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LCIFといえば
何を思い浮かべますか？
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LCIFの概略

 1968年創設 ― 
ライオンズ公式の財団として
クラブを援助

 大規模な奉仕事業に交付金
を提供

 収入を寄付に頼る

 今日までに総額
9億5千万ドル以上を交付
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 ライオンズが共同で世界規模の
人道的問題に対応できるよう
LCIFが支援

 ライオンズが他のライオンズを
支える手段

 地区やクラブには大きすぎる
事業に資金援助

 ライオンズが地域によりよく
貢献できるよう交付金プログラム
を開発

LCIFがライオンズを支援
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LCIF
交付金
の種類

一般援助

四大

国際援助

緊急援助

大災害

援助

視力
ファースト

交付金の種類
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一般援助交付金
交付対象事業 基本的な規定と基準 申請書の審査と承認

未対応の人道的ニー
ズを満たすライオンズ
の大規模な奉仕事業。

少なくとも2～3クラブ
（理想的にはそれ以
上）が資金調達に関与
していること、キャビ
ネット・協議会が承認し
ていることが必要。

申請できるのは地区また
は複合地区のみ。

最高交付額：US$100,000
最低交付額：US$10,000

現地での資金調達要件：
• 先進国は事業費の

50％までを申請でき
る。

• 発展途上国は総事業
費の75％までを申請で
きる

LCIF職員が予備審査を
行う。

交付金の審査は年3回、
理事会会議で行われる。

交付金はマッチング資金
が集まるまで支払われな
い。
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国際援助交付金（IAG）

交付対象事業 基本的な規定と基準 申請書の審査と承認

途上国における小規
模な開発事業。

設備と人間の基本的
ニーズを満たす事業
の原資に重点を置く。

建設事業は対象外。

2カ国のライオンズによる共
同事業。

先進国のスポンサー・クラブ
／地区が申請。
発展途上国のホストクラブ／
地区が事業を実施。

申請できるのはクラブまたは
地区。50%のマッチング資金
としてUS$5,000～US$30,000
を交付。

LCIF職員が予備審査を
行う。

交付金はマッチング資金
が集まるまで支払われな
い。
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四大交付金

交付対象事業 基本的な規定と基準 申請書の審査と承認

四つの極めて具体的
な優先分野（視力、障
害、健康、青少年）に
限定された交付金。

一般に地区が申請できる
が、一部の優先分野は複
合地区に限定される。

ライオンズクエスト：
上限は地区 US$25,000
複合地区 US$100,000

四大交付金では総事業費
の上限75% （3：1のマッチ
ング資金）を提供できる。
25％は現地調達分として
ライオンズが拠出する。

申請書の提出締切日は
理事会会議の90日前ま
で。

ライオンズクエスト交付
金は年に2回、1月と8月
にライオンズクエスト諮問
委員会（LAC）の審査を
受ける。
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災害救援活動への5種類の交付金

緊急援助金
一般援助交付金
大災害援助
災害準備
地域復興
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緊急援助金

交付対象事業 基本的な規定と基準 申請書の審査と承認

自然災害の被災者に緊急
救援物資を提供。

水、食料、衣類、医薬品、
毛布、個人的な必需品を
配布。

長期的な避難所や再建活
動の提供は対象外。

ライオンズが積極的に救
援活動に関与する必要が
ある。

被災地域の地区ガバナー
が災害発生から30日以内
に申請する。

地区は被害の程度、現地
でのニーズを説明し、救援
物資の配布計画を立てる
必要がある。

LCIFが必要なあらゆる
情報を入手することを条
件に、交付金は通常24
時間以内に承認される。
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一般援助交付金

交付対象事業 基本的な規定と基準 申請書の審査と承認

重要な公共サービスと
施設 （学校、病院、養
護施設など）の再建が
優先される。

最大 US$100,000

クラブ／地区によるマッチ
ング資金。
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大災害援助

交付対象事業 基本的な規定と基準 申請書の審査と承認

大規模な自然または民
間災害（多数の死者が
出た場合）発生時の救
援活動に資金を提供。

対象には緊急救援物
資や長期再建事業も
含まれる。

プログラムでは年間
US$100万の上限を設定し
ている。

交付金は会長と LCIF
理事長、US%250,000 を
超える場合には LCIF 執
行委員会によって承認さ
れる。
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災害準備

交付対象事業 基本的な規定と基準 申請書の審査と承認

ライオンズを対象とする
災害や緊急事態の防
災訓練。

支援物資の備蓄。
ALERTキットの準備。

地域の防災を促す啓発
や普及活動。

交付額は
US$5,000～US$10,000

申請額の10％をライオンズ
が負担。

交付金は緊急援助金と同
様、理事長が承認する。
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地域復興

交付対象事業 基本的な規定と基準 申請書の審査と承認

がれき除去のための機
具や消耗品。

住宅群や一部公共機
関の小規模な修繕や改
修のための機具や消耗
品。

建設事業は不可。

地区が申請できる。災害発
生から60日以内まで。

交付金の上限は
US$20,000

交付金は緊急援助金と同
様、理事長が承認する。
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ワン・ショット、ワン・ライフ：
ライオンズはしかイニシアチブ

 未だ毎日400人がはしかで
命を落としている

 ライオンズは現地住民の
動員と啓発という労力奉仕を
提供

 GAVI、ワクチンアライアンス
との提携で2017年までに
3千万ドルのはしか予防接種
資金を集める
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ワン・ショット ワン・ライフ
（はしか予防プログラム）

100周年 US$30,000,000（30億円）

GAVI ワクチンアライアンス
ビル・ゲイツ財団
クイーン・エリザベス財団

とのパートナーシップ
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用途指定交付金（主に災害） 6件 US$300,000
一般援助交付金 12件 US$224,828
四大交付金 18件 US$457,625
国際援助交付金 10件 US$136,065

合計 46件の交付金 総額 US$1,118,518

2015～2016年度 LCIF交付金：日本
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ライオンズクエスト
（青少年プログラム）

日本が世界最大のクエスト国である。

LCIFから年間 US$500,000 の支援。
（75% 25% マッチング）
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2015～2016年度の寄付額* 6月30日現在
*監査前、単位＝米ドル

$3,948万
目標の95%

目標:$4,130万

$2,420万

用途無指定

$1,050万
用途指定

$460万
はしか
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会則地域別 寄付額

会則地域 寄付総額 クラブ寄付率 個人寄付率 目標の達成率

I US$4,348,686.74 42.14% 1.54% 55%

II US$426,082.90 40.24% 1.03% 56%

III US$543,110.86 21.14% 0.81% 37%

IV US$4,073,091.43 32.66% 0.28% 78%

V US$26,044,327.21 71.22% 23.55% 113%

VI US$2,231,119.00 20.92% 1.27% 70%

VII US$854,705.63 48.68% 0.87% 120%

その他 US$939,955.65 -- --
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LCIF寄付の会則地域内訳 2015～2016年度

$4,348,687     
(I)

$426,083 (II)

$543,111 (III)

$4,073,091 
(IV)

$26,044,327 
(V)

$2,231,119 
(VI)

$854,706 
(VII)

CA I

CA II

CA III

CA IV

CA V

CA VI

CA VII
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LCIFへの寄付：2015～2016年度 国別トップ５
(*unaudited, as of June 30, 2016)

台湾

$8,913,059

日本

$8,727,365

韓国

$6,423,239

アメリカ

$4,348,687

インド

$1,624,731

台湾
日本
韓国
アメリカ
インド
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2015-2016 Donations:地区
(*unaudited, as of June 30, 2016)

日本における上位5地区

334-A地区 $1,264,444

335-B地区 $615,576

337-A地区 $493,902

330-B地区 $492,877

335-C地区 $373,752
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全世界のクラブ会長のうち、

11% が昨年度LCIFに個人的に

寄付を行いました。

つまり、約 90% のクラブ会長は

LCIFに全く寄付をしていません。
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全世界の会員のうち、

６% が昨年度LCIFに個人的に

寄付を行いました。

つまり、 9４% の会員は、LCIF

に全く寄付をしていません。



28

クラブ単位で
LCIFに寄付しているのは、

５０% です。

つまり、 半分のクラブは

LCIFに寄付をしていません。
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その理由は？

 ドネーションの有効な活用

 厳格な交付金事業の選定と監視

 透明性

LCIFは信頼できる組織

LCIFは「チャリティ・ナビゲーター」
（アメリカで最も名高い慈善団体評価組織）から
四つ星の最高評価を受けました
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LCIFの資金獲得目標

2017～2018年度
のLCIF創立50周
年に5千万ドル
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寄付の必要性 交付金額＞予算額

$0

$5,000,000

$10,000,000

$15,000,000

$20,000,000

$25,000,000

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016*

予算 VS 承認された交付金額

Budgeted Approved
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LCIFに対する日本と諸外国との考え方の違い

例えば

 フランス

 北欧3国

 米国
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米国のMJFの考え方
（メルビン・ジョーンズ・フェロー）

単一クラブの中で、その年に

最も奉仕活動に力を入れた会員を選出して、

その人の名前で

MJF(US$1,000 約10万円の寄付)

を行う。
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日本の会員が1人 US$100 寄付したら

US$100×12万人
+

MFJ会員

世界の30~40%

日本が
日本が世界最大の人道的奉仕団体となります。
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LCIF理事長として、
今年、ライオンズの会員全員が
ゴールドの献金会員（100ドル）になることを
呼びかけます！

財団の発展のためにできること
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100ドルの寄付でできること
（ほんの一例）

 100人の子どもにはしかの予防接種

 スペシャルオリンピックスの選手に聴力検査

 被災家庭に一週間分の食料

 ライオンズクエストのクラスで30人に
ライフスキル教育

 白内障手術2～3件

 貧しい一家を支える起業資金融資
（マイクロファイナンス）
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• 最低 US$30,000 を寄付し、
寄付総額が前年比で10%
増加した地区が対象

• US$100,000 以上を寄付した
地区は自動的に受賞

• 寄付額に合わせて5段階の賞
ブロンズ
シルバー
ゴールド
プラチナ
ダイアモンド

理事長メダル
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LCIF理事会 ― 変更の理由

プログラム
を拡大し、

より多くの人
を助ける

より多くを
助けるため
には、より
多くの資金

が必要

50周年までに
5000万ドルを

実現する
目標

認知度を
高めることで

寄付が
増える

認知度を
高めるため
には、LCIF
を最優先に
する理事が

必要
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LCIF理事会 ― 変更点

• 構成：全地域から代表が出るが、特に寄付額上位国の
代表を増強

• 資質：LCIFを最優先事項とする理事
• 規模：理事数は少なく

変更前

• LCIF理事数 40人または41人
• LCIの国際理事としての選挙の

結果で就任
• 2年任期

変更後

• LCIF理事数 21人
• 資格と責務を検討するプロセス

を経て、LCIFへの熱意と経験に
基づき選出

• 3年任期
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暮らしを豊かに

思いやりにあふれ、
世界中の地域社会で
人々の暮らしを豊かにする

―それが私たちライオンズです！



質疑応答



皆さんのご支援に感謝いたします！


