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この利用者ガイドに記されている手順に従って Eクラブハウス・システムを利用すれば、クラ

ブ・ウェブサイトの編集を簡単に行うことができます。   

I. ウェブマスター・アクセス 

申請が承認されると、自分のクラブ・ウェブサイトへのリンクと共に、ユーザーネームとパス

ワードが Eメールで送信されます。  

 自分の登録情報を忘れてしまった場合は、登録情報を忘れました（Forgot My 

Information）のリンクをクリックすると、登録されている Eメールアカウントに情報が

送信されます。 

 

ログインすると、確認メッセージが表示されます。また、システムの待機状態が 20分続いた場

合、自動的にログアウトされます。  

 

II. E クラブハウスの機能 

このセクションでは、Eクラブハウス内の各リンクがどのように機能するかを、実際のスクリ

ーンの画像とともに説明します。   

 

ログインをすると、情報を追加及び編集できるホームページが表示されます。このページから、

クラブのウェブサイトを更新及び管理するために必要な機能をすべて利用することができます。
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クラブのウェブマスターは、サイトの内容に関してはすべてを操作することができます。しか

し、サイトの外観や機能を変えることはできません。与えられているツールを利用して、管理

を行ってください。 

E クラブハウスのウェブサイトは、5 つの主要ページで構成されます。（ホーム、カレンダー、

クラブ事業、フォトギャラリー、お問合せ）これらのページは常に表示されます。これらのペ

ージのタイトルを削除したり、非公開にしたり、変更したりすることはできません。しかし、

内容は編集することができます。   

A.  ホーム – これはメイン画面にリンクしています。   

B.  Mｙアカウント – このページには、現在サイトで使用中のデザインテンプレートが表示され

ます。デザインテンプレートは 2種類あります。画面上で選択されているのが、使用中のデザ

インテンプレートです。デザインを変更するには、希望のデザインの下にあるボタンをクリッ

クし、「更新」ボタンをクリックします。これで、クラブのウェブサイトのデザインが自動的

に変更されます。 

 

C. ページを追加 - ここでは、クラブ・ウェブサイトに最高 5つまでの追加ページを加えたり、

編集したり、非公開にしたりすることができます。ここで追加したページは、クラブ・ウェブ

サイトのメニューにある 5つの標準ページの下に表示されます。  

まず、「Add a Page（ページを追加）」をクリックします。開いた画面から、「Page Name（ペ

ージ名）」とページの内容を入力できます。下の例では、ページ名として「Club Officers（クラ

ブ役員）」と入力し、内容にはエディタを使ってクラブ役員の名前を入力しています。（ペー

ジ編集画面の機能に関する詳細は、本ガイドの IVをご覧ください。)    
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すべての内容を入力し終えたら、下にスクロールして「プレビュー」ボタンをクリックします。   

 

ウェブサイトの一部としてサーバーで実際に公開する前に、「試験」ページに情報が表示され

ます。 

 

この「試験」ページを確認した後のオプションは、3種類あります。 

1)  公開  – サーバー上でページが公開され、クラブのウェブサイトを訪問した人すべてに見

えるようになります。 

2)  編集  – 公開せずに編集画面に戻り、ページに引き続き変更を加えることができます。 

3)  下書きとして保存 – ページがシステム内に保存され、ウェブサイト上では公開されません。

システムに下書きとしてのみ残ります。   

ページを公開すると、ウェブサイト左のメニューにある 5つの標準ページの下に自動的に表示

されます。 
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D.  ページを管理 – 編集ができるページへリンクします。  

リンク先には、5 つのうち 3 つの標準ページしか表示されていません。残りの 2 つについては、

後の項目で説明します。 

 

「Page（ページ）」の列には 3つのページ〔Home（ホーム）、Club Projects（クラブ事業）、

Contact Us（お問い合わせ）〕が表示されており、その右には「Action（作業）」「Show/Hide

（公開／非公開）」の 2つの列があります。前述のとおり、標準ページは非公開にはできない

ので、「Show/Hide（公開／非公開）」機能は無効になっています。   

Action（作業）には、二つの選択肢があります：Edit Live Page（公開中のページを編集）、又

は Edit Current Draft（下書きを編集） (画像には表示されていません。）「Home（ホーム）」

の内容を編集するには、「Home（ホーム）」の隣の「公開中のページを編集」をクリックしま

す。ページ編集画面が表示され、ページの内容を変更することができます。（ページ編集画面

の機能に関する詳細は、本ガイドの IIIをご覧ください。) 

作業/ページを公開する/非公開にする – クラブのウェブマスターがページを下書きモードで保

存し、システム上には残したまま、公開ウェブサイトからは隠しておくことができる特別な機

能です。また、作成した追加ページのどれについても、公開と非公開を選ぶことができます。

各 Eクラブハウスに組み込まれている標準ページ 5つは、非公開にすることはできません。で

は、それぞれの機能を見てみましょう。 
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1. 作業 – この列では、「公開中のページを編集」または「下書きを編集」が選択できます。

公開するまでシステム上にのみ残り、公のウェブサイトには表示されない「下書き」ペ

ージは、すべてのページで作成することができます（5つの標準ページも含む）。 

下の例では、「Club Officers（クラブ役員）」のページにのみ下書き版があります。こ

のページにのみ、「公開中のページを編集」および「下書きを編集」の両方のオプショ

ンが表示されています。編集をしたい場合は、編集したい方をクリックし、ページエデ

ィタを使って変更を加えます。（ページ編集画面の機能に関する詳細は、本ガイドの III

をご覧ください。) 

 

2. 三番目の列では、ページの公開状況を選べます。5つの標準ページは非公開にはできま

せんが、作成した追加ページは非公開にすることができます。緑のランプがついている

ページは、ウェブサイトに表示されます。赤の「非公開」ボタンをクリックすると、ウ

ェブサイトには表示されません。非公開のページは、Eクラブハウスのシステムからは

削除されませんが、ウェブサイトを訪れる閲覧者の目には見えなくなります。     

次の例の左側を見ると、「Test Page」と「Test Page 2」が「非公開」の設定になっています。

右側を見ると、ウェブサイトのメニューに「Test Page」と「Test Page 2」が表示されていない

ことがわかります。 

   

E. ページを分類 – ここでは、自分が作成した 5つのページを好きなように並べ替えることがで

きます。追加ページが 2つ以上になったら、並べ替えをすることができます。   

並べ替えをすることにより、ウェブサイト左にあるメニューの 5つの標準ページの下に、追加

ページのタイトルがどの順番で表示されるかを決めることができます。前述のとおり、並べ替

えの番号が低ければ低いほど、メニューの上の方に表示されます。ただし、追加ページは常に

標準ページ 5つの下に表示され、標準ページ 5つの順番を並べ替えることはできません。   
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下の例では、公開ウェブサイトのメニューに追加ページが「Club Officers・Test Page・Test Page 

2・Family Membership・Who Are The Lions?」の順に表示されています。この順番は、システム

上の「並べ替え」の順番に一致しています。  

   

最も小さい番号のページが一番上に表示され、最も大きい番号のページが一番下に表示されま

す。並べ替えたい場合は、番号を変えた上でそれぞれのページタイトルの隣にある「更新」ボ

タンをクリックします。 

 

 F.  イベントを管理 – このリンクからは、クラブのイベントカレンダーの編集をすることがで

きます。イベントは、公開ウェブサイトのカレンダーに表示され、イベントの日付から 90日経

過するとシステムから自動的に削除されます。  
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カレンダーにイベントを追加するには、まず、すべての項目〔Event Name（イベント名）、

Event Date（開催日）、Event Time（開催時刻）、Event Cost（参加費）、Event Location（会

場）、Event Description（イベントの説明）〕に情報を入力します。入力が終わったら、左下

の「追加」ボタンをクリックします。カレンダーに追加したイベントは、すべて自動的に日付

順に並べ替えられてウェブサイトに表示されます。   

ウェブサイトには、情報を入力した項目のみが表示されます。（たとえば、参加費の項目に入

力がなかった場合、ウェブサイトにはその情報は表示されません。）    

 

また、最高 3つまでのイベントを「注目イベント」として設定することができます。「注目イ

ベント」は、すべてのページに表示されます。設定するには、イベントを選択し（写真では

「Corn Roast」を選択）、「注目イベントに設定」をクリックします。 

  

これで、ウェブサイト上の各ページの右上に、イベントが表示されます。   
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「詳細」リンクをクリックすると、その他のイベントすべてのリストに移動します。「注目イ

ベント」の設定を解除したい場合には、解除したいイベントの隣にある「注目イベントを解

除」ボタンをクリックします。このオプションは、「イベントを管理」ページの「注目イベン

トを管理」にもあります。 

   

G.  ギャラリーを管理 – ここでは、ウェブサイト上の写真を管理することができます。フォト

ギャラリーには最高 10枚までの写真を保存でき、写真には説明を付けることができます。フォ

トギャラリーを作成するには、まず左のメニューから「ギャラリーを管理」をクリックします。 

 

このページから、画像をアップロードすることができます。（アップロード可能な画像のサイ

ズは最大 1MB、幅は最大 470ピクセルまでです。まず始めに、写真に説明を添えます。また、

写真へのリンクを加えることもできます。（オンラインのフォトアルバムや新聞記事などへの

リンクを設けているクラブもあります）次に、「参照」ボタンをクリックし、コンピューター

内に保存されている画像を選択します。写真を選んだら、「追加」ボタンをクリックします。 
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これで、写真が「フォトギャラリー」のページに表示されます。写真の順番は「並べ替え」の

項目に番号を入れることで調整できます。番号が小さければ小さいほど、写真はページの上の

方に表示されます。「ギャラリーを管理」ページの「写真を管理」セクションにある「編集」

「削除」などのボタンをクリックして、ギャラリーの写真を編集したり削除したりできます。  

 

 

H.  アカウントを管理 – このページでは、ウェブサイト上のクラブ情報を更新することができ

ます。たとえば、クラブ例会の日時が変更になった場合、新しい情報を入力し、ページ下部の

「Submit（送信）」ボタンをクリックすると、ウェブサイトには自動的に最新の情報が表示さ

れます。 
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I.  サイトを確認 – このリンクをクリックすると、新しいウィンドウが開き、クラブ・ウェブサ

イトのホームページが表示されます。ページの編集作業を行う際、公開中のページを見ながら、

どのような変更を加えていくか考えると便利です。   

J.  ログアウト - サイトを更新し終えたら、左のメニューの一番下にある「Log Out（ログアウ

ト）」をクリックして、システムから退出します。  

IV.ページエディタを使う 

ページエディタには数多くの機能があります。本ガイドでは、すべての機能は説明せず、以下

のツールに焦点を当てます。 

 

太字、斜体など、マイクロソフト社の Wordなどのプログラムとも共通する基本的な機能につ

いての説明は、ここでは割愛します。   

ソース –  

 

ページエディタを使わず、HTML モードで編集作業を行うためのツールです。HTMLの編集の

仕方を知っている、またはページを直接コードで書けるウェブマスターなら、このツールを使

えます。初心者のウェブマスターは、この機能は利用しないでください。 

リンクを挿入／編集 –   

 

クラブのウェブサイトから他のウェブサイトや、アップロードした文書（PDF ファイルなど）

に移動できるリンクを追加したい場合があるでしょう。リンクを挿入または編集するには、ま

ずリンクを載せたいページを選択します。ページを開いたら、リンクを付けたい文字をマウス

で選択します（例えば、下の例では「place your cursor」という部分にハイパーリンクが付きま

す）。   
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文字を選択したら、ツールバーの「リンクを挿入/編集」ボタン ( ) をクリックします。  

ポップアップ・ウィンドウが開きます。   

 

外部ウェブページにリンクする場合は、完全な URLアドレスを入力してください。（例：- 

www.lionsclubs.org/EN/index.php）   

文書や用紙などにリンクする場合、Eクラブハウスにアップロードできる書類は PDF 形式のみ

となりますので、ご注意ください。（ワード文書、エクセル文書、パブリッシャーの文書など、

PDF 以外の文書から PDF ファイルを作成するには、Adobe Acrobat のソフトウェアが必要とな

ります。）サーバーにアップロードした PDFファイルへのリンクを付けるには、まずリンクを

付けたい文字を選択します。下の例では、「register（登録）」という言葉にハイパーリンクが

付きます。   

http://www.lionsclubs.org/EN/index.php
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文字を選択したら、ツールバーの「リンクを挿入／編集」ボタンをクリックします。ポップア

ップ･ウィンドウが開いたら、サーバー上かコンピューター上にある文書（ファイル）を選択し

ます。PDF 文書を挿入するには、ポップアップ･ウィンドウの左下にある「Browse Server（サー

バーを参照）」ボタンをクリックします。 

 

新規ポップアップ･ウィンドウが開き、サーバー上の文書が表示されます。表示された文書の中

からリンク先となるものを選択するか、右下にある「Browse（参照）」ボタンをクリックして

新たに文書をアップロードすることができます。 
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「Browse（参照）」ボタンをクリックすると、さらに新規ウィンドウが開き、コンピューター

に保存された文書を探すことができます。文書を選択するには、文書が保存されているフォル

ダを開き、ファイルを選択し、右下の「Open（開く）」ボタンをクリックします。 

 

大きなポップアップ･ウィンドウの下部にあるテキストボックスに、アップロードするファイル

が表示されます。右下の「Upload（アップロード)」ボタンをクリックします。 
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これで、新しくアップロードした PDF ファイルが、サーバー上の文書のリストに加えられまし

た。   

 

PDF ファイルを選択すると、小さいポップアップ・ウィンドウのテキスト欄に PDF ファイルの

名前が表示されます。   

 

画像を挿入／編集 –   

 

ウェブページに写真を加えることもできます。ただし、画像は 1MBまでで、RGB 形式のもの

に限られます（CMYK形式の画像は表示されません）。画像に関する支援が必要な場合は、

LionWAP 管理者までお問い合わせください。 

最初に考慮しなければならないのは、画像のサイズ（寸法）です。幅 240ピクセル以下の高画

質の画像を用意します。 

画像をアップロードするには、まず画像を加えたいページを選択します。ページを開いたら、

テキストボックスの中で、画像を挿入したい部分のテキストの左側にカーソルを合わせます

（たとえば下の例では、最初の段落の「Invite」という単語のすぐ左側をクリックしています）。   
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次に、スクリーン上部のツールバーから「画像を挿入／編集」ボタンをクリックします。ポッ

プアップ・ウィンドウが開きます。 

 

次に、「Browse Server（サーバーを参照）」ボタンをクリックします。新規ポップアップ･ウィ

ンドウが開き、サーバー上にすでに存在する画像が表示されます。表示された画像の中から選

択するか、新たに画像をアップロードすることができます。   

新たに画像をアップロードするには、右下の「Browse（参照）」ボタンをクリックします。  
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ボタンをクリックすると、ポップアップ･ウィンドウが開き、コンピューター上に保存されてい

る画像を探すことができます。使用したい画像が保存されているフォルダを開きます。正しい

フォルダを開いたら、サーバーにアップロードしたい画像を選択し、右下の「Open（開く）」

ボタンをクリックします。 
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大きなポップアップ･ウィンドウの下部にあるテキストボックスに、アップロードする画像のフ

ァイル名が表示されます。右下の「Upload（アップロード）」ボタンをクリックし、サーバー

に画像をアップロードします。 

 

これで、新しくアップロードした画像が、サーバー上の画像リストに加えられました。 

 

画像ファイルを選択すると、小さいポップアップ・ウィンドウのテキスト欄に画像ファイルの

名前が表示されます。ポップアップ・ウィンドウで、画像の設定ができます。   

まず、「Alternative Text（代替テキスト）」欄にテキストを入力します。閲覧者が画像の上に

マウスを置くと、ここで入力したテキストが表示されます。もう一つ設定しなければならない

のは、写真の位置です。例では、ページの右側（Right）に画像を寄せます。 
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これらの手順をすべて終えたら、「OK」ボタンをクリックします。ウェブページには自動的に

画像が埋め込まれ、以下のように表示されます。 

 

IV.その他 Eクラブハウスのページ／機能 

Eクラブハウスのシステムには他にも、クラブのウェブサイトの見た目を左右するもので、ク

ラブのウェブマスターには変更のできないページや機能があります。   

A.  ライオンズクラブ国際協会（LCI）ページ - ウェブマスター用の管理画面の左に表示される

メニューの中には、ウェブマスターのための機能ではなく、単にライオンズクラブ国際協会の

ウェブページにリンクしているものがあります。メニューのリンクは以下のとおりです。 

1. はじめに – 新規のクラブ・ウェブマスターが申請フォームに入力し、クラブの Eクラブ

ハウス・ウェブサイトを開設するために最初に訪れるページです。 

2. 他の E クラブハウス – このページは LionWAP 管理者によって管理されており、世界中

の Eクラブハウス・ウェブサイトのリンクが表示されます。ここで紹介されているウェ

ブサイトを見て、アイディアを得たり、自分のサイト作成の際の参考にするのも良いで

しょう。 

3. よくある質問 – このページでは、Eクラブハウスのシステムを知る上で役立つ質問と回

答を紹介しています。Eクラブハウスに関する質問がある場合は、LionWAP 管理者に連

絡する前に、まずこのページを参照してください。 

4. お問合せ – ここには、Eクラブハウス管理者に問い合わせる際の連絡先が記されていま

す。   
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B.  ライオンズクラブ国際協会リンク集 – Eクラブハウスのシステムを利用して開設されたウェ

ブサイトには、主要な国際協会関連のウェブサイトへのリンクが表示されます。これらのリン

クはクラブのウェブサイトに表示されますが、管理は国際協会のスタッフによって行われます。

ウェブマスターには、このリンクを変更したり削除したりする権限はありません。   

以下は、これらのリンクの例です。 

             

リンクには 2種類があります。 

 ニュース･リンク – ここには、国際本部からの重要なお知らせや気になるニュースへの

リンクが表示されます。大規模なイベントや活動を知らせるため、随時更新されます。 

 ウェブサイト･リンク - ここには、世界中のライオンズの素晴らしい活動を紹介するウ

ェブサイトやネットワーク・サイトが、アイコンで表示されます。 

V. サポート 

本ガイドは、サポート用ガイドとしての利用を目的としています。ここにすべてが記されてい

るわけではなく、システムに慣れるための、あくまで初歩的なものです。システムで何か問題

が生じたり、本ガイドに記されていること以外でのサポートを要する場合には、Eクラブハウ

ス管理画面のメニューより「お問合せ」をクリックし、LionWAP 管理者までお問い合わせくだ

さい。 

 

 

本ガイドに含まれる内容はすべて、Alkon Consulting Group, Inc. (Alkon)社の所有物です。本ガイドは、

LionNetを通じ、ライオンズクラブの個々のウェブマスターに対して提供されているものです。ライオン

ズクラブ国際協会に書面で使用許可を申請しない限り、いかなる環境においてもライオンズクラブ、あ

るいはその会員が、本ガイドの内容をライオンズ以外の第三者へ配布することはできません。   

 


