lcicon.lionsclubs.org/ja/
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• 登録料金はすべて返金不可となっており、第三者への譲渡あるいは将来の

大会への転用もできません。 

 

 自分のクラブの会員や家族と登録を共同で使用することはできます

か？ 

• 各登録 IDは、一つのデバイスでしか同時に使用することはできません。  

 

 団体でチケットを購入することはできますか？ 

• 一度に参加者が 500人以上いる団体には、10%の割引が適用されます。

このような団体の登録には締切りはありません。  

 

 支払いはどのような方法でできますか？銀行振込/電信送金、Zelle、

Venmo、PayPalなどは使えますか？ 

• LCICon 2021の登録料金のお支払いには、小切手、クレジットカード

（Visa®、MasterCard®、および Discover®）または電信送金をご利用いた

だけます。Zelle、Venmo、PayPalなどを介したお支払い方法には対応し

ておりません。 

 

 登録情報を更新または変更したいのですが、どのようにしたらでき

ますか？ 

• ライオンズクラブ公式登録ページから、「既存の登録情報を変更」のオプ

ションを使用して変更してください。 

 

大会プラットフォームに関する質問 

 バーチャル LCIConにはどのようにアクセスするのですか？アプリ

をダウンロードする必要がありますか？ 

• バーチャル LCIConはオンラインプラットフォームからアクセスできま

す。大会に参加するためにアプリをダウンロードする必要はありませ

ん。大会の 1週間前に、登録を済ませているすべての参加者にプラット

フォームへのリンクが、ユーザー名とパスワードと共に Eメールで送ら

れてきます。  

 

https://www.mcisemi.com/lci2021/
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 大会への参加に必要なシステム要件は何ですか？ 

• 良好なWi‐Fiまたはイーサネットを介したインターネットへの接続が必

要です。インターネットエクスプローラー以外であれば、いずれのブラ

ウザーでも大会にアクセスできます。中でも Good Chromeの使用を最

も推奨します。  

 

 LCIConへは携帯電話からでもアクセスできますか？  

• LCIConは、安定したインターネット接続環境さえあれば、スマートフォ

ンを含むどのようなデバイスからも完全にアクセスが可能です。大会を

最良の環境でお楽しみいただくには、画面の大きいデバイスを使用する

ことをお勧めします。一つの登録 IDで複数のデバイスに同時にログイン

することはできませんのでご注意ください。 

 

 大会にログインする際に問題が生じた時は、どこでヘルプが見つけ

られますか？ 

• ヘルプが必要な場合は、バーチャル LCIConログインページ で［ログイン

ヘルプ］をクリックしてください。パスワードを忘れた場合は、[パスワ

ードをお忘れの場合]リンクをクリックして、パスワードを再設定してく

ださい。 

 

 目が不自由です。JAWSなどのスクリーンリーダーを使用して大会

に参加できますか？ 

• バーチャル LCIConのプラットフォームは、残念ながら、スクリーンリ

ーダーやキーボードナビゲーション機器などのデバイスを支援していま

せん。ただしメインステージのコンテンツは、音声トラック付きで各種

言語でご利用いただけます。 

 

 大会のセッションは後日観られるように録画されますか？ 

• すべてのセミナーとメインステージのコンテンツの録画は、最初の配信が
終了した後でオンデマンドでの視聴が可能になります。バーチャル

LCIConのコンテンツは 7月 31日まで視聴可能です。 

 

大会参加体験に関する質問 

https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=L:0&AI=1&ShowKey=153882&LoginType=0&InitialDisplay=1&ClientBrowser=0&DisplayItem=NULL&LangLocaleID=0&SSO=1&RFR=https://onlinexperiences.com/Launch/Event.htm?ShowKey=153882&RandomValue=1622838455401
mailto:INXPOeventsupport@west.com
mailto:INXPOeventsupport@west.com
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 セミナーやイベント、大会プラットフォームは多言語で視聴可能で

すか？ 

• 大会のコンテンツのほとんどは、ライオンズクラブ国際協会の公式言語に翻訳さ
れます。 

 

 大会で他のライオンズやレオとチャットをすることはできますか？ 

• できます。展示ホールのブース、セミナー、メインステージの演目のすべ

てにおいて、チャット機能を使って他の参加者と交流する機会が設けられ

ています。交流したい人の名前をクリックして、Eメールまたは 1対 1で

のビデオコールのリクエストを送ってください。  

 

 自分とは違う言語を話すライオンズやレオとチャットをすることは

できますか？ 

• LCIConで使用されるチャット機能には、リアルタイムで機械による翻訳

を提供する機能が含まれているため、ライオンズクラブ国際協会のスタッ

フや世界中のライオンズやレオと交流することが可能です。  

 

 大会はどのタイムゾーンで開催されるのですか？ 

• バーチャル国際大会は、米国中部夏時間で開催されます。ただし、バーチ

ャル展示ホール、メインステージ再視聴、および奉仕事業紹介など、一部

のコンテンツは、大会期間中は 24時間いつでも視聴が可能です。 

 

 大会でクラブの残高の支払いをすることはできますか？ 

• スタッフが配置されている時間内であれば、大会参加者は展示ホール内の
財務ブースを訪れて、サポートを受けたり、クラブの残高の支払いをする

ことができます。 

 

選挙/投票に関する質問 

 自分の所属するクラブの代議員の登録はどのようにしますか？また

登録の期限はいつですか？ 

• クラブ会長とクラブ幹事は、MyLCIを利用して、この文書で説明されてい

る手続きに従って代議員を任命することができます。(LCICon投票ページ

https://www.lionsclubs.org/resources/122634225
https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/
https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/
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でご覧いただけます。)  投票権を得るためには、2021年 6月 23日 23時

59分（米国中部夏時間）までに代議員の任命を行う必要があります。 

 

 代議員には確認のための Eメールが届きますか？ 

• 大会に遅滞なく登録し、代議員として任命された会員には、6月 26日

（土）の 18時頃（米国中部夏時間）に、投票システムより、その代議員

専用のリンク等が記載された Eメールが届きます。 

 

 自分のクラブから代議員に任命されました。私の Lion Accountのプ

ロフィールに代議員確認番号が正しく表示されないのはなぜです

か？ 

• 6月 23日 23時 59分の期限までに、あなたが MyLCIを通じて代議員に任

命されたことをクラブ役員に確認してください。期限を過ぎると、代議員

確認番号は発行できません。 

 

 自分のクラブの代議員を登録しようとしましたが、Eメールアドレ

スが既に使用されているという理由で申請が却下されました。どの

ようにしたらこれを解決できますか？ 

• 多くのクラブが同じ Eメールアドレスを使用しています。LCICon 2021

のための代議員を任命するためには、その代議員の固有の Eメールアド

レスがライオンズクラブ国際協会に記録されていなければなりません。代

議員の Eメールアドレスは、クラブ役員が更新することができます。 

 

 確認番号や投票に関する情報が見つかりません。どうしたらよいで

すか？ 

• クラブ会長またはクラブ幹事に、別の会員をクラブ代議員として任命し直

さなかったか確認してください。それでも、あなたが代議員として任命され

ていることに間違いない場合は、ElectionsSupport@lionsclubs.orgにメール

でご連絡ください。 

 

 私は、滞納金を理由とする活動停止処分のリスクのあるクラブから

代議員に任命されています。それでも投票はできますか？ 
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•  ライオンズクラブが「グッドスタンディング」であり、国際大会の代議

員を出す資格を有すると見なされるためには、そのクラブはステータスク

オ処分を受けていたり、滞納金を理由とする活動停止処分を受けていたり

してはならず、かつ、次の条件を満たしている必要があります。 

▪ 地区（単一、準および複合）の会費/納入金が全額支払われている

とともに、 

▪ 国際会費の未納分が US$10.00を超えておらず、かつ、 

▪ ライオンズクラブ国際協会に対して、US$50を上回り、  

▪ 90日を超過した未納残高がない 

 

 私は代議員に任命されているはずなのですが、どのようにしたら投

票のためのすべての項目が正しく設定されているかを確認できます

か？ 

• 登録が完了している任命された代議員の全員に、投票プロセスについて説

明するウェルカムメールが 6月 24日に届きます。このメールを受け取ら

なかった場合は、迷惑メールのフォルダーをチェックしてください。 

 

 代議員として登録が済んでいます。投票のためにログインする際に

は、何を準備しておく必要がありますか？ 

• 投票には以下が必要です： 

▪ Eメールに記載されているパスワード。 

▪ MyLCIから受け取った登録確認番号。 

 

 6月 23日の期限までに、MyLCIを通じて代議員を任命しませんでし

た。何かできることはありますか？ 

• 残念ながら、最新の大会議事規則に定められているように、6月 23日の

期限以降は代議員確認番号は発行されません。 

 

 投票はいつ行われますか？ 

• オンラインでの電子投票プロセスである関係上、クラブ代議員は、事前に
決められたこの 48時間の投票期間中いつでも投票することができます。 

 

投票開始：6月 27日（日）08:00米国中部夏時間 （同日 22:00 日本時
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間） 

投票終了：6月 29日（火）08:00米国中部夏時間 （同日 22:00 日本時間） 

 

 投票プロセスはどのように行われるのですか？ 

• https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/をご参照ください。 

 

 インターネット接続に問題があり、投票用紙が正しく表示されませ

ん。 

• インターネットへの接続がより良好な場所に移動したり、スマートフォン

など別のデバイスを使うなどして投票用紙へのアクセスを試みてくださ

い。さらにサポートが必要な場合は、ElectionsSupport@lionsclubs.orgま

でご連絡ください。  

 

 自分の票が確かに提出されたか確認する方法はありますか？ 

•  投票用紙を提出すると、投票システム上で通知が表示されます。  再度ロ

グインすると、投票済みであることが表示されます。 

 

 投票用紙を提出した後で票を変更することはできますか？ 

• 投票用紙を提出した後での変更はできません。 

 

 選挙結果はいつ発表されますか？ 

• 選挙の結果は 6月 29日の大会閉会式で発表されます。 

 

ライオンズ Shopに関する質問 

 ライオンズ Shopで商品をオーダーすることはできますか？ 

• はい。ライオンズ Shopでは、バーチャル LCICon 2021限定品を含む各

種ライオンズクラブ公式商品を取り揃えています。バーチャル展示ホール

でお好きなライオンズグッズをご購入ください。登録済みの参加者だけを

対象とした特別オファーもあります。 

 

 大会ピンはありますか？ 

https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/
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• 公式大会ピン、ピン/バナー/タブのセット、また各種限定版グッズを、バ

ーチャルライオンズ Shopでご購入いただけます。登録済みの全参加者

は、バーチャル LCIConプラットフォームのホームページから、バーチャ

ル大会ピンと大会出席証明書をダウンロードすることができます。 

 

 オーダーに問題がある場合はどこに連絡したらよいですか？ 

• ライオンズ Shopでのオーダーに問題があったり、サポートが必要な場合は、

clubsupplies@lionsclubs.orgまでご連絡ください。 

 

LCIFへの寄付に関する質問 

 大会で LCIFに寄付をするにはどうしたらよいですか？ 

• バーチャル LCIConプラットフォームの最上部にある[寄付]ボタンをクリ

ックしてください。  

 

 大会中に LCIFに寄付をした場合、その寄付は私自身のメンバーシッ

プの実績と認められますか？ 

• 寄付は、オンライン寄付用紙上で寄付者となっている人の実績として

LCIFに認められます。 

 

 大会期間中に私が行った寄付を、私以外の人物からのものとするこ

とはできますか？ 

• はい。自分以外の誰かへの敬意を表して寄付をすることができます。 

 

 大会期間中に行った寄付は課税控除の対象となりますか？ 

• すべての寄付に対して謝意が表明されますが、課税控除の対象となるのは

米国内の寄付者のみに限られます。 

 

mailto:clubsupplies@lionsclubs.org

