
ライオンズクラブ国際

財団

世界各地で災害救援に取り組

みます

ライオンズクラブ国際財団（LCIF）は、災害に見舞われ

た地域社会の支援に常に力を尽くしてきました。LCIF

には、長年に渡って被災地への即時並びに長期的な災

害救援を実施してきた豊富な経験があります。世界中

のライオンズや寄付者の皆さまによるLCIFへの支援に

よって緊急救援活動の資金を即座に活用し、地元のラ

イオンズ、ライオンズリーダー、LCIFスタッフが協力して

緊急のニーズを見極め、長期復興計画を立案します。

LCIFとライオンズの取り組みによって被災地域に必要な

支援が提供され、被災した人々はは一人ではないと感じ

ることができるのです。 

「先週、ライオンズが家具を提供してくれました。そして今日、ライオンズはトラッ

ク一杯の物資を運んできてくれました。何もかも失ってから数週間のうちに落ち

着くことができ、心から感謝しています」 

–クリスティーン・アダムスさん、LCIFより21万4,800米ドルの支援を受けた200

9年のオーストラリア森林火災の被災者。

LCIFによる被災地支援

• 1973年、LCIF初の交付金が米国サウスダコタ州の

洪水救援のために交付されました。

•この10年間に、5,000万ドル以上の交付金が災害救

援のために交付されました。

• LCIFは被災地への即時支援として、毎年約200万ド

ルの交付金を交付しています。

•復興への長期的な取り組みと、献金の100％が直接

このようなプロジェクトに役立てられるという事

実（運営経費は投資収益で賄われます）が、LCIF
の存在を際立たせています。

•プロジェクトは地域のライオンズによって実施さ

れ、206の国と地域における4万5,000を超えるクラ

ブ、135万人の会員が巨大な草の根ネットワークを

形成しています。

LCIFについて

LCIFはライオンズクラブ国際協会(LCI)の慈善部門

として、世界中のライオンズの心のこもった奉仕活

動を支援しています。LCIFは、主に寄付によって多

くの人々を支援しています。1968年の財団設立以

降、視力回復、青少年支援、災害救援、その他の人

道上の問題などの分野に対して、7億2,900万ドルを

超える１万268件のプロジェクトに交付金を交付し

てきました。

毎年、平均3,000万ドルに上る交付金によって、LCIF
は人道奉仕におけるグローバルリーダーとなってい

ますが、これには優れた協力関係が欠かせません。

事実、2007年度には、LCIFは協力したい非政府組

織（NGO）第一位に挙げられています。



LCIFをご支援ください。www.lcif.org/donate

活動するライオンズ

LCIFを通して、ライオンズは災害に見舞われた多く

の地域が安定と希望を取り戻せるよう支援してい

ます。次のような取り組みを行っています。

• ライオンズおよびLCIFは、複数の州における救援プロ

ジェクトに60万ドル超を調達しました。

• 27のライオンズクラブが200世帯に食料や医薬品を提

供しました。

• アラバマ州バーミングハムでは、ライオンズが支援品

を集めて配布する中継基地を設置しました。

• アラバマ州のライオンズは眼科医療関係者と協力し、

災害で眼鏡を失った1,500名の被災者に視力検査を行

い眼鏡を提供しました。

米国南部の州における竜巻 

2011年4月、5月

日本における地震と津波 

2011年3月

• LCIFは日本の大災害に対して2,000万ドル超を交付しま

した。

• 10万7,000名以上の日本人ライオンズと協力し、被災地

のライオンズは最も重要なニーズを把握して伝え、そ

のニーズを満たすよう取り組みました。 

• ライオンズは被災地に4つの災害救助センターを設立

し、救援活動を調整して援助状況を把握するためのオ

ンラインマップも作成しました。

• 日本赤十字社等の組織と協力し、ライオンズは中長期

的支援計画の策定を進めています。

ニュージーランドにおける地震 

2011年2月

• ライオンズおよびLCIFは、ニュージーランド地震の被

災者に60万ドル超の支援を行いました。

•清潔な飲料水の提供を含めて、ライオンズは大量のボ

トル入り飲料水を提供しました。

• LCIFは被災者、特に児童へのカウンセリングやセラピ

ーなどの社会奉仕を支援しています。

• ライオンズは給水所の運営、救援センター、温かい食

事や日用品、ガソリンチケットの配布を積極的に行い

ました。

「ライオンズがSAEHパーク（ライオンズ避難施設）の公式スポンサーになって

以来、私は将来への自信を取り戻しました。避難所に必要な資材を提供し、

精神的に支えてくれたライオンズに感謝します。地震直後はすっかり気持ち

が落ち込んでいました。全てを失ったと思っていましたが・・今、私は新たな

希望を抱いて将来のために頑張ろうと思っています。」

–イブ・ピーターソン・ジョージさん、2010年のハイチ地震被災者。LCIFはハ

イチの復興と被災者の生活支援を続けています。



「財団の使命は、重要な人道奉仕事業の実施を通して、地域社会及び世界に奉仕する世界各地のライオンズクラ

ブの取り組みを支援することである」-LCIF使命声明文

ハイチにおける地震 2010年1月

• 即時支援および長期復興活動に対して、LCIFは600万
ドル以上を調達しました。

•ポルトープランスに3つのライオンズ「テント村」が設

置され、約2,500名に食料や安全など基本的な援助が行

われています。

• LCIFは600世帯に清潔な水道、トイレ、家具を備えた

住居を提供しています。 

• LCIFはヒューマニテラ・インターナショナルと協力し、

ポルトープランスの国立看護学校の卒業生が看護師と

して地域の人々を救えるよう、この学校の再建、整備、

運営を支援しています。 

中国四川省における地震 2008年5月

• 即時支援および長期復興活動に対して、LCIFは300万
ドルを交付しました。

• 150戸以上の住宅建設を目指す2段階のプロジェクトの一

部として、2009年10月の式典で80戸の住宅が被災家族

に引き渡されました。

• 中国のライオンズおよび住民が協力し、住宅や3つの新

しい学校を再建しました。

• 180戸の住宅と一つの学校、病院を含む村が現在雲南

省に建設されています。 

• 3万5,000人以上の住民がこの支援を受けることになり

ます。

米国メキシコ湾岸地域におけるハリケー

ン･カトリーナ 2005年8月

• アラバマ州、フロリダ州、ルイジアナ州、ミシシ

ッピ州の約300万人を対象とする即時支援および

長期復興活動に対して、ライオンズは500万ドル

を調達しました。

• 資金は学校の整備、ライオンズ眼科診療所とアイ

バンクの再建または設立、障害者への補助・リハ

ビリ器具の提供、ライオンズ避難所の修理、その

他の数多くのプロジェクトに役立てられました。

• ルイジアナ州シャルメット高校に診療所が開設さ

れ、毎日50～60名の生徒のみならず地域住民にも

無料で医療サービスが提供されています。ライオ

ンズは地域の図書館の建設も支援しています。

南アジアにおける津波2004年12月

• タイ、インド、インドネシア、スリランカにおけ

る復興事業に対して、LCIFは1,500万ドル以上を

交付しました。

• ライオンズは4,000戸以上の住宅を再建し、公民

館、医療センター、学校、孤児院を建設しました。

「私はライオンズ村のプロジェクトに大変満足しています。これほどの規模のプロジェクトを実施した経験はありませんでしたが、LCIFのお陰で可

能になりました。地元のライオンズは津波の被災者が抱える問題を把握しているので、彼らがこのプロジェクトのリーダーを務めることが重要で

す。人々に希望と新しい生活を提供するライオンズを誇らしく思います」 

–2004年の南アジアの津波の被災者のために建設されたライオンズ村について語るワラパ・ウィサワスコル博士。タイ、バンコク・プンガミト・

ライオンズクラブ会員、310複合地区幹事。

災害救援の

提供



300 W. 22nd Street
Oak Brook, Illinois 60523-8842
630.468.6901
630.571.5735 (fax)
www.lcif.org
lcif@lionsclubs.org

LCIF104 JA 0811

献金をお願いします

LCIF災害基金への献金により、自然災害の被災者に必

要な支援を確実に提供できます。災害献金は、LCIFの
その他の取り組みに対する献金と同じ手順で簡単に行

っていただけます。LCIFの災害援助に対する献金には

次のような方法があります。

• オンラインでの寄付（www.lcif.org/donate）。

• 米国の金融機関宛てに振り出される米ドル建小切

手のLCIFへの送付。

• ライオンズクラブ国際協会の銀行口座がある国で

は、現地通貨の直接振り込み。

•電信送金。

ご質問がございましたら、LCIF寄付処理課に電子

メール（donations@lionsclubs.org）またはお電話

（630-203-3836）でお問い合わせください。

献金額に応じて様々な支援を提供するこ

とができます。

• 25ドドルル ～～ 50ドドルル –

一世帯または数名を一週間あるいはそれ以上養い、

保護し、支えるに足る水、食糧、衣類、靴を提供す

ることができます。

• 100ドドルル ～～ 250ドドルル –

怪我の応急処置に必要な救急用具一式と医薬品を

提供することができます。

• 500ドドルル ～～ 1,000ドドルル –

家屋の再建や地域のインフラ復旧に必要な資金の一

部として役立てられます。LCIFは、災害によって家

を失った被災者に住宅を提供するための長期計画を

策定しています。

• 5,000ドドルル以以上上 –

長期に渡って地域社会に役立つ学校、診療所、病院

の建設を含む長期復興計画に必要な資金の一部とし

て役立てられます。災害発生後、LCIFは全てを失っ

た人々に住宅・教育・支援を提供するライオンズ村

を建設しています。

LCIFのホームページ（www.lcif.org）で、支援を受けた人々の体験談、財団の

災害支援への取り組みの詳細および最新の災害救援活動をご覧ください。

災害が発生すると、LCIFとライオンズは直ちに駆けつけて支援の手を差し伸べ、救援活動を可能な限り継続し、

被災者の生活再建を支援します。40年以上前に発生したサウスダコタ州の洪水の被災者をはじめとし、アメリカ

の同時多発テロや2009年のオーストラリア森林火災まで、LCIFは全てを失った人々のために活動しています。し

かしながら、今後起こり得る災害の被災者に「未来への希望」という最も大切な贈り物を私たちが届けるために

は、皆さまのご支援が必要です。

われわれは心を配る。

われわれは奉仕する。

われわれは成し遂げる。



ライオンズクラブ国際財団 (LCIF)は、地域社会および国際社会に貢献する世界中のライオンズクラブの活動を支援し

ています。LCIF のプログラムでは、視力保護、障害者支援、健康増進、青少年育成、災害救援を実施しています。

LCIF はライオンズクラブ国際協会公認の慈善組織です。

1968 年の創立以来 LCIFは、ライオンズクラブや意欲的に人道プロジェクトを実施する地区を支援するために、総額

7億800万ドルを超える1万件以上の交付金を交付してきました。世界中の135万人のライオンズが人々の生活向上

のために奉仕・貢献するという崇高な精神を共有することによって、LCIF は人道支援の世界的リーダーとなってい

ます。実際に、フィナンシャル･タイムズ紙の独自調査によると、LCIF は連携を望む非政府組織の第一位に挙げられ

ています。

われわれは心を配る。われわれは奉仕する。われわれは成し遂げる。

LCIF のプログラムの成果

視力

• 102 カ国において総額 2 億 5,500 万ドルを超える1,005 件の視力ファ

ースト交付金を交付

•白内障手術によって 768 万人の視力を回復

• 3,000 万人の重度の視力低下を予防

• 1 億 3,700 万件におよぶ河川盲目症を治療

•オープニングアイズを通じて、85 カ国、21 万 1,000 名以上のスペシ

ャルオリンピックス選手に視力検査を実施

• 315 の眼科病院/診療所/病棟を建設もしくは拡張

• 65 万 9,000 名の眼科専門医への研修を実施

•サイト・フォー・キッズを通じて 1,400 万人の児童への視力検査を実施

人道支援

•総額 2,500 万ドルを超える 3,000 件以上の緊急援助交付金を交付

• 2 億ドル以上の資金調達により、視力ファースト II キャンペーンが

LCIF 史上最大の資金調達活動となる

•青少年育成プログラムであるライオンズクエストに、1,200 万人以上の

生徒が参加

プログラム

ライオンズクラブ国際財団



私たちは視力を保護します。

1925年以降、ライオンズクラブ国際協会は失明者と視覚障害者の支援に尽力して

きました。LCIFは、視力ファースト・プログラムをはじめとする視力イニシアチ

ブによってこの取り組みを支援しています。

視力ファースト・プログラム

視力ファースト・プログラムは、1990年のプログラム開始以降、世界中の 3,000
万人を超える人々の視力回復を支援してきました。回避可能なあらゆる失明原因

と闘うという目標を掲げ、視力ファーストは、数百万件の視力回復手術、数百の

眼科病院の建設・改善、数千名の眼科医療専門家への研修を行ってきました。

視力ファーストイニシアチブ:

ライオンズ-WHO（世界保健機関) 小児失明イニシアチブ

2002年、ニーズに基づくライオンズ眼科医療施設を世界中に建設し、小児失明の問

題に取り組むため、ライオンズと世界保健機関が協力を開始しました。これまでに、

35 の施設で 1 億 2,100 万人の児童に眼科医療が行われました。

視力ファースト中国行動計画プロジェクト

1997年より、LCIFは中国保健省および中国身体障害者連盟と連携し、視力ファース

ト中国行動計画(SFCA) を実施しています。これまでに、SFCAは530万人の視力を

回復させています。

河川盲目症イニシアチブ

視力ファーストでは、アフリカおよびラテン・アメリカでの1億 3,700万件を超える

河川盲目症治療を支援してきました。1999 年、LCIF はこの活動を拡大するために、

カーター・センターとの協力を開始しました。この結果、ラテン・アメリカにおける

河川盲目症は 2012 年までに撲滅されるものと専門家は予測しています。

トラコーマイニシアチブ

ライオンズと LCIF は、トラコーマ患者もしくはトラコーマの危険にさらされている

人々に対する投薬治療、手術および医療従事者の研修、保健教育を支援しています。

他のNGOとも協力し、ライオンズは 2020 年までにトラコーマを根絶するための包

括的な長期計画を展開しています。

ダニエルさんの視力回復

ケニヤ奥地の村に暮らす90歳のダニエル・タンボさんは、この10年近く視力を失っ

ていました。眼科医療を受けられず、視力の回復が可能であることに気づかないまま、

ダニエルさんは運命だと思ってあきらめていました。しかし、近所の人に説得されて

ライオンズ福祉キャンプを訪れたところ、ケニア、ナイロビのライオンズ視力ファー

スト眼科病院で手術が可能であることがわかりました。

白内障手術後、ダニエルさんは生まれ変わりました。村に戻ったダニエルさんは、「ナ

イロビに向かった時は荷物のようだったけれど、人間として戻ってきたよ」と近所の

人々に話しました。4人の子供 、2 人の孫の顔も初めて見ることができました。

ダニエルさんにとって、視力はまさに命なのです。

視力ファーストは、一人あたり平均6ドルという驚くべき費用で数百万人の人々の視力を救う、世界で最も効
果的かつ効率的な公衆衛生プログラムの一つとなりました。



その他の LCIF 視力イニシアチブ：

サイト･フォー･キッズ

LCIFとジョンソン・エンド・ジョンソン社が協力し、南アジア全

域の子供たちに1,400万件の視力検査と目の健康に関する教育プロ

グラムを実施してきました。

小児白内障イニチアチブ

ボシュロム小児眼科研究所とLCIFが協力し、子どもたちとその家

族、ひいては地域の長期的な利益のために、小児白内障治療の革新

的な方法を策定し、資金援助を行い、推進しています。

私たちは青少年を支援します。

青少年育成を支援することは、より健全で幸福な未来を築くために不可欠な

要素の一つです。ライオンズとLCIFは青少年のための建設的な機会の提供に

献身的に取り組んでいます。

ライオンズクエスト

1984年よりライオンズが実施してきたライオンズクエストは、幼稚園児から高校

三年生までを対象とする、学校を中心として行うライフスキル・プログラムです

。家庭、学校、地域社会が一体となり、責任ある意思決定、効果的なコミュニケ

ーション、薬物乱用防止などを教育します。64カ国、1,200万人を超える青少年

がライオンズクエストに参加し、50万人以上の教育者や大人が学校や地域社会で

このプログラムを実施するための研修を受けています。

マービン君の将来のためのスキル

ドイツ、ラインシュテッドのマルチン・ニーメラ中学校三年生のマービン・ホフマ

ン君は、世界中の数百万人もの同年代の子供たちと同じ問題を抱えていました。生

徒間のいじめや対立など、学校は生徒たちにとって必ずしも建設的で安全な学習

環境下にあるとは言えませんでした。

5年前に学校が地域のライオンズと協力してライオンズクエストを実施して以

降、この状況は大きく改善されました。マービン君のクラスの生徒は、他校の生

徒とのいじめ問題解決にライオンズクエストで学んだスキルを活かしました。「ラ

イオンズクエストで、自分が抱える問題を先生に相談するということを学びまし

た。誰かに悩みを打ち明けることも必要なのです」とマービン君は話します。

Vision Care

LCIFに寄せられる寄付金は全額が支援を必要とする人々のためのプロジェクトに直接充てられます。運営経
費は全て投資による収益で賄われています。



ライオンズクラブ国際財団

300 W. 22nd Street • Oak Brook, IL 60523 USA
電話 : 630-468-6901 • ウェブサイト: www.lcif.org
Eメール : lcif@lionsclubs.org

LC
IF

60
3

JA
2/

11

私たちは希望をもたらします

LCIFは清潔な飲料水の提供から災害救援活動の支援まで多様なプログラムによる人道支援活動を行っています。ライオンズ

は地域社会および国際社会のニーズに応えるプロジェクトを展開しています。

災害支援

ライオンズが自然災害の被害を受けた地域社会を支援できるよう、LCIFは即時支援や長期的な復興プロジェクトに緊急援助金およ

び大災害援助交付金を交付しています。LCIFとライオンズは、中国の地震、ハリケーン・カトリーナ、南アジアの津波、ハイチの

地震など、世界中の被災地に支援を行ってきました。

LCIF が実施するその他の支援活動

糖尿病の治療および予防

1999年、LCIF は四大交付金プログラムの一環として、糖尿病予防・対策を開始しました。この活動の開始以降、LCIF は総額 700
万ドルを超える 102 件の糖尿病関連の交付金を承認しました。

はしかイニシアチブ

4,100万人を超える子供たちが、はしかと小児失明を対象とした新たな LCIF/はしかイニシアチブ・パートナーシップ・プログラム

の恩恵を受けることになります。試験的な予防接種プログラムがアフリカの 4 カ国で実施されています。

イマキュラさんに希望を

「ライオンズのおかげで希望を取り戻すことができました」とハイチ地震の被災者、イマキ

ュラ・シメオンさんが話します。「私たちは太陽や風を避けるためのシーツだけをかぶって

寝ていました。お金もなく、食料も、水も不足していて、非常に困っていました。そこへラ

イオンズクラブが来てくれて、全てが変わりました」

ハイチの人々を支援するために、ライオンズは 600万ドル以上の義援金を集めています。当

時、イマキュラさんの家族を含む 2,500 名がポルトープランスの 3箇所のライオンズテント

村に避難し、LCIFは現時点で 600家族の住居を再建しています。ポルトープランスでの国

立看護学校再建や、ヒューミテラ・インターナショナルとの協力によるハイチの人々への医

療教育・研修・医療提供を統合した医療センターの建設など、新たなプロジェクトが進行中

です。イマキュラさんのように、ハイチの人々に今後も希望と支援を提供すべく

LCIFは取り組んでいます。

私たちは障害者を支援します。

LCIFは、障害者の教育の向上、職業訓練や雇用の機会の提供、自立支援などのプログラ

ムを支援し、心身両面の福祉支援を行っています。

ライオンズクラブ国際協会 - スペシャルオリンピックス・オープニングアイズ

LCIF とスペシャルオリンピックスのパートナーシップが 2001 年に開始されて以降、21 万

1,000 名を超える人々への視力検査が行われ、9万 9,000名以上のスペシャルオリンピック選

手が眼鏡の処方を受けました。

低価格補聴器プロジェクト

米国を拠点とするこの試験プログラムでは、高性能、低価格の補聴器をライオンズクラブを

通じて低所得の人々に提供します。LCIF は補聴器の大手メーカーであるレクストン社と協力

し、ライオンズクラブに耳掛け式補聴器を提供しています。

LCIF のプログラムに関する詳細は、www.lcif.org をご覧ください。



人道奉仕はライオンズクラブ国際協会の核となる使命です。この精神のもと、世界 206 の国と地域

の135 万人のライオンズが、支援を求める人々のために一致協力しています。ライオンズクラブ国

際協会の慈善組織として、ライオンズクラブ国際財団(LCIF)は、ライオンズの献身的な取り組みを

支援するために交付金を交付します。LCIF は、ライオンズが地域社会や国際社会においてより大き

な成果をあげ、世界中で支援を求めるより多くの人々に奉仕できるよう、ライオンズ独自の資金で

は賄いきれないプロジェクトを支援します。

LCIF の交付金は 4 つの奉仕分野を支援します。

•視力保護

•青少年への奉仕

•災害援助

• 人道的取り組みの支援

1968年の創立以来、LCIFは総額 7億 800万ドルを超える1万件以上の交付金を交付してきました。

交付金の大半はライオンズクラブや世界中の個人会員からの寄付によって交付が可能となります。

財団、企業、政府、非ライオンズからの寄付や投資による収益も交付金の資金増額に貢献します。

LCIF に寄せられる寄付金は全額が支援を必要とする人々のために充てられます。運営経費は全て投資に

よる利益で賄われています。 LCIF はクラブ会費を一切受け取りません。

われわれは心を配る。

われわれは奉仕する。

われわれは成し遂げる。

交付金

ライオンズクラブ国際財団



交付金の種類

ライオンズの視力ファーストプログラム は、失明の主原因に取り組み、失明者や視覚障害者のために包括的な眼科

医療体制を構築します。プログラムでは、眼科医療の提供、人材の養成、インフラ整備、医療が不十分な地域社

会でのリハビリテーションや教育など、質の高い持続可能なプロジェクトを支援します。ライオンズは LCIF
スタッフや地域の視力ファースト技術顧問と協力し、交付金申請やプロジェクト提案を処理しています。

ウドギールでの白内障プロジェクトの成果

ウドギール・ライオンズクラブは、インド中央部の奥地でウダヤ

ギリ・ライオンズ眼科病院を長年に渡って運営し、より良い眼科

医療の提供に務めています。白内障手術のニーズが極めて多いた

め、ウドギール・ライオンズは視力ファーストプログラムの実施

を求め、より良い病院設備を患者に提供するために交付金を要請

しました。

14 万 7,700ドルの支援を受けたウドギール・ライオンズは、新設

備の購入と併せて、毎週視力検査キャンプを開設できるように

31人乗りの福祉車両を1 台購入しました。このような改善の実施

直後の 7 か月間で、ライオンズが期待した以上の、白内障手術件

数の年間目標を 14 パーセント上回る手術が行われました。ウドギ

ール・ライオンズの献身と視力ファースト交付金により、地域の

人々数千人が視力を回復・改善することができました。

四大交付金 は、4 つの奉仕プログラム実施分野のいずれかに該当する大規模プロジェクトに最大 20万ドルを提供

します。4 つの分野とは、視力保護、障害者支援、健康促進、青少年育成です。交付金の要請は、これらに関連す

るプロジェクトを支援するものに対して行われる必要があります。その一例として、小学生から高校生までを対

象とする学校を中心としたライフスキルプログラムであるライオンズクエストの実施に、四大交付金から資金援

助が行われています。

クランフォードでの人格教育

ニュージャージー州のライオンズ・クランフォードは、

当初の予想以上に地元の青少年の育成に貢献していま

す。1994 年の開始以来、ライオンズクエストは幼稚園

児から高校三年生までを対象にクランフォードの学校

で実施されてきました。ライオンズクエストは、家

庭、学校、地域社会の絆を深める、総合的かつ建設的

な青少年育成および非行防止プログラムです。ライオ

ンズクエストによって、生徒たちは自らの意思決定ス

キルを育成し、地域社会での奉仕に参加し、協力する

ことを学び、仲間からのプレッシャーに効果的に対処

するための方法を習得します。

LCIF の交付金により、クランフォード・ライオンズは

地域社会の青少年育成に関して持続的な成果を上げて

います。2004 年、クランフォード高校は全国人格教育

賞を受賞しました。



一般交付金は大規模な人道支援プロジェクトに交付される最も一般的な交付金です。多数の人々に奉仕する、

従来のクラブ/地区/複合地区の資金調達能力の範囲を超えるプロジェクトに対して交付されます。LCIF
は設備やインフラのニーズに対して、最大 7万5,000ドルの資金を提供します。一般交付金により、移動検診

車、養護施設、内科診療所や眼科診療所、失明者や障害者のための施設、開発途上国の学校などに関わるプロ

ジェクトが実施されました。

アンバーさんの運動場

アンバー・ファーロウさんは、生まれてから6 年間車椅子での生活を送

っていました。呼吸困難な状態で生まれたアンバーさんは、誕生後18カ

月間を病院で過ごし、55 回の手術に耐えました。しかし、他の子供たち

と同じように、アンバーさんも運動場で遊びたいと思っていました。

オーストラリアの地元ライオンズがアンバーさんの学校に、特別なニー

ズに対応するアクティビティ施設の建設を打診しました。ニューサウス

ウェールズ州のこの学校にとって、このような運動場の建設はかつては

夢に過ぎませんでした。しかし、ライオンズとLCIFの支援により、この

夢はすぐに現実になりました。17 万ドルの運動場建設費用を支援するた

め地元ライオンズは LCIF に一般交付金を要請しました。

「この運動場に感激しています。思っていた以上に素晴らしいものです。

私は計画当初からずっとプロジェクトに参加してきました。車椅子や歩

行器の子供たちが遊んでいるのを見ると、私たちの活動の成果を誇りに

思います」とイーストゴスフォード・ライオンズクラブのジェフ・クク

ラ氏が話します。

国際援助交付金(IAGs)は、国境を越えて人道奉仕を行うライオン

ズを支援します。これらの交付金は、先進国のライオンズクラブと

開発途上国のライオンズクラブが共同でプロジェクトを実施する際、

5,000ドルから3 万ドルの資金を提供するものです。IAG は、基本

医療、教育、識字、清潔な飲料水、公衆衛生、農村開発、自給自足

プログラム、失明者や障害者への奉仕、環境保護プロジェクトを支

援します。IAG はライオンズの国際医療援助や大規模なライオンズ

眼鏡リサイクリング施設についても支援を行うことができます。一

つの地区では一度に一つの IAGのみを進行もしくは承認することが

できます。

「水は人間にとって欠かせません・・・人々に奉仕する多

くの機会があります。このプロジェクトは多くの人々に喜

びをもたらします。私たちは自らの使命を実現します」—

韓国の交付金管理責任者、ユジン・リー氏がマレーシア、

モンジスの村人に水道を提供するための国際援助交付金に

関わるマレーシア 308 A2地区との協力について話します。

交付金の交付後わずか 4ヵ月で村に水道が通りました。

-
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• 具体的な情報の入手やプロジェクトの適格性に関して、電子メール： lcif@lionsclubs.org
もしくは電話： 630-468-6769 にて LCIF スタッフにご連絡ください。

• 申請法、補足情報、申請期限については、ウェブサイト：www.lcif.org をご覧ください。

• 申請書記入前に、交付金申請書全体をよくお読みください。

• 申請前に、十分な基礎情報を収集し、プロジェクトの包括的な計画を策定してください。

• プロジェクトが、重要な人道的ニーズに対応する、比較的大人数への奉仕である、費用対

効果が高い、ライオンズの強力な資金援助を得られる、地域の資金調達能力を超えている、

ということを確認してください。

• 交付金申請書の必要項目全てに記入し、ご自分の地区/複合地区リーダーの署名/承認を確

認してください。

詳細は、ウェブサイト： www.lcif.org もしくは電話： 630-468-6769 にてご確認ください。

交付金を申請する際のヒント

災害援助交付金は自然災害や大災害に資金を提供します。緊急援助交付金は、竜巻、

ハリケーン、洪水、台風などの自然災害によって 100 名以上が被災した地区に最大

1万ドルを拠出します。この資金により、食糧、飲料水、衣服、医薬品などの緊急物

資を提供することができます。LCIF は通常、毎年 200 万ドル超の緊急援助交付金を

交付しています。

大災害援助交付金は LCIF執行委員会により交付され、

ライオンズが交付することはできません。これらの交

付金により、中国の地震、南アジアの津波、ハリケー

ン・カトリーナ、ハイチ地震など、世界中の大災害に

巨額の資金が提供されています。

「今回の災害からの復興を支援してくれたライオンズへの感

謝は言葉に尽くせません。LCIF は私が行った交付金申請を迅

速に処理してくれました」—

ルイジアナ地区ガバナー、ロバート・アンドレポント氏が、

ハリケーン・カトリーナ後のライオンズと LCIFの支援につい

て話します。総額 500 万ドルがハリケーンの被害を受けた 4
つの州に交付されました。



(members in 200 countries)

ライオンズクラブ

国際財団

最高の NGO にランキング

データ
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ライオンズのパートナー:

データ



災害援助交付金 - 
試験プログラム
会則地域 I 、III &
V 対象

新規交付金の選択肢、

基準、申請要件

2014 年 2 月–2015 年 3 月

ライオンズクラ
ブ国際財団 



LCIF 災害援助交付金は自然災害対策、

救援、復興に取り組むライオンズとその

パートナーに資金を提供するものです。
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私たちには支援方法がわかっています…故郷だからです

地理を把握しています-

家々、道路、公園、学校。

人々を知っています-

ご近所や友人です。

会社を知っています-

私たちの会社だからです。

地域のリーダーを知っています-

教育や医療、その他の社会奉仕に共に取

り組んでいます。

地域社会に奉仕する人々を知っています-

地域を守り、病気や障害を抱える人々、

家を失った人々や貧しい人々の支援に私

たちは資金を援助しています。

ライオンズは自然災害の被災地に意義のある支援を行うことで知られています。–なぜなら、私たちはその

地域に暮らし、その地域の人々や企業、行政、社会奉仕に関わっているからです。災害発生時にすべき事が

私たちにはわかっています。LCIF の支援を受けて、ライオンズとそのパートナーは対応策を練り、緊急事

態に対応し、故郷が完全に復興するまで支援を続けます。 
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試験プログラムの目標

試験プログラム交付金選択肢

世界各地のライオンズは、最も重要な地域奉仕活動として災害救援を最優先としています。LCIF はこの取り組みのさら

なる向上と拡大を支援するために、より多様な交付金の選択肢を提供します。試験プロジェクトは以下を目的とする新規

交付金の有効性を判断するものです。

試験プログラムによって、地域社会のニーズや地域会員の能力、関心事、関与に基づいて危機管理の様々な段階を支援

する、交付金の多様な選択肢を得ることができます。 

災害準備交
付金

地域の行政当

局と共にライ

オンズが将来

の救援活動を

計画・準備す

るためのマッ

チング資金

発
生

前 緊急対応交
付金

即時に緊急物

資配布を行う

ライオンズへ

の交付金

即
時 地域復興交

付金

短期的な片づ

けや修理を行

うライオンズ

への交付金

短
期 一般援助交

付金

公共施設の長

期的な復興に

取り組むライ

オンズへのマ

ッチング資金

長
期

新規災害援助交付金プログラムは、2014 年 2 月から 2015 年 3 月まで米国、南米、アジアで試験実施されます。また、従来

の緊急援助交付金はその他の地域で利用することができます。新規交付金プログラムの申請は先着順に審議され、LCIF 交付

金、資金は交付金の基準を最も満たすプロジェクトに交付されます。一方、ライオンズは大災害援助交付金を直接申請するこ

とはできません。LCIF は大災害発生時にこの交付金を災害援助交付金の補助金として交付する場合があります。2015 年3 月

以降、またはそれまでにすべての試験的交付金の交付が終了した場合はその時点で、新規交付金を評価して基準を再検討し

た後、世界規模でこのプログラムが展開されます。

ライオンズは、ライオンズ ALERT 委員長のようなリーダーの任命・教育やリーダーとしての取り組みを行うことによ

り、災害救援や復興支援の対策と実行に最大の効果を発揮します。 

地域プロジェクト調整力の強化 

ライオンズは支援地域の諸機関と協力して地域ニーズを明確にし、災害発生前に各自の役割を決定することによって、

交付金を最大限活用して地域により大きな影響を与えることができます。

ライオンズは地域会員の能力や関心事を把握し、事業への参加を得ることによって最も成果を上げることができます。

高度な対策の推進とサポート

ライオンズの強みの強化
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試験プログラムの基準および申請要件

すべての災害援助交付金に以下の基準が適用されます。各交付金特有の追加基準および申請要件は次のページに記載さ

れています。

1. LCIF 災害援助交付金はライオンズ地区が利用することができます。地区が編成されていない地域からの申請はケ

ース・バイ・ケースで考察されます。クラブは申請することができません。

2. LCIF 災害援助交付金は、竜巻、ハリケーン、地震、台風、モンスーン、氷雨を伴う暴風、森林火災、洪水その他

により100 名以上が被害を受ける自然災害対策または対応に取り組むライオンズを支援することを目的としてい

ます。 

3. LCIF 災害援助交付金は各交付金の当初の目的で使用し、また LCIF が延長を認めない限りは所定の期限内に使用

しなければなりません。

4. LCIF 災害援助交付金は被災者に対して直接現金での支援を提供するためのものではありません。そのような目的

での支援に関しては、他に多くの機関が存在します。多くの場合、LCIF 災害援助交付金だけでは被災者のニーズ

に効果的に対応するには十分ではありません。

5. 同様に、LCIF 災害援助交付金の使用にあたっては、LCIF およびライオンズは第一義的な救援組織ではなく、そ

のような第一義的機関の作業を重複して行おうとするものでもなく、 また、政府、保険会社や民間の取り組みの

責任を引き受けるものではありません。

6. LCIF 災害援助交付金のいずれかの種類の交付金受領者は、他の種類の交付金申請を行うことも可能です。但し、

緊急対応交付金および地域復興交付金については 1 つの災害に両方の交付金は申請不可であり、申請者はいずれ

か一方のみを申請することができます。 

7. 最初の問い合わせおよび/または交付金申請は電子メール、ファクスまたは電話で行うものとします。ライオンズ

クラブ国際協会の執行役員による交付金申請は、当該役員が個人的に自然災害を経験した場合は優先的に対処さ

れます。

8. 総額 2 万ドル未満の災害援助交付金については、LCIF 理事長がこれを承認する権限を有しているため、いつでも

申請が検討されます。

9. 交付金受領者には、交付金受領の条件として、通常の交付金申請プロセスで求められる全ての必要情報を可能な

限り早急に提供する義務があります。

10. 事業が完了次第、交付金を受領した複合地区または地区は、未使用の交付金ならびに交付金の支出方法に関する

詳細な報告書を、適切な領収書と関係書類を添えて LCIF に送付しなければなりません。最終報告書が未提出な

場合、以降の LCIF 交付金申請の審議が遅れる場合があります。
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災害準備交付金

この交付金は将来の救援活動計画・準備を地域の行政当局や組織と協力実施することに関心のある

ライオンズ地区のための交付金です。

交付額および追加基準 認められる支出

5,000ドル～ 1万ドル

年間を通じて利用可能ですが、2014 年

2 月から 2015 年 3 月まで地区から申請

することができます。–

交付金申請額の最低 10 パーセントは地

元で資金を調達しなければなりません

定期的あるいは何度も自然災害に見舞わ

れ、ALERT 委員長を任命している地区

に優先的に交付されます

交付金は下記の一つ又は複数の支援に利用することができます。

- 地域の緊急時対応または ALERT トレーニングプログラムへの参加

- ALERT キット組立を含む将来的な対応のための主要資材や物資の備

蓄

- 献血運動の手配

- 緊急初動要員、食料備蓄、医療設備、避難所の高度な支援

- 地域の準備を促進するための広報活動・地域支援活動

- 国/都道府県/市区町村レベルでの災害対策策定に関わる会議費・出

張旅費

申請要件

災害準備交付金の申請にあたっては、下記の情報を含む申請書を別途添付してください。

1. 事業対象地域における災害の種類、発生頻度、程度を含む災害対策の詳しい履歴。

2. 事業対象地域におけるライオンズと地域の機関・組織両方の現在/既存の緊急時対策を説明することが可能な場合

は記述。

3. 事業対象地域においてこれまでに救援活動を行ったことがある場合は、ライオンズの関与の記述。

4. 事業対象地域における災害準備対策に対するライオンズの支援方法と支援理由の説明およびスケジュール、予算、

事業管理者連絡先リスト。

5. 災害準備への取り組みをライオンズがどのように広報し、ライオンズの活動であることを明確にするかについての

説明。

6. 災害準備活動の対象となる地域数および/または人数。

7. 地区ガバナーおよび ALERT 委員長または同等の役職者の承認。

災害準備およびライオンズ Alert に関する詳細は www.lionsclubs.org/alertをご覧ください。
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緊急対応交付金

この交付金は、緊急物資配布を通じて即時支援を提供することに関心のあるライオンズ地区を対象とす

る交付金です。

交付額および追加基準 認められる支出

5,000ドル～ 1 万ドル、但し、ニー

ズ、高度な計画、ALERT リーダー

シップが示されれば 1 万ドルが追加

交付される可能性があります

災害発生後 30 日以内に申請し、交

付金受領後 30 日以内に使用します

緊急対応交付金受領者は、同じ災害

に対する復興交付金を申請すること

はできません

交付金は下記の一つ又は複数の支援に利用することができます。

- 選定した被災者グループ（複数可）のための食料、水、衣服、

医薬品、清掃用品の購入

- 緊急初動要員、救援者および/または地元警察、消防、レスキ

ュー機関のための必要物資購入

- 地元医療施設、家を失った人々への避難所、食品備蓄、高齢

者向け仮説住宅のための必要物資購入

- 献血運動の手配

- 関連する広報活動

申請要件

緊急対応交付金の申請にあたっては、下記の情報を含む申請書を別途添付してください。

1. いつ、どこで災害が発生したか。

2. 被害、死傷者の程度。被害を受けた世帯数、家屋数を記載してください。

3. 地域の行政当局、救援組織、ライオンズが現在実施中の即時救援活動の状況の説明。

4. 即時救援活動を支援するためのライオンズの行動計画を概説し、スケジュール、予算、事業管理者連絡先リストを

含めてください。

5. 当該事業で支援する被災者数/世帯数。

6. 即時救援活動をライオンズがどのように広報し、ライオンズの活動であることを明確にするかについての説明。

7. 地区ガバナーおよび ALERT 委員長または同等の役職者の承認。
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地域復興交付金

この交付金は、他の組織が既に緊急ニーズに対応済である場合に、短期的な片付けや修理活動を支

援することに関心のあるライオンズ地区のための交付金です。

交付額および追加基準 認められる支出

2 万ドルまで

災害発生後 60日以内に申請し、交

付金受領後 45 日以内に使用します

復興交付金受領者は、同じ災害に

対する緊急対応交付金を申請する

ことはできません

ALERT リーダーのいる地区からの

申請が優先されます

交付金は下記の一つ又は複数の支援に利用することができます。

- 瓦礫撤去のための機材・資材

- 住宅群、医療施設、学校、高齢者向け住宅および他の公共機

関の軽微な修理・改修のための機材・資材

- 献血運動の手配

- 被災者が失った眼鏡やコンタクトレンズを得るための一時的・

移動眼科診療所

- 関連する広報活動

- 建設事業は対象となりません

申請要件

地域復興交付金の申請にあたっては、下記の情報を含む申請書を別途添付してください。

1. いつ、どこで災害が発生したか。

2. 被害の程度および地域の行政当局、救援組織、ライオンズが現在実施中の救援活動の状況の説明。

3. 片付けおよび初期修理・再建活動のためのライオンズの行動計画を概説し、スケジュール、予算、

事業管理者連絡先リストを含めてください。

4. 当該事業で支援する被災者数/世帯数の記述。

5. 提案された事業をライオンズがどのように広報し、ライオンズの活動であることを明確にするかに

ついての説明。

6. 地区ガバナーおよび ALERT 委員長または同等の役職者の承認。
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一般援助交付金

この交付金は、即時および短期的なニーズが満たされた後に重要な公共施設の再建支援または奉

仕活動を行うことに関心のあるライオンズ地区のための交付金です。

交付額および追加基準 認められる支出

最低 7,500ドルから最大7万 5,000

ドル

先進国の地域の場合は事業総予算

の 50 パーセント以上を、開発途上

国の地区の場合は 25 パーセント以

上を地元で調達しなければなりま

せん

LCIF 理事会が年 3 回申請を審議し

ます。申請期限はwww.lcif.org でご

確認ください。

交付金は下記の一つ又は複数の支援に利用することができます。

- 医療施設、学校、高齢者または障害者のためのセンターなど

の重要な公共施設の再建

- 災害による被害を受けた、または破壊された公共施設の主な

設備や備品の交換

申請要件

こちらからダウンロードできる LCIF 一般援助交付金申請書を参照してください。 

http://www.lcif.org/EN/_files/pdfs/lcif27.pdf







私たちはライオンズや援助を必要とする地域を支援します

Lions Clubs International Foundation

Humanitarian Grants Department

300 West 22nd Street

Oak Brook, IL 60523-8842   USA

このプログラムの詳細および申請方法は下記にお問い合わせください。

電話： (630) 203-3819

FAX： (630) 571-5735

ウェブサイト:www.lcif.org

lcif@lionsclubs.org
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12,072

96,000,000+

7,840,000

命を救うは

しかワクチ

ンの値段

1ドル

数字でみる

世界中の人々の視力を

保護し回復させる、視

力ファーストプログラ

ムによって実施された

白内障手術件数

自然災害の被災地

への即時および長

期的救援に交付さ

れた過去 10 年間の

支援額（ドル）。

1968 年の創立以降、総額 US$900 万ドル以上に

のぼる交付金件数 

ライオンズクラブ国際財団 (LCIF)の取り組みによって、

世界中の人々がより良い明日への希望を手にしています。�

より多くの人々を支援するためにご

協力をお願いします
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Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd Street
Oak Brook, Illinois 60523, USA
lcif@lionsclubs.org 
www.lcif.org 
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20,000,000

350,000

今日の寄付で人々に希望を。

www.lcif.org/donate

視力検査、眼鏡や治療を提

供する、LCIFとジョンソ

ン・エンド・ジョンソン社

ビジョンケアカンパニーと

の共同イニシアチブ、サイ

ト・フォー・キッズによっ

て検査を受けた児童数。

世界中の 1,300万

人の青少年のラ

イフスキル習得

を支援するライ

オンズクエスト

プログラムが実

施されている国  

スペシャルオリンピックス世界大会でのライオンズクラ
ブ国際協会スペシャルオリンピックスオープニングア
イズプログラムによって検査を受けたアスリート数。



寄付の方法およ

び表彰の種類



寄付の重要性

世界のライオンズは、支援を求める人々に奉仕し希望を届けるという精神のもと、一致協力しています。208 カ国、135
万人のライオンズは、ライオンズクラブ国際財団（LCIF）を通じて情熱を行動に変えることができます。1968 年以降、

ライオンズクラブ国際協会の慈善部門である LCIF は、1 万 2,072 件超の総額 9 億ドルを超える交付金を交付してきま

した。このような交付金の大半はライオンズの惜しみない寄付に支えられています。しかし、まだ多くの人々がライオン

ズの支援を待っています。 

LCIF の使命を果たすためには寄付が不可欠です。LCIF への寄付金は支援を求める人々の人生に違いをもたらします。

ライオンズの寄付による大きな成果

• 3,000 万人を超える人々の重度の視力低下予防

• 85ケ国、35 万名超のスペシャルオリンピックス選手への視力検査実施 

• 青少年育成プログラム「ライオンズクエスト」に 1,300 万人の生徒が参加

• 660 の眼科病院/診療所/病棟の建設または拡張

• 68 万 1,000 名の眼科専門医を訓練

• サイト・フォー・キッズを通じた 2,000 万件を超える児童への視力検査実施

• ２回の資金調達キャンペーンにより、視力ファーストプログラムへの 4 億 1,500 万ドルを超える資金を調達

寄付者への表彰

このような成果を可能にする寄付者への感謝を示すため、LCIF は多数の表彰プログラムを用意しています。個人、クラ

ブ、地区、企業を対象に、支援レベルに応じてピンや盾、感謝状などを含む様々な形の表彰が行われます。 

「メクチザン®が配布されるまで、この病気（河川盲目

症）が治るものだとは知りませんでした。この薬をくだ

さった皆さまに–感謝します」 

–ライオンズが配布した 2 億 7,100 万錠の河川盲目症

薬の１つを受け取ったカメルーン、マカオウサップ村

のヤナトウさん。

私たちは心を配ります。 私たちは奉仕します。 

私たちは成し遂げます。

LCIF 寄付者表彰

2
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メルビン・ジョーンズ・フェローシップ

1973 年に創設されたメルビン･ジョーンズ･フェローシップ（MJF）は、1,000 ドルの寄付を表

彰するものです。世界中に 37 万 1,700 名を超えるメルビン・ジョーンズ・フェローを擁する

MJF プログラムは LCIFを支える柱であり、財団収益の 75 パーセントを占めています。寄付

は個人（非ライオンズでも可）、クラブ、地区が行うことが可能で、一括払いでも、5 年間に

渡る分割払い（最低額100ドル）でも構いません。 

MJF 表彰：

• MJF には襟章、盾、感謝状が贈られます。 

• ライオンズクラブ国際大会に参加する MJF は全員昼食会に招待されます。 

• MJF の氏名は、国際本部のリストに掲載されます。 

• 初めて MJF になる会員がいるクラブには、バナーパッチとワッペンがクラブに贈られ、翌年以降

は、初めて MFJ になる会員がいるたびに、クラブにワッペンが贈られます。 

• 現クラブ会員全員が MJF になると、そのクラブには 100% MJF バナーと表彰状が贈られます。 

MJF になるには、ライオンズは www.lcif.org/donate から MJF プログラム申請書をダウンロード

することができます。または、MJF フォームを、LCIF 献金サービス課まで電話（630-203-3836）

または電子メール（donorassistance@lionsclubs.org）でご依頼ください。 

MJF 盾は、1,000ドルの寄付に対して自動的に送付されるものではありません。寄付者の確認と

MJF フォームへの送付先情報記入が必要です。

プログレス・メルビン・ジョーンズ・フェローシップ

プログレス・メルビン・ジョーンズ・フェローシップ・プログラム（PMJF）は、LCIF へのさ

らなる貢献方法であるとともに、最初の 1,000 ドルの MJF 寄付を超える寄付を行うことで段

階的にフェローシップが上がるプログラムです。ライオンは、このプログラムの 7 万 1,450
名を超える PMJF の一員になることができます。PMJF プログラムは、2,000 ドルから 10 万

ドルの寄付を対象としています。10 万ドルの寄付者は人道支援パートナーに認定されます。

PMJF 表彰：

• PMJF には、プログレス・フェローシップの第一レベルとして襟章が贈られます。

• 1,000 ドルから 5 万 1,000 ドルまでの寄付については、PMJF にそれぞれの寄付レベルに応じ

たピンが贈られます。

• 累計寄付総額が 5 万 1,000 ドルから 10 万ドルまでの寄付については、PMJF 寄付者に 1 万ド

ルごとの寄付レベルに応じたピンが贈られます。 

• 現クラブ会員全員が PMJF になると、そのクラブには 200% MJF バナーと表彰状が贈られます。

人道支援パートナー 

MJF プログラムの一部である人道支援パートナー・プログラムでは、累積寄付額

が 10 万ドルを超える寄付者を表彰します。2 万ドルの増加ごとに区切られた寄

付レベルに応じて、独自のデザインのエレガントなピンが贈られます。

表彰の種類 
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献金会員

献金会員プログラムは、20ドル、50ドル、100ドルの 3 つのレベルの献金を表彰する年次

プログラムです。献金会員による献金は、LCIF 人道的奉仕援助交付金プログラムに活用さ

れます。 

献金会員の表彰：

• 20ドル、50ドル、100ドルの献金者には、献金を行った会計年度を示す献金会員襟章が贈られ

ます。それぞれのレベルに応じて、毎年異なったピンが贈られます。 

• クラブには、100% 献金会員（全員が献金会員）を達成した最初の年に、100% 会員支援バナ

ーパッチとワッペンが贈られます。 

• それ以降の 100% 献金会員達成年にはワッペンが贈られます。

その他の表彰

芳名録 

LCIF 芳名録は、100 ドルの寄付者または寄付名義人を表彰するも

のです。対象者には芳名録証書が送付され､国際本部の芳名録に氏

名が加えられます。

記念寄付 

LCIF は、故人を記念して LCIF に寄付をする個人を表彰します。

寄付者には感謝状が贈られ、故人の家族には寄付通知が送付され

ます。故人の家族からの要請があれば、謝辞を掲載した記念冊子

が贈られます。

クラブ楯 

1,000 ドル以上を「最もニーズの高い分野」に寄付したクラブに

は盾、または要請に応じてバナーパッチおよびワッペンが贈られ

ます。

地区感謝状 

一年間に地区内のすべてのクラブが LCIF に寄付をした場合、そ

の地区には感謝状が贈られます。地区ガバナーおよび LCIF 地区

コーディネーターにも表彰状が贈られます。

トップテン表彰状 

一年間の LCIF への寄付額が世界上位10位以内の地区には、トッ

プテン表彰状が贈られるとともに、LCIF 年次報告書に掲載されま

す。LCIF 地区コーディネーターにも表彰状が贈られます。

企業楯 

LCIF に 1,000 ドル以上の寄付を行った企業には、企業盾が贈ら

れます。

「私は白内障を患ってい

ましたが、簡単に白内障

手術を受けることができ

ました。 誰もがこのよう

な機会を得られることを

望みます。 できる限り多

くの人々を助けることが

私 の 目 標 で す 。  毎 月

1,000 ドルの寄付を行っ

ており、10 万ドルの寄付

を目指しています」 

– ライオン・有野勇 

日本
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オンライン寄付

オンラインでクレジットカードでの寄付を行っていただくことができます。また、MJF、PMJF、献金会員を選択することができます。フォームに記入し、

www.lcif.org/donate から寄付をお願いいたします。

寄付の郵送

財団では、あらゆる寄付を受け付けられるよう、ロックボックスサービスの利用を開始しました。小切手及びクレジットカードによる寄付は、LCIF 本部

ではなく、以下の住所に郵送してください。寄付表彰フォーム（www.lcif.org から入手可能）を添えて下記宛先に寄付を送付してください。

Lions Clubs International Foundation 

Department 4547

Carol Stream, IL 60122-4547, USA

小切手による寄付に関する詳しい説明は、「LCIF 寄付および表彰: よくある質問」をご覧ください。

電信送金

海外からの寄付は、郵送よりも LCIF 銀行口座への送金の方が素早い寄付が可能です。米国以外にお住まいの場合、これは最も経済的な方法でもあります。

電信送金に関する情報：  

JPMorgan Chase Bank, N.A. 10 S. Dearborn Street, Chicago, IL 60603

ABA Routing No. 021000021 Account Name: Lions Clubs International Foundation

口座番号：754487312 （必ずこの口座番号をご使用ください）

SWIFT コード: CHASUS33

現地通貨での送金額と上記の情報をご利用の銀行にお知らせいただき、LCIF の口座へ米ドルでの電信送金をご依頼ください。手数料のご負担もお願いい

たします。次に電信送金用紙あるいは受領証のコピーを郵送もしくはファックスで LCIF にお送りください。郵送先：300 W. 22nd St., Oak Brook, IL

60523-8842 USA、FAX番号：630-571-5735。 

寄付者名、地区、クラブ番号に加えて表彰を受ける人の名前、地区、クラブ、会員番号、および要請する表彰（MJF、クラブ盾など）をフォームに記載し

てください。

電話番号

オンライン寄付についてのサポートが必要な場合は、630-468-6999 にお電話ください。

表彰記念品受領についての重要点

• 表彰記念品を間違いなく受け取っていただくために、オンラインフォームにご記入ください。寄付表彰フォームはwww.lcif.org からダウンロード、もしく

は電話（630-203-3836）でご依頼ください。

• LCIF 本部で寄付および申請書を受領し、手続き後に表彰記念品が発送されます。 

• メルビン・ジョーンズ・フェロー表彰盾は十分な配送日数を見込んでお申し込みください。米国内は 15 日間、海外へは 30 日間の配送日数を見込ん

でください。

• 多くの国で盾は輸入品扱いとなり、関税および付加価値税（VAT）が課されます。盾を受け取る個人または地元クラブがこれらの料金を負担してくださ

い。

• 表彰記念品は私書箱に配達することはできません。配送先住所が示されていない場合、記念品はクラブ会長宛に配送されます。

寄付の分野
ライオンズクラブ国際財団(LCIF)は、かつてないほど多くの人々を支援します。メルビン・ジョーンズ・フェローシップ(MJF)資格に、4
つの特別プログラムへの寄付が含まれることになりました。以下の分野への寄付は、MJF および PMJF 表彰の対象となります。

• 最もニーズの高い分野:あらゆるプログラムを支援するとともに、追加資金を必要としたり最も緊急のニーズがあるイニシアチブを LCIF が柔軟に支援

することができます。  

• 災害: LCIF は災害後に最もニーズの高い領域に資金を拠出し、即時、中期、および長期に渡る救援を行うことができます。  

• 視力: 眼科診療所の設備から視覚障害者への点字コンピューターの提供まで、視力に関わる数百の活動を資金面で支えます。

• 青少年: ライオンズクエストやその他のイニシアチブ(教育インフラ改善や非行に走る可能性のある青少年を支援するプログラムなど)を支援します。

これらの 4 つの分野以外に寄付用途を制限しても LCIF の表彰の対象とはなりますが、MJF や PMJF の対象とはなりません。寄付に際

しては、上記 4 つの分野のいずれかを選択するか、MJF 申請書にご記入ください。

寄付の方法
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LCIF 一般情報
LCIF への献金は税控除の対象となりますか？

はい。LCIF は米国の国税庁条令第501(c)(3)項で定められる非営利、非課税の法人です。献金は米国国税庁条例で認められる税控除の

対象となります。他の国では、地域の法律によって税控除の対象となる場合があります。

寄付を行うには
ライオンズクラブ国際財団（LCIF）への慈善寄付に関心があります。寄付にはどのような方法がありますか？

LCIF には、様々な寄付方法と表彰があります。寄付の種類や表彰プログラムの情報については、www.lcif.org をご覧いただくか、電

子メール（donorassistance@lionsclubs.org）または電話（630-203-3836）でお問い合わせください。

寄付金はどのように活用されますか？

寄付金は全額が交付金や事業費用に活用されます。LCIF は、管理費用や開発費用を投資収入でまかえるように投資を行っています。

献金を累積しておいて、定期的に LCIF に送金すべきですか？

資金は遅滞なく送金してください。そうすることで、寄付者の記録および LCIF 表彰手続きが速やかに行われます。さらに、小切手を

長期間保留にしておくと、寄付者が小切手を再発行しなければならない場合があります。

用途指定寄付は MJF 表彰の対象になりますか？

寄付の際に選択していただく寄付用途として、「災害」、「視力」、「青少年」、「最もニーズの高い分野」という 5 つの一般的な

分野があります。ライオンズクエスト、はしか予防接種、フィリピン台風救援などの特定プログラムに対する寄付も行っていただけ

ますが、これらは MJF 表彰の対象とはなりません。

寄付の送金方法は？

米国内では、個人小切手または銀行小切手の郵送が最善の方法です。米国外から送付される小切手は、米国の銀行で米ドルで引き出

される必要があります。これによって、処理が迅速になり、国際銀行の高額な取立手数料を節約することができます。LCI または

LCIF が銀行口座を持つ国では、米ドルに相当する現地通貨で資金を口座に預け入れできます。その場合は、月例クラブ会計計算書に

示された協会の公式為替レートを使用します。銀行預金証書のコピーに、記入済みの献金申込用紙または MJF 申請フォームを添え

て、LCIFまで送付してください。LCIF 献金サービス課に郵送またはファックス送信してください。

小切手または銀行手形の振り出し方法は？ 

小切手または銀行手形の受取人は、「LCIF」としてください。寄付の用途を指定する場合は、小切手の表および関連文書に支払先の

用途名（「災害救援」など）を記入してください。用途無指定寄付の場合は、寄付目的として「メルビン・ジョーンズ・フェローシ

ップ/受賞者名」、「クラブ盾」、「36献金会員」、「メルビン・ジョーンズ・フェローシップへ」などと記入してください。

クレジットカードでの寄付はできますか？

LCIF は、ビザカード、マスターカード、ディスカバーカードおよびアメリカン・エキスプレス･カードでの寄付を受け付けています。

寄付申込書または MJF 申請フォームにクレジットカードでの寄付欄があります。お支払いいただくクレジットカード会社、カード

番号、有効期限、寄付額を必ずご記入ください。寄付申込書の記入欄に、クレジットカードに記載されたお名前を署名してくださ

い。クレジットカードでの寄付は、オンラインでもこちらから安全に行っていただけます（www.lcif.org/donate）。

遺贈寄付など、他の寄付プログラムはありますか？

はい。LCIF 寄付プログラムには、企業人道支援パートナープログラム、遺贈寄付、証券寄付などがあります。プログラムの詳細は、

ウェブサイト（www.lcif.org）をご覧いただくか、電子メール（lcifdevelopment@lionsclubs.org）もしくはお電話（630-468-6829）

でお問い合わせください。

よくある質問
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寄付者表彰/MJF
LCIF に寄付が届く前に、メルビン・ジョーンズ・フェローシップなどの

表彰状を発送していただけますか？

LCIF  では、表彰状の送付に先立ち、本部が寄付を受領する必要がありま

す。正確で適時な手続きと表彰状発行のために、記入されたメルビン・ジ

ョーンズ・フェローシップ申請フォームなどの必要書類を提出してくださ

い。

寄付を行った後に MJF 受賞者を選択する、またはフェローシップを追悼

記念として贈呈することはできますか？

はい。MJF 申請書にその旨を記載することができます。小切手または銀行

為替に「メルビン･ジョーンズ･フェローを後で指名」と記入してください。

クラブまたは地区が個人または個人のグループからの寄付を累積して、メ

ルビン･ジョーンズ･フェローシップ受領者の選択に使用する場合、LCIF

は署名された同意書を必要とします。この文書を、必要事項を記入した

MJF 申請書に添付して LCIF 献金サービス課まで送付してください。

MJF または PMJF ピンを紛失した場合、新しいピンを頂けますか？

はい。新しいピンの費用や入手方法については、献金サービス課に電話

（630-203-3836）または電子メール（donorassistance@lionsclubs.org）

でお問い合わせください。

献金者サービス課
LCIF から寄付者に関する報告書を入手できますか？

報告書は、献金者支援課に電子メール（donorassistance@lionsclubs.org）

または電話（630-203-3836）でお申し込みください。

以前の寄付についての問い合わせはできますか？

はい。献金者支援課に電子メール（donorassistance@lionsclubs.org）また

は電話（630-203-3836）でお問い合わせください。

皆さまの LCIF へのご支援に感謝いたします。

「学校や娘をはじめ、皆を支

援してくださったライオンズ

に感謝します。本当に素晴

らしいことです。子供たちは

これまでよりもずっと楽しそ

うです」 

– と、ミシェール・ファーロ

ーさんが話します。オース

トラリア、ニューサウスウ

ェールズ州の学校に LCIF の

支援を受けたライオンズが

特別な運動場を建設したこ

とによって、障害を抱える

娘さんが活発に運動できる

ようになりました。
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私たちの使命を果

たすためには寄付

が不可欠です。



 
Lions Clubs International Foundation                                                        ファックス：米国 630-571-5735 
300 W. 22nd Street                                                                              電            話：米国 630-571-5466 
Oak Brook, Illinois 60523-8842                                                              
U.S.A.                 

ＭＪＦ献金を含むすべての献金にご利用いただけます。ローマ字・英数字で正確に記入してください。    
振込日（銀行利用明細の取引年月日） 
Date of Deposit 

月/  日/              年 
Month / Day / Year 

国際協会送金専用口座番号（LCIF 用） 
Account Number Assigned for LCIF Donation 

797 -                      （下７桁） 

振込金額 Deposit Amount  ￥                                  （ドル換算額 US$                           ） 

地区 District                             

クラブ名        Club Name 

（クラブ番号） Club Number 

                                                          LIONS CLUB   

(                 ) 

クラブ会長氏名（会員番号） 
 Club President’s  Name  ( Member ID) 

                 (                 ) 

クラブ（または地区）の連絡先 
Club or District Contact Information 

電話           Phone：  __________________________________ 

ファックス  Fax：     __________________________________ 

E メール    Email ：   __________________________________ 

以下の該当する□□□□に✔印をつけ、必要事項を選択・記入してください。 

1.1.1.1. 献金献金献金献金のののの内訳内訳内訳内訳 Donation Details 

A. A. A. A. □□□□    ＭＪＦＭＪＦＭＪＦＭＪＦ（（（（金額金額金額金額 US$                                            ））））    

 ( 指定分野 ：最大のニーズ Greatest Need、 災害 Disaster、 視力 Sight、 青少年 Youth 、人道 Humanitarian のいずれかに○)                                         

                  献金者名（ローマ字）               会員番号           通算 MJF 献金回数（本献金を含む） 
                               Donor/Recipient                                               Member ID                        MJF Level 

 
               ______________________________________ _________________            回 

                                             ＊献金者が複数の場合には、それぞれの献金者名、会員番号および献金額の一覧を添付。 
                                                 献金者が非会員の場合には、会員番号の代わりに“Non-member”と記入。 
 

            B. B. B. B. □□□□    そのそのそのその他他他他のののの献金献金献金献金 Non-MJF Donation （（（（金額金額金額金額 US$                                            ）））） 

                   □□□□ 献金会員献金会員献金会員献金会員 Contributing Member（US$20、US$50、US$100のいずれかに○） 

     ＊献金者がクラブの全員ではない場合には、それぞれの献金者名、会員番号および献金額の一覧を添付。 

          □□□□ クラブクラブクラブクラブ献金献金献金献金 Club Donation 

                                       アワードの交付を希望する場合 (US$1,000 以上が条件) □□□□ クラブ楯 Club Plaque または 

                                                                                                 □□□□ クラブ･バナーパッチ Club Banner Patch 

                   □□□□ 上記以外上記以外上記以外上記以外のののの献金献金献金献金 Other Donation  (地区献金、非会員献金など。日本語で記入可） 

 
                                                                                                                                                                                                                

2222....    特記事項特記事項特記事項特記事項 Special Instructions （麻疹指定、MJF 以外の災害指定、その他要望など。日本語で記入可。） 
 
  




