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第 16章 

アワード 

国際会長が、功績を称えるための特別なアワードを設ける場合があります。詳しくは国際協会

ウェブサイトをご確認ください。 

 

奉仕活動関連アワード 

100％レオクラブ会長賞 
任期中、特定の条件を満たしたレオクラブ会長は、スポンサーのライオンズクラブ会長

の賛同の下、レオクラブ顧問より本賞を受賞する。指導力育成、会員増強、クラブ運営、

アクティビティといった分野における優れた働きが受賞基準となる。受賞基準および表

彰状がレオクラブ顧問に送付される。 

100%レオ地区/複合地区会長賞 
地区ガバナーまたは協議会議長の承認を得た上で、地区又は複合地区レオクラブ委員長

は、指導力育成、会員増強、運営、地区又は複合地区レオ活動の分野で特定の基準に沿

ったレオ地区又は複合地区会長に、このアワードを協会に代わって授与する。アワード

基準及び証書は、地区及び複合地区レオクラブ委員長に送付される。 

視力保護、教育及び活動における 

クラブ優秀努力賞 
年度中に地区内で視力関連奉仕事業に最も活発であった一つのライオンズクラブに贈る

ために、適切なアワードが毎年地区ガバナーに対して交付される。 

クラブ姉妹提携認証 
クラブ姉妹提携は、異なる国の間での文通及び交流のプログラムである。このプログラ

ムに積極的に参加するライオンズクラブ又はレオクラブの会計年度最初の姉妹提携に対

して、クラブ姉妹提携パッチが贈られる。詳細は、ライオンズクラブ国際協会ウェブサ

イト www.lionsclubs.org（「姉妹提携」のキーワードで検索する）に掲載されている。 

地区/複合地区糖尿病教育委員長賞 
任務を全うした地区および複合地区委員長に贈るために、適切なアワードが毎年地区ガ

バナーおよび協議会議長に対して交付される。 

地区環境委員長賞 
任務を全うした地区委員長に授与するために、適切なアワードが毎年地区ガバナーに対

して交付される。 

http://www.lionsclubs.org/JA/
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地区/複合地区聴力委員長賞 
任務を全うした地区および複合地区委員長に授与するために、適切なアワードが毎年地

区ガバナーおよび協議会議長に対して交付される。 

地区/複合地区国際関係委員長賞 
任務を全うした地区および複合地区委員長に贈るために、適切なアワードが毎年地区ガ

バナーおよび協議会議長に対して交付される。 

地区/複合地区レオクラブ委員長賞 
エクステンション、指導力育成、地区又は複合地区レオ活動、運営、促進の分野で、特

定の基準を満たした地区又は複合地区レオクラブ委員長に、協会に代わって地区ガバナ

ー又は協議会議長がこのアワードを授与する。地区/複合地区委員長賞の賞状と受賞基

準は、地区ガバナーおよび協議会議長に毎年送付される。 

 

地区/複合地区ライオンズ青少年奉仕の機会委員長へのアワード 
地区又は複合地区における青少年活動の推進及び維持に著しく貢献したライオンズ青少

年奉仕の機会委員長に、地区ガバナー又は協議会議長が賞状を授与する。地区/複合地

区委員長賞の賞状と受賞基準は、地区ガバナーおよび協議会議長に毎年送付される。 

 

地区／複合地区ライオンズ児童奉仕委員長 
必要条件を満たしてこの役職を全うした地区および複合地区委員長に授与するために、

適切な賞が毎年地区ガバナーと協議会議長に対して交付される。 

 

地区/複合地区視力委員長賞 
任務を全うした地区および複合地区委員長に授与するために、適切な賞が毎年地区ガバ

ナーと協議会議長に対して交付される。 

 

レオクラブ顧問 5年間サービス・アワード 
5年間献身的に任務を遂行したレオクラブ顧問は、特別なラペルピン及び証書を受賞す

る資格を得る。アワードはレオクラブのスポンサー・ライオンズクラブ会長から授与さ

れる。 

レオクラブ顧問功労賞 
本賞は、レオクラブの指導及び発展に著しい働きを見せたレオクラブ顧問を称えるもの

である。特定の条件を満たした顧問には、レオクラブのスポンサー・ライオンズクラ

ブ会長より証書が贈られる。 

 

 



XVI - 3 

レオクラブ結成周年記念及び 

ライオンズクラブ・スポンサー周年記念アワード 
レオクラブには、結成 5周年目及びそれ以降 5年毎に周年記念バナーパッチが自動的に

授与される。スポンサーのライオンズクラブには、スポンサーしたレオクラブの結成 5

周年目（およびそれ以降 5年毎）にスポンサー周年記念バナーパッチが自動的に授与さ

れる。 
 

レオクラブ優秀賞 
毎年各地区ガバナーが、本賞受賞に値するレオクラブを地区から一つ選んで推薦する。

当該推薦には、地区レオクラブ委員長の承認が必要である。クラブが本賞受賞の対象と

なる会計年度の終了後の 8月 15日までに申請書が国際本部青少年プログラム課に提出

されなければならない。受賞クラブは、バナーパッチとシェブロンを受け取る。 

 

レオクラブ・エクステンション賞 
6月 30日までに地区内で最低 3つの新レオクラブ純増を達成した地区ガバナー、地区

レオクラブ委員長、レオ地区会長に賞状が授与される。また、6月 30日までに複合地

区内で最低 5つの新レオクラブ純増を達成した協議会議長、複合地区レオクラブ委員長、

レオ複合地区会長に賞状が授与される。 

 

レオクラブ・スポンサー・バナーパッチ及び 

エクステンション・アワード証書 

新規レオクラブ結成の正式な報告書の受領をもって、スポンサー・バナーパッチがス

ポンサーのライオンズクラブに交付される。エクステンション・アワード証書はスポ

ンサーのライオンズクラブ会長及びレオクラブ顧問に送られる。スポンサーのライオン

ズクラブは国際本部の青少年プログラム課から追加の証書を要請して、新レオクラブ結

成に貢献した人を称えることができる。 

レオとライオン｢共に奉仕する｣アワード 
レオクラブとそのスポンサーのライオンズクラブによる共同事業、もしくはレオとライ

オンズの協調関係を支持するその他の活動において成功を収めた両クラブに、バナーパ

ッチが授与される。アワード申請書は、国際本部の青少年プログラム課に提出する。 

レオ 10月会員増強賞 
10 月中に所属レオクラブに 3 人以上の新会員を入会させたレオに、レオ会員増強月間

ラペルピンが授与される。レオクラブ顧問が本賞を受賞するレオの氏名を、11 月 15 日

までに国際本部の青少年プログラム課に報告する。 
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ベスト・レオ賞 
複合地区協議会又は単一地区キャビネットが、名誉ある本賞受賞に値するレオを毎年一

人推薦する。非常に優れた功績を残したレオのための申請書は、4 月 1 日までに国際本

部青少年プログラム課に提出する。国際理事会が受賞者を決定する。 

｢レオの光で子供たちを照らそう｣ 
恵まれない児童向け奉仕事業を企画、実行したレオクラブは、｢レオの光で子供たちを

照らそう｣バナーパッチを得ることができる。また、｢レオの光で子供たちを照らそう｣

事業の支援においてめざましい貢献をしたレオは、｢レオの光で子供たちを照らそう｣証

書の受賞資格を得る。アワードに関する詳細は国際本部の青少年プログラム課、または

協会のウェブサイトから入手することができる。 

ライオンズクラブ地域社会及び文化活動アワード 
毎年地区ガバナーが、地区内で地域社会および文化活動に最も積極的に取り組み、成功

したクラブを一つ選び、バナーパッチを授与する。本賞は地区ガバナーが要請すれば取

り寄せることができる。 

ライオンズ環境保全写真コンテスト 
6つの各部門における最優秀賞受賞者にアワードが授与される。詳細は、ライオンズク

ラブ国際協会ウェブサイト www.lionsclubs.org（「写真コンテスト」のキーワードで

検索する）に掲載されている。 

 

ライオンズ国際協調賞 
最も優れた国際関係事業を企画した地区内のライオンに贈呈してもらえるよう、適切な

アワードが毎年地区ガバナーに交付される。このアワードは、要請に応じて地区ガバナ

ーに交付される。 

ライオンズ･ユニセフ｢School-in-a-Box(箱の中の学校)｣バナーパッチ 
ライオンズ・ユニセフ｢School-in-a-Box｣プログラム用に合計 US$500 以上を LCIF に寄

付したライオンズクラブ、レオクラブ、地区、複合地区は、バナーパッチの授与をもっ

て表彰される。この寄付に加えその後の年度に新たに US$500 以上を寄付したクラブ、

地区、複合地区には、シェブロン･バナーパッチ（寄付年度を反映）が授与される。 

ライオンズ ALERTバナーパッチ 
ライオンズ ALERT計画を書面でライオンズクラブ国際本部に提出したクラブ、地区、お

よび複合地区は、一度限りのバナーパッチを受賞することができる。 

地区/複合地区ライオンズ ALERT委員長賞 
任務を全うした地区および複合地区委員長に贈るために、適切なアワードが毎年地区ガ

バナーおよび協議会議長に対して交付される。 

http://www.lionsclubs.org/JA/
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ライオンズ奉仕における若い指導者賞 
本賞は、50 時間の地域社会奉仕(銀賞シール)又は 100 時間の地域社会奉仕(金賞シー

ル)を果たした青少年(推薦年齢は 12 歳から 18 歳)をライオンズクラブが表彰するのに

最適である。実施に関する指針や広報用チラシが含まれている｢奉仕における若い指導

者賞｣プログラムのキットは、国際本部の青少年プログラム課から取り寄せられるほか、

協会ウェブサイトからダウンロードできる。 

糖尿病教育におけるニューホライゾン賞 
会計年度中地区内で最も積極的に糖尿病に対する意識を高め、糖尿病についての教育お

よび管理の推進に努めた一つのライオンズクラブに贈るために、適切なアワードが毎年

地区ガバナーに対して交付される。 

オンラインで入手可能な感謝状 
眼鏡のリサイクル、文化、国際関係、ライオンズ ALERT、ライオンズ景観美化作業、ラ

イオンズ緑化チーム事業の参加者に贈呈するために、ライオン指導者は協会のウェブサ

イトから感謝状をダウンロードすることができる。 

優秀クラブ·パッチ 
毎年一つのクラブが、国際関係活動に参加したことに対して優秀クラブパッチを受け取

るため、地区ガバナーから選ばれる。このアワードは、要請に応じて地区ガバナーに交付さ

れる。 

リーディング・アクション・プログラム - バナーパッチ 
年度中に、オンライン・アクティビティ報告を介して読み書きやその他識字教育に関連するア

クティビティを報告したライオンズクラブには、「リーディング・アクション・プログラム」

クラブバナーパッチが贈られる。受賞の対象となるためには、ライオンズクラブが 7 月 15日ま

でに当該アクティビティを報告していなければならない。一つのクラブには、1 会計年度につ

き一つのバナーパッチのみが授与される。 

Strides: ライオンズ糖尿病教育 - バナーパッチ 
「Strides：ライオンズ糖尿病教育」イベントを開催したライオンズクラブは、Strides バナー

パッチを受賞することができる。会計年度中 Strides イベントについてオンラインでアクティ

ビティ報告をしたクラブへは、Strides バナーパッチが授与される。1 会計年度につき一つのク

ラブに対して交付されるのは一つのパッチのみである。 

トップテン･レオクラブ･エクステンション賞 
会計年度中、最多の新レオクラブ結成を達成した上位 10 地区の地区レオクラブ委員長

及びレオ地区会長にラペルピンが授与される。上位 10 地区のレオクラブ結成活動を支

援した複合地区レオクラブ委員長及びレオ複合地区会長にもラペルピンが授与される。 
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トップテン･ユースキャンプおよび交換委員長賞 
複合地区協議会又は単一地区キャビネットがこのアワードのために毎年一人のライオン

を推薦する。準地区が 15 以上ある複合地区は、二人のライオンを推薦することができ

る。申請書は、11 月 15 日までに青少年プログラム課に提出する。国際理事会が受賞者

を選び、受賞者はラペルピン及び賞状を受け取る。 

地区及びクラブ行政関連アワード 

地区ガバナー及び協議会議長感謝状 
無事任期を満了した地区ガバナーまたは協議会議長をたたえ、贈られるものである。地

区及びクラブ行政部より自動的に送付される。 

クラブ優秀賞 
この年次アワードは、会員増強、奉仕、クラブの発展といった分野において国際理事会

が定めた受賞条件を満たしたクラブ会長およびクラブに対して贈られる。必要事項がす

べて記入済みの申請書が 9 月 30 日までに太平洋アジア課に提出されなければならない。 

地区ガバナー・チーム優秀賞 
協会は地区ガバナー・チームの特別な努力に対する感謝のしるしとして、国際理事会に

よって定められた基準を満たしたガバナー・チームのメンバーに、任期終了後このアワ

ードが贈られる。必要事項がすべて記入された申請書が 9 月 30 日までに太平洋アジア

課に提出されなければならない。 

クラブ再建アワード 
本賞は、ステータスクオ·クラブまたは解散したクラブの復帰に力を貸したか、会員数

の少ないクラブの会員を増やし、発展可能なクラブとすることに最も大きな貢献をした

ライオンとして、地区ガバナーから推薦された会員一人に贈られる。 

公認ガイディング・ライオン認定証 
認定証は公認ガイディング・ライオン研修コースを修了したライオンに交付される。 

 

会長の公認ガイディング・ライオン賞 
結成から 2年間、新クラブの指導に成功し、会員の純増を達成したほか、本賞申請書に

記載されている他の功績を収めた公認ガイディング・ライオンが、会長の公認ガイディ

ング・ライオン賞メダルの受賞対象となる。 
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会員開発関連アワード 

会員/クラブ 

キャンパスクラブ・バナーパッチ 
キャンパス・アワード・パッチは、新しいキャンパス・ライオンズクラブをスポンサー

したライオンズクラブに授与される。キャンパス･アワード･ピンは、キャンパス・ライ

オンズクラブを結成したライオンに授与される。受賞者は地区ガバナーが決定する。バ

ナーパッチとピンが新クラブ認証状と一緒に送付される。 

クラブ支部バナーパッチ 
支部をスポンサーしたクラブには、クラブ支部バナーパッチが贈られる。新しいクラブ

支部の結成に際し、クラブ支部連絡員には誉れ高いピンが贈られる。ピンは、授与でき

るよう、バナーパッチと共に親クラブの会長宛てに送られる。 

家族会員バナーパッチ 
結成時に 10 人以上の新規家族会員が入会した新クラブは、家族会員バナーパッチを受

賞する。バナーパッチは新クラブの認証状と一緒に送られる。 

エクステンション・アワード 
エクステンション·アワードは、現職の地区ガバナーの判断により、新ライオンズクラ

ブを結成するにあたり最大の助力をした 2 人のライオンに贈られる。エクステンショ

ン･アワード受賞者として推薦されたライオンは、最初の 5 回のクラブ結成に対しそれ

ぞれ一つのメダルを受け取り、それ以降については 10、15、20、25、30、40、50、75、

100、150 回目のクラブ結成に対してより大きなアワードを受賞する。受賞の対象とし

て認められる新クラブは、結成から 1 年と 1 日が経過し、その時点でグッドスタンディ

ングのクラブである。 

エクステンション・アワードは、クラブ結成者に授与されるべく、地区ガバナーに送ら

れる。感謝状が、エクステンション・アワード受賞者として推薦されたライオンへの贈

呈用に認証状と一緒に送付される。地区ガバナー、新規のチャーターメンバーおよび国

際協会駐在員を除き、転籍チャーターメンバーを含むいかなるライオンも、このアワー

ドを受賞することができる。 

会員キー賞 
既存クラブに入会する新会員をスポンサーしたライオンズに、このアワードが自動的に

交付される。キー賞には 17 段階あり、スポンサーした新会員の数に応じて受賞するキ

ー賞は異なる。 

新クラブ・スポンサー・パッチ 

「New Club Sponsor」（新クラブのスポンサー）という文字が縁に施されている刺繍の

ライオンズ紋章が、新ライオンズクラブをスポンサーしたクラブに贈られる。クラブ旗

に付けることができる。「認識への扉」のモチーフと「Campus Lions Club」（キャン



XVI - 8 

パス・ライオンズクラブ）という文字が縁に施されている刺繍のライオンズ紋章が、キ

ャンパス・ライオンズクラブをスポンサーしたクラブに贈られる。 

スポンサー証書 
新会員をスポンサーしたライオンは、国際会長の署名付きのスポンサー証書を受け取る

ことができる。この証書は、ライオンズクラブ国際協会日本事務所から無料で取り寄せ

ることのできる新会員入会キットに含まれており、入会式の際に授与することができる。

キットを新会員に渡す前に開封し、スポンサー証書を取り出して、スポンサーの氏名を

記入してから、スポンサーに授与する。 

会員満足度向上アワード 
新会員を歓迎するのと同様に、新会員と既存会員が満足しているようにすることが重要

である。クラブの仲間として歓迎されている、居心地がいい、そして地域奉仕に関与し

ていると感じる会員は、長期に渡ってクラブに在籍するだろう。会員が有意義な経験を

していることを会員維持を通じて実証したクラブには、会員満足度向上アワード・バナ

ーパッチが贈られる。 

会員純増を達成して年度を終了したクラブは、会員満足度向上アワードを次の二つの方

法で獲得できる。 

1. 会計年度開始時（7月1日）のクラブ会員数の90%が、会計年度終了時（6月30日）に

維持されている場合。ただし、死亡や転籍は除く。 

2. 会員減少を逆転させた場合。現行年度に先立つ2年間に会員数が純減したものの、6

月30日終了の現行年度では会員数純減｢ゼロ｣を達成したクラブにも、バナーパッチ

が贈られる。 

年間会員増強優秀ラペルピン 
会計年度中 3人以上の会員をスポンサーしたライオンには、年間会員増強会員優秀ラペ

ルピンが授与される。ピンは年度終了後受賞資格のある会員に贈呈できるよう、クラブ

幹事に自動的に送られる。 

年間会員増強優秀バナーパッチ 
会員純増を達成して年度を終了したクラブには、年間会員増強バナーパッチが贈られる。 

マイルストーン・シェブロン・プログラム 
シェブロン賞は、ライオンズの長期にわたる奉仕を表彰するもので、10 年目から 5 年

刻みで 75 年目までの奉仕をたたえ授与される。シェブロンには 2 種類の賞があり、見

た目が少し異なる。一つはクラブ結成時入会のチャーター・メンバーのみに与えられる

チャーター・モナーク・シェブロン、そしてもう一つはモナーク・シェブロンである。 

現行会計年度のシェブロン賞は、地区大会やその他の式典など適切なイベントで授与で

きるよう、第 1 四半期に自動的に地区ガバナー宛てに送られる。 
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クラブ周年記念パッチ 
特別なバナーパッチが、クラブの地域社会に対する長年の奉仕をたたえるために用意さ

れている。パッチは国際会長からの手紙とともに送られる。 

10月及び 4月会員増強賞ピン 
10 月または 4 月のいずれかの月に会員をスポンサーしたライオンはシルバー会員増強

賞ピンを受賞する。10 月および 4 月に会員をスポンサーしたライオンはシルバーとゴ

ールド両方の会員増強賞ピンを受賞する。 

会員増強賞バナーパッチ 
2013～2014 年度より、10 月および 4 月の両方の月に新会員を加えたクラブは、会員増

強賞バナーパッチと年度が記されたパッチを受賞する。その後の年度に繰り返しこの賞

を受賞するクラブには、バナーパッチの下につけられる年度入りパッチが授与される。 
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地区へのアワード 

地区ガバナー・エクステンション賞 
地区ガバナー・エクステンション賞は、地区内でクラブを一つまたはそれ以上結成した

地区ガバナーに授与されるもので、在任年度中に結成されたクラブ数が表記されたピン

が贈呈される。 

地区ガバナー・エクステンション賞は、任期翌年の 6月 1日以降に前地区ガバナーに対

して発行される。賞は、任期中に結成されたクラブの中で、任期翌年の 5 月 31 日の時

点でグッドスタンディングを保っているクラブの数を示す。 

地区家族会員ピン 
地区家族ピンは、年度内に以下の基準を満たした地区ガバナーに授与される。 

 クリスタル 1 個つきのピン - 30 人の新規家族会員が入会するか、全会員の少な

くとも 40%が家族会員で構成される家族ライオンズクラブが１つ結成された地区 

 クリスタル 2 個つきのピン – 30 人の新規家族会員が入会すると共に、全会員の

少なくとも 40%が家族会員で構成される家族ライオンズクラブが 1 つ結成された

地区 

女性会員増強｢奉仕における団結｣賞 
奉仕における団結ピンは、年度内に女性会員数を 25人以上純増させた地区ガバナーに

授与される。 

 

国際会長賞 
親善大使賞 

国際会長は、会長任期中に 35 個までのアワードを贈る。受賞者は、再びこの賞を受け

ることはできない。 

元首メダル 
これは、協会への支持を認めて、国の元首又は政府首席に贈られる。 

国際理事表彰アワード 
国際理事には、協会への奉仕に対する感謝の印として、その任期終了の際にこの賞が贈

られる。 

国際リーダーシップ·アワード 
国際会長の任期中に指導の面で著しい貢献をしたライオンズとレオに、この賞受賞の資

格がある。 
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国際会長功労賞 
国際会長の判断で、市長など地元政府役人に贈られる。 

国際会長感謝状 
協会のために著しい貢献をしたライオンズとレオに、国際会長の判断で贈られる。 

国際会長殊勲賞メダル 
国際会長の判断で、首相(国家元首でない場合)、知事、その他類似の役職にある人に贈

られる。 

名誉勲章 
この賞は、生前たぐいまれな人道的努力をしたライオンズ及びライオンズ以外の人を称

えるものである。国際会長の判断で授与される。 

会長賞 
会長は、その任期中に 775個までのアワードを贈ることができる。 

国際ライオン勲章 
人文学、科学、宗教の分野で優れた貢献をした非専門家を認めるアワードである。国際

会長の判断で贈られる。 



XVI - 12 

LCIF アワード 

100%クラブ支持感謝状 
地区内全クラブが LCIF にドネーションを送った場合に、地区が認められる。 

100%地区会員支持表彰状 
全会員(年度末会員数に基づく)が LCIF に US$20 以上のドネーションをした地区が認め

られる。 

トップファイブ表彰状（会則地域別） 
会計年度において LCIF への寄付額が各会則地域で上位 5 位までの地区に表彰状が贈ら

れる。地区 LCIF コーディネーターにも表彰状が贈られる。各会則地域において会員一

人あたりの平均寄付額が上位 5 位に入った地区とその地区 LCIF コーディネーターにも

表彰状が贈られる。 

トップファイブ表彰状（複合地区別） 
会計年度において LCIF への寄付額が各複合地区で上位 5 位までの地区に表彰状が贈ら

れる。地区 LCIF コーディネーターにも表彰状が贈られる。各複合地区において会員一

人あたりの平均寄付額が上位 5 位に入った地区とその地区 LCIF コーディネーターにも

表彰状が贈られる。 

トップ複合地区表彰状 
寄付総額と会員一人あたりの平均寄付額が各会則地域において最多の複合地区の複合地

区 LCIFコーディネーターに表彰状が贈られる。 

 

トップテン表彰状 
LCIFへのドネーションの額が世界でトップテンのクラブに贈られる。 

トップファイブ・クラブ表彰状 
会計年度中 LCIF への寄付額が各会則地域において上位 5 位のクラブに、表彰状が贈ら

れる。 

LCIF援助の手アワード 
クラブ、リジョン、地区、あるいは複合地区のレベルで LCIF に対する理解を深め、協

力を推進したライオンを称えるための賞である。年間の受賞者数に制限はなく、特定の

人が 1 回以上本賞を受賞することも可能である。アワード受賞者は、LCIF 理事長によ

って決定される。受賞者にはピンが授与される。 
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理事長メダル 
年間の資金獲得目標を達成した地区ガバナー、協議会議長、地区 LCIF コーディネータ

ー、複合地区 LCIF コーディネーターが表彰される。獲得目標は、各受賞レベルの最低

寄付額と、前年度の寄付額に対する年間の増加率に基づく。 

LCIF人類の友アワード 
LCIF のために長年にわたりひときわ優れた貢献をしている選りすぐりのライオンを称

える賞であり、年間の受賞者数は最高 50人までである。本賞は LCIFに多大な財政的支

援をもたらしたか、あるいは LCIF の知名度や認識を高めることに貢献したライオンを

称えるためにある。LCIF 理事長が候補者を承認し、受賞者にはリボンのついた金のメ

ダルが贈られる。個人がこのアワードを受けることができるのは 1回限りである。 

20人の新規メルビン・ジョーンズ・フェロー 
任期中 20 人以上のメルビン・ジョーンズ・フェロー寄付者を出すことに貢献した、ま

たは 20 人以上の個人からメルビン・ジョーンズ・フェロー寄付への誓約を取り付けた

クラブ会長が表彰状を受賞できる。 

地区の資金獲得目標突破 
地区の資金獲得目標を突破した地区ガバナーがピンを受賞できる。この目標は、各年度

用に会則地域別に会員一人あたりの平均寄付額に基づき決められる。 

寄付総額増加 
地区において寄付総額を前年度比で増やした地区ガバナーが表彰状を受賞できる。 

寄付クラブ数増加 
地区において寄付を行ったクラブの数を前年度比で増やした地区ガバナーが表彰状を受

賞できる。 

 

LCIF 表彰 

クラブ楯 
用途無指定で US$1,000 以上の寄付をするクラブには、要請に従って、楯あるいはバナ

ーパッチとシェブロンが送付される。 

献金会員 
US$20、US$50、あるいは US$100 のドネーションをした本人、又は特定の人の名でその

ようなドネーションがあった場合にはその人が、認められる。クラブの全会員が、献金

会員になった時に、それを称えるバナーパッチとシェブロンが、そのクラブに贈られる。 
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100％献金会員 
１会計年度中に各会員が LCIF に少なくとも US$20 の寄付を行ったクラブに、バナーパ

ッチが贈られる。 

企業楯 
LCIFに US$1,000以上を寄付する企業を認めるものである。 

芳名録 
US$100 のドネーションをした本人、又は特定の人の名で US$100 のドネーションがあっ

た場合にはその人が認められる。 

LCIF遺贈 
LCIFを遺産受取人に指定する人が認められる。 

メルビン·ジョーンズ·フェロー表彰 
US$1,000のドネーションをした人、又、ある特定の人の名で第三者が同額の寄付をし

た場合にはその特定の人は、メルビン・ジョーンズ・フェロー（MJF）として認められ

る。メルビン・ジョーンズ・フェローにはラペルピンと氏名の入った楯が贈られる。ク

ラブ会員が一定のレベルのフェローとなった場合、クラブはバナーパッチとシェブロン

を受け取ることができる。また、MJFとなった者の氏名は国際本部の LCIF 展示室にあ

るコンピューター画面に映し出され、さらに各レベルに達するごとに特別なピンを受け

取る。はしか、支援を最も必要とする分野、災害、人道奉仕、視力、青少年の各カテゴ

リーを対象としたドネーションが、メルビン・ジョーンズ・フェローの対象となり得る。 
 

プログレス・メルビン・ジョーンズ・フェロー 
すでにメルビン・ジョーンズ・フェローである場合、プログレス・メルビン・ジョーン

ズ・フェロー（PMJF）によって同フェローシッププログラムにおける更なる昇進をする

ことができる。寄付者は、当初の MJFドネーションに加え続けて行われる寄付

US$1,000ごとに、寄付レベルに応じて異なる PMJFピンをもって新たなレベルの表彰を

受ける。PMJFプログラムには、US$2,000～US$100,000の間の寄付に応じて 100のレベ

ルがある。MJF同様、寄付者は第三者の名前で PMJFのドネーションを行うことができ

る。 
 

100％メルビン･ジョーンズ･フェロー･クラブ 
会員全員がメルビン・ジョーンズ・フェローになったクラブには、約 3 フィート×5 フ

ィート（90 ㎝×150 ㎝）大のメルビン・ジョーンズ・フェロー・バナーが贈られる。す

べての会員がプログレス・メルビン・ジョーンズ・フェローになったクラブには、追加

のバナーが贈られる。クラブ会長にも、この目的用に作られたピンが贈られる。 

記念寄付 
故人を偲んで LCIF にドネーションが送られた(US$25 以上)場合には、寄付者と遺族に

カードが送られる。 
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特別行事 
クラブ又は個人が、クラブ会長の誕生日、親族の記念日など、特別な日を記念して

LCIFにドネーションを送った場合には、指定された人に個人的な領収通知が行く。 

特別表彰 
1 会計年度中に一括で US$1,000 以上の用途無指定寄付を行い、LCIF から他の表彰また

は賞を受けていない場合に、クラブは楯を受け取ることができる。 

 

PRアワード 

下記アワードの詳細については、本マニュアルの PR の章を参照するか、国際本部の PR

及びコミュニケーション部に問い合せる。 

国際会報コンテスト 
クラブ及び地区は、自分たちの最善の会報を 2部、コンテストに出品できる。第 1位及

び佳作 4点入賞者に賞が贈られる。 

国際ウェブサイト·コンテスト 
ライオンズクラブ、地区、複合地区がデザインしてウェブサイトを、このコンテストに

提出できる。第 1位及び佳作 2点入賞者に賞が贈られる。 

 

ライオンズ国際作文コンテスト 
このコンテストに参加する 11歳から 13歳の視力障害を持つ子供に、種々レベルでアワ

ードが贈られる。 

ライオンズ国際平和ポスター·コンテスト 
このコンテストに参加する 11歳から 13歳の子供に、種々レベルでアワードが贈られる。 

Eクラブハウス・バナーパッチ 
Eクラブハウス・プログラムを利用している各クラブにバナーパッチが贈られる。 

 


