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LCIF理事長からのメッセージ

昨年は、LCIFにとって記録的な年となりました。ライオンたちからの惜しみな

い支援、特に視力ファーストⅡキャンペーン（CSFII）へのご協力により、金

額は過去最高を記録し、LCIFは交付金の数とそれによって助けられる人の数を

増やすことができました。LCIFへの献金額の合計は7,846万ドルで、前年比

2,400万ドルの増加、近年と比べても数百万ドルの増加となっています。

LCIFが重要な人道的必要に対して提供した交付金は570件、総額4,093万ドルに

達しました。

また、LCIFは｢フィナンシャル･タイムズ｣が7月に発表した、国連グローバル・

コンパクトとの共同調査の中で、世界ナンバーワンのNGOに選ばれました。

今年度は、LCIFにとって祝福すべきことの多い年でした。CSFIIが大成功のう

ちに幕を閉じた6月、LCIFは40周年を迎えました。また、世界3ヶ年募金キャン

ペーンは歴史的成功を収め、LCIF史上でも最も偉大な勝利となりました。

世界中のライオンと献金者は最低目標額の1億5,000万ドルを上回るために総力

を結集し、結果2億ドル以上を集めました。これらの資金は予防可能な失明と

戦うライオンズの名高いプログラム、視力ファーストを継続・拡大していくこ

とでしょう。

LCIFはこれ以外にも、青少年プログラムや障害、保健に関するプログラムを

通し、多くの人道的援助に取り組んでいます。また、自然災害に対応するライ

オンたちに対しても、LCIFは継続的に助成金を提供しています。非常時救済活

動への資金提供に加え、LCIFでは中国の大地震の後に300万ドルを提供するな

ど、長期の復興活動も支援しています。

LCIFの遂げた成果の報告に目を通したとき、皆さんの心は、きっと私と同じよ

うに、共に成し遂げたことへの誇で満たさ

れることでしょう。LCIFが多くの人々の人

生を変えるための皆様のご助力に、心から

感謝いたします。このように多くの成果を

収められたのは、ひとえに皆さんの変わら

ぬ支援のお陰です。

ともに「われわれは奉仕する」、

2007～2008年度LCIF理事長

ジミー･ロス
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ジミー･ロス前国際会長･理事長、マヘンドラ･アマラスリヤ国際会長･職権委員、アルバート･ブランデル第一副会長、エーバ

ハルト･ヴィルフス第二副会長、ラッセル･サーバーLCIF副理事長、K.G.ラマクリシュナ･マーシーLCIF幹事、重松良次国際理

事･LCIF会計、エルマンノ･ボッチーニ国際理事、Dr.アショク･メータ元国際会長･LCIF理事会アポインティー、アソカデ･Z･グナ

セケラ 元国際理事･LCIF理事会アポインティー

もう一度見えるようにしてもらって、

私の人生は天と地ほど変わりました。

皆さんがしてくださっている全てのこと

に感謝しています。皆さんのプログラ

ムと援助は、人々から切に求められ、

心から感謝されているものです。

アメリカ･オレゴン州、クリスティン



わたしたちは、ナンバー1。

人道奉仕の世界的リーダーとして、ライオンズクラブ国際

財団（LCIF）はライオンズ会員が地域と世界に奉仕する手

助けをします。世界ナンバー1の非政府組織として認められ

たLCIFは、ライオンズクラブ国際協会の公式慈善団体で

す。

わたしたちは、奉仕します。

各交付金は、視力、青少年、障害、保健、そして災害など

に対するライオンズの大規模な人道的事業に資金を提供し

ます。2007～2008年度、LCIFは570件の事業に対して4,093

万ドルの交付金を拠出しました。

わたしたちは、援助します。

LCIFは1968年の創立以来、9,000件、総額6億4,000万ドルを

交付しています。

わたしたちは、全力を尽くします。

LCIFへの寄付は1ドル残さず直接、交付金に充てられます。

わたしたちは、連携します。

LCIFは全ての寄付金を活用するため、地域団体や国際団

体、政府、企業などと提携し、寄付を元の価値以上に引き

上げる努力をしています。

みなさんが、与えてくださいました。

2007～2008年度、LCIFには、視力ファーストIIキャンペー

ンでの歴史的な寄付を含む7,846万ドルの献金が寄せられま

した。これは前年度を2,400万ドル上回る数字です。*

皆さんのご協力に感謝申し上げます！

*寄付金には、受付けた現金と誓約寄付が含まれます。

**金額は全てアメリカ･ドルで表示されています。
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LCIFの概略

大災害援助金
6件/135万ドル

緊急援助金
229件/193万ドル

四大交付金
47件/371万ドル

その他の交付金
69件/589万ドル

一般援助交付金
143件/653万ドル

国際援助交付金
34件/389,229ドル

視力ファースト交付金
42件/2,114万ドル



視力への勝利

2008年の国際大会で、世界中から14,000人以上のライオンた

ちが一堂に会し、LCIFの視力ファースト事業のために2億300

万ドル以上の寄付が集まったことを祝賀しました。ライオン

ズ会員と献金者が、ライオンズとLCIF始まって以来最大の資

金獲得キャンペーンを祝ったのは当然のことです。視力ファ

ーストIIキャンペーン（CSFII)を通して獲得された資金は、

変容する失明の現状に取り組むライオンズ視力ファーストプ

ログラムを継続、成長させていきます。

CSFIIは2005年のライオンズクラブ国際大会にて始動しまし

た。CSFIIの資金獲得活動はライオンズの視力ファーストプ

ログラムへの献身をもっともよく表すものでした。

世界中のライオンズクラブの大部分に加え、多くの企業や政

府機関がこの3ヵ年の世界的キャンペーンに参加しました。

この取り組みによって集められた資金は、ライオンズが20年

以上も前に始めた活動の延長です。

1990年代初頭に視力ファーストプログラムを立ち上げた最初

の資金獲得キャンペーンと併せると、ライオンズは3億4,600

万ドル以上を世界中の持続可能な視力プログラムの為に集め

たことになります。

世界の視力ファースト

視力ファーストIIキャンペーンで集められた資金は、人々の

人生を変えるライオンズの取り組みを継続するためにすでに

用いられています。キャンペーンで獲得された2億300万ドル

のうち、1億ドル以上が白内障、トラコーマ、河川失明症な

どの失明の主要原因を予防･撲滅するプログラムの援助に充

てられます。加えて5,000万ドルが視力障害、緑内障、糖尿

病性網膜症など、視力への新たな脅威と戦う事業に用いられ

ます。残りの5,000万ドル余りは「すべての人に視力を」も

たらすための新しい研究開発やリハビリテーションの援助に

利用されます。

CSFIIの成果

• 2億300万ドル以上を獲得

• LCIF史上最大の財団法人からの献金 ―750万ド

ルを国際保健･教育財団（米国）より獲得

• LCIF史上最大の個人献金 ― 320万ドルをイ

ンドのアルナ･A･オスワルLより獲得

• 世界各国のライオンズクラブの67％が献金

• 10万ドル以上の献金が91件、2万5,000ドル以

上の献金が123件

• 3,400以上のモデルクラブが平均で会員一人

につき最低400ドルを献金

2 より強い礎を築き、よりよい世界をつくる

視力ファーストIIキャンペーン
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すべての人に視力を
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アルナ･A･オスワル

元地区ガバナー

2008年4月、アルナ･A･オスワル夫人の家族はLCIFの歴史上

最大の個人献金である320万ドルの寄付誓約をしました。

彼女はジュフ・ライオンズクラブ（インド・ムンバイ）の

会員で、地区ガバナーを務めた経験があります。

国際保健･教育財団

5月にLCIFは40年の歴史上最大の750万ドルという誓約寄付

を受けました。アメリカの慈善家ケネス･E･ベーリング氏と

その財団、国際保健･教育財団（GHEF）からのものでした。

この献金は、LCIFとGHEFの1,500万ドルの共同事業、「オペ

レーション･グローバル･ビジョン」（OGV）の創設を援助し

ます。

ムーアフィールズ眼科病院

財団信託

2008年3月、LCIFはムーアフィールズ眼科病院財団信託よ

り、400万ドルの献金を受けました。ムーアフィールズはイ

ギリスを拠点とした国際的な眼病治療施設であり、眼科医

療の研究と訓練に指導的な役割を果たしています。この献

金は、ガーナのアクラにあるコレブ眼科病院に新しい施設

を建設するために使われます。

重要な寄付
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LCIFのかつてないチャンス

LCIFは、未だかつてないチャンスを迎え

ています。世界のライオンたちは、これ

までにないほどLCIFの取り組みに関わっ

ています。CSFIIを通してのライオンの惜

しみない努力で、視力ファーストプログ

ラムは予防可能な失明との闘いにおける

リーダーとなり、LCIFは優れた世界的財

団としての認知を確固たるものとしまし

た。また、LCIFとライオンズでなければ

応えられない人道奉仕へのニーズが、よ

りよく理解されるようになりました。

LCIFは、40年以上にわたって恵まれない

人々に人道的奉仕を提供してきました。

視力ファーストプログラムは、財団の人

道事業のほんの一面にすぎません。LCIF

はこの他にも、障害と闘い、災害救済を

し、また青少年の健康と教育を支援して

います。LCIFを通し、ライオンズは地域

社会および国際社会の、早急な、そして

長期的なニーズを満たすための事業を展

開しています。

今はまさに、LCIF、そして世界のライオ

ンにとって素晴らしいときです。LCIFが

ライオンズの奉仕を大きく支援できただ

けではなく、拡大に伴って新たな奉仕の

機会も訪れました。LCIFは財団の拡大の

ためより多くの資金を投じ、その本質的

使命に更に専心する、より強力なLCIF

は、ライオンズのあらゆる側面を変えて

いく力となります。

視力ファーストの新時代

視力ファースト諮問委員会は、視力ファ

ーストプログラムの未来を導く長期計画

を構築しています。この計画は、公共の

アイヘルス事業を見直し、未来のライオ

ンズの取り組みのため、それぞれの疾病

に合った対策を提言するものです。

2002年、世界保健機関（WHO)との提携の

もと、LCIFは375万ドルを出資して小児失

明プログラムを立ち上げました。この資

金により六大陸に30の低所得者優先医療

センターが設置され、7,100万人の子供に

眼病予防、治療、そしてリハビリテーシ

ョンのサービスを提供しています。今

年、LCIFはセンターの拡大と追加設備の

ため、さらに879,000ドルを出資しまし

た。小児失明への取り組みは、常に視力

ファーストプログラムにおける主要優先

事項です。

また、CSFIIで集められた資金からの最

初の6つの交付金が世界各地の事業に割

当てられました。これら6つの交付金に

より、ライオンズはエチオピアでトラコ

ーマと闘い、パラグアイの十分な医療を

受けていない人々に眼科医療を施し、イ

ンドの白内障に取り組み、西アフリカの

人々に眼科医療サービスを届け、東ヨー

ロッパの子供たちに視力を与え、北アメ

リカで屈折異常の未矯正（URE）に取り

組みます。

「今、私は再び新聞を読むことができます。はっきりと見え

る人生は素晴らしいものです。手術の前、私は日々の家事さ

えできませんでした。私の視力を取り戻してくれたライオン

ズにお礼を言いたいです。」

インド白内障患者、バサント･パンダリナス･ハワール



ライオンズの視力ファーストプログラムは、世界中のライオンズクラブと各団体との連携のもと、眼科医療を改善し、何百

万人もの人に失明のない人生を与えるため活動しています。視力ファーストは、白内障手術や視力検査、トラコーマ予防、

河川失明症対策プログラムなど多くの活動を通し、3,000万人以上の視力を守り、また回復させてきました。また、プログラ

ムにより数多くの人々がより良い視力ケアを受けてきました。

ライオンズは、失明予防の世界的リーダーとして確かな地位を築いてきました。平均してたった6ドルあれば、ライオンズは

一人の視力を回復するか失明を予防できます。ライオンズはこのように多くの成果を出していますが、なすべきことはまだ

残っています。もし視力ファーストの取り組みが停止すれば、3,700万人の世界の失明人口は、2020年までに倍の7,400万人

まで膨れ上がるだろうと専門家は見ています。

6 より強い礎を築き、よりよい世界をつくる

視力ファースト

1990年以降の視力ファーストの実績

• 90カ国において総額2億3,100万ドルに

のぼる922件の交付金を支給

• 白内障手術によって750万人の視力を

回復

• 3,000万人の重度の視力低下を予防

• 1,000万回分のジスロマック(Zithromax®)

を配給、トラコーマ対策として25万4,000

件の睫毛乱生症手術を実施

• 1億1,470万件におよぶ河川失明症を治療

• 308の病院/診療所/病棟を建設もしくは

拡張

• 372の眼科センターの設備向上

• 115の施設で経営トレーニングを実施

• 34万5,000名の眼科専門医を訓練

• 世界保健機関（WHO）との協力で30の小

児眼科センターにおける幼児期の失明と

闘う世界初の取り組みを開始、7,100万人

の子供たちに影響

視力ケア
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中南米各国で河川失明症の根絶に成功

熱帯病オンコセルカ（河川失明症）の伝染が、コロンビアで終息しました。この伝染病が全国規模の公衆衛生問題として根

絶されたのはこれが初めてです。LCIFはこの病気の予防と対策のための薬剤を配布するプログラムの加盟組織です。ライオ

ンズはメクチザン （Mectizan®）を配布し、地域社会に投薬の必要性を説明しています。カーター･センター、メルク製薬、

その他の地域パートナーたちと共に、ライオンズは世界で1億1,400万回にのぼる投薬を助けてきました。

ライオンズ 世界視力デー 2007

2007年のライオンズ世界視力デー国際行事はスリランカ･コロンボで催されました。5万人あまりの住民に対し、視力検査が

実施されました。また、必要に応じて眼鏡が支給され、ライオンズ･ギフト･オブ･サイト（視力の贈り物）病院とヘンダラ視

力ファースト病院にて1,500人が白内障手術を受けました。これらの手術はLCIFの資金提供によるものです。これに加え、

ライオンズは小児失明についてのセミナー、視力の保護と回復の重要性に関する市民集会、そして視力ファーストIIキャン

ペーンを支援するウォーキング運動などを開催しました。

KAP調査

2008年、LCIFと国立眼病研究所（NEI）は、全国調査の結果ほとんどの成人が視力を重視しており、また視力障害につながる

深刻な眼病について認識していることが分かったと発表しました。しかし彼らは、こうした病気の検査や治療をいつどのよ

うに受けたらよいのかについては知識を持ち合わせていません。これらの調査結果は、LCIFとNEIが後援した2005年「目の健

康と病気に関する公衆知識･態度及び習慣についての調査」（KAP調査）によるものです。この調査の結果は、緑内障、糖尿

病性眼病、そして加齢性黄斑変性症など、よく起こる眼病について一般の人々に教える必要性を訴えるものです。意識を高

めるため、LCIFではライオンズクラブのための地域レベルの啓蒙プログラムである「ライオンズ･アイヘルス･プログラム」

を開発しました。

トラコーマ治療の重要な節目

ジミー･ロスLCIF理事長が16歳のメセレチェ･ティラフンに1,000万回目となるジスロマック®（アジスロマイシン)を投与した

1月は、LCIFにおけるトラコーマ治療の金字塔となりました。トラコーマは失明を招く疾病であり、ファイザー社が寄贈する

この抗生物質は、トラコーマ対策の主要な戦略となっています。メセレチェは、エチオピアでも最もトラコーマが流行して

おり、1,800万人が危険にさらされていると言われる地域に住んでいます。カーター･センター、エチオピアのライオンズク

ラブ、ファイザー社、エチオピア政府、その他のパートナー組織の代表者たちが共にこの記念すべき瞬間に立ち会い、2012

年までに同地域のトラコーマ撲滅を目指すチームの一員となりました。エチオピアのライオンズは、数々の素晴らしい結果

を生み出すために欠かせない存在となっています。1,000万回目の投薬は、本格的な診療をはじめてたった18ヶ月で行われ、

今、撲滅実現の方角を指し示しています。視力ファーストを通し、LCIFはトラコーマ対策、福祉活動、訓練事業のために数

多くの交付金を提供しています。

「素晴らしい訓練を受けたおかげで、私は学んだことを持ち

帰り、ルワンダの人々のために活用することができます。以

前は眼科医療が存在しなかったところでそれを提供すること

ができるのです。これは、ライオンズなしには不可能だった

ことです。」

マリ、アフリカ熱帯地域眼科研究所（IOTA）の学生、エマニュエル



LCIFの災害支援
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中国を援助

2008年5月、マグニチュード7.4の大地震が中国中部の四川省を

襲い、6万8千人以上が死亡、36万人が負傷しました。ライオン

ズクラブ国際財団と世界各地のライオンは迅速に対応し、300万

ドル以上の資金と救済物資を調達しました。

LCIFは100万ドルを大災害援助金として寄付しました。広東、深

圳、香港、マカオのライオンズは100万ドル以上の資金を調達

し、被災地に行ってテント、薬品、食料などの救済物資を届け

ました。 これに加え、ライオンズは復興作業も援助しました。

中国赤十字との協力で、ライオンズは10台の救援用車輌と救急

車を購入しました。

三つのライオンズ地区と中国ライオンズクラブ連合会（中国獅

子連会）は、緊急および長期的な支援事業を監督するための委

員会を組織しました。

また、LCIFとスウェーデンのライオンズは、ライオンズテント

村の立ち上げと救済活動に当たる人々の仮設シェルターのため

に、テント3,000張を提供しました。

渭城では、ライオンズが1,500人の生徒たちのため、幼稚園と小

学校を再建し、また、800余りの机と椅子、そして文房具を寄付

しました。深圳のライオンズはロンフェンに学校を建てるた

め、三日間連続で運転し、72時間以内に到着しました。彼らは3

60人の生徒のため中国政府と協力して常設学校と寮を建設して

います。さらにライオンズは、地域全体が壊滅したペンファに

ライオンズ村を建てています。平均日給が1ドル以下のこの地域

で、ライオンズは政府と協力し、道路や家、学校、水道を再建

し、ここに住む66家族を助けています。

ライオンズクラブ国際協会は、中国で唯一の公式ボランティア

奉仕組織です。LCIFとライオンズは津波やハリケーン･カトリー

ナに2,000万ドル以上を調達したほか、多くの大規模災害の長期

復興活動を支援しており、災害援助の実績があります。

大規模災害

6月に、ミシシッピ川が氾濫し、米国アイオワ州全土で

大規模な水害が起こりました。4万人以上の住民が何週

間ものあいだ住居を失い、いくつもの町が破壊されま

した。LCIFは緊急のニーズのため、6万ドルの緊急援助

金を提供しました。また、LCIFは10万ドルを大災害援

助金として寄付し、この援助金は二つの高齢者市民セ

ンターの再建に用いられています。

11月に起こったバングラデシュのサイクロンでは、

3,500人以上の人が死亡し、何百万という人が住居を失

いました。LCIFは再建活動のために22万4,000ドルを出

資しました。この活動には、学校の役割も果たす避難

所2軒の建設も含まれています。ペルー中央及び南部で

は、8月の大地震を受けて大きなダメージがありまし

た。LCIFはこれに対し13万6,000ドルを救済費用として

提供し、145軒の家がほぼ完成しています。米国カリフ

ォルニア州における広範囲にわたる山火事の被害に対

しては、LCIFは短期および長期復興活動のために幾つ

かの緊急援助金を出しました。

これに加えLCIFは食料、水、衣服、医薬など緊急要請

のため、毎年総額およそ200万ドルの緊急援助金を交付

しています。
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障害者奉仕

障害をもつ人々への奉仕は、LCIF四大交付金の主要焦点の

ひとつです。四大交付金は、視力･障害･保健･青少年の4つ

の重点分野に関して、大規模な事業への資金を提供するも

のです。LCIFによる身体障害者支援の取り組みの例が、ハ

ビタット･フォー･ヒューマニティーとの共同事業と、スペ

シャルオリンピックス・オープニングアイズ・プログラムで

す。

ハビタット･フォー･ヒューマニティとの連携

による1000軒目の住宅が完成

2008年6月、LCIFとハビタット･フォー･ヒューマニティーの

協力による1,000軒目の住宅が建てられました。この住宅

は、2000年に正式に始まったこの提携プログラムの指標と

なりました。

LCIFはハビタット･フォー･ヒューマニティー･インターナシ

ョナルに、身体的および精神的障害を抱える個人や家族の

ための住居建設のため、1,200万ドルの寄付誓約をしまし

た。LCIFとライオンズ会員からの献金により、世界24カ国

の家族が、新たな自由を手にすることができたのです。

ライオンズは、困っている人々を助けることに真剣です。

LCIFの交付金と、世界中のライオンズの奉仕が、家族たち

に未来への新たな希望を与えています。

オープニングアイズ･プログラム･パートナ

ーシップ

スペシャルオリンピックスライ･オープニングアイズプログ

ラムは2001年に始まりました。以来、LCIFはプログラムを

世界的に拡大するため、1,000万ドルを提供してきました。

10万人以上のアスリートが検査を受け、4万4千人以上が眼

鏡やスポーツゴーグルを受け取りました。8千人以上のライ

オンが、世界中で検査のボランティアをしました。

マヘンドラ･アマラスリヤ国際会長とジミー･ロスLCIF理事

長は、2007年10月に中国で行われた国際政策サミットに

て、世界のリーダーと共に知能障害のある人たちの全面参

加に関する課題と可能性について討議しました。また、サ

ミットではLCIFが2009年10月までオープニングアイズ提携

プログラムを続けるため、100万ドルの寄付を発表しまし

た。

LCIF四大交付金

フォーカス
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ライオンズ･クエスト、世界規模での拡大を

続ける

ライオンズ･クエストは学校をベースとした、積極的かつ総合

的な青少年育成および防止プログラムで、家庭、学校、コミ

ュニティを結び付けます。今日までに、1,100万人以上の青少

年が参加し､また40万人以上の教育関係者やその他の大人がプ

ログラムを実施するための訓練を受けてきました。ライオン

ズ･クエストは社会スキル、感情スキル、人格教育、前向きな

振る舞いとサービスラーニング教育を通し、確固たる人格を

もった有能で健全な若者を育て上げるものです。LCIFは地域

の学校でこのプログラムを実施または拡大できるよう、ライ

オンズの各地区に交付金を提供しています。

LCIFはアメリカ国務省との良好なパートナーシップを拡大し､

中央及び東ヨーロッパにおけるライオンズ･クエスト実施のた

め、二度目となる100万ドル以上の5ヵ年契約を受けました。

さらにLCIFは、米州機構（OAS）ともパートナーシップを広

げ､中南米におけるライオンズ･クエストの薬物乱用予防活動

を増加させました。

2008年ライオンズ･クエストの主な実績

• オーストラリア、バングラデシュ、メキシ

コでのプログラムが加わり、50カ国に拡大

• カリフォルニア州教育省およびカリフォルニ

ア児童健全育成教材センターより表彰

• ラトガース大学の社会感情学習研究室と「安

全かつ市民的学校を建てる（DSACS）運動」

との協力でサービスラーニングのワークショ

ップを開催（参加した学校地区における社会

感情学習の条件を改善するための地域教材づ

くりを目的とする）

• 青少年のアルコール･その他のドラッグ乱用

防止を促す地域社会の結束を強めるため、ア

メリカ地域反ドラッグ連合会（CADCA）に加

盟

「仲間の圧力に負けないこと、自分の行動の責任を取ること

など、ライオンズ･クエストで学んだことを無意識に実践す

るようになりました。」

ドイツ･ラインスタド、マリウス



12 より強い礎を築き、よりよい世界をつくる

国際援助交付金（IAG）

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

が共同で事業にあたる際、5,000ドルから3万ドルの資金を提供す

るものです。

IAGは、基本的な医療、教育と識字、飲み水と衛生管理、農村開発

と自給プログラム、視力その他の障害者支援、そして環境保護事

業を援助します。また、ライオンズの国際使節団や、ライオンズ

の眼鏡再生センターの取り組みにも交付されます。

交付金

日本

3万ドルの交付金が､日本からフィリピンに向かう34回目のライオ

ンズ医師団派遣援助のため支給されました。 日本334E地区のライ

オンズは、フィリピン301D2地区ライオンズの協力のもと、マニラ

に行き医療検査を実施しました。この派遣により、一万人以上の

人が恩恵を受けました。

韓国

マレーシア308A2地区コタ･キナバル･ホストライオンズクラブは、

韓国354D地区とソウル･ハナムライオンズクラブとの協力により、

二つの農村に住む人々に、水道と、より良い生活をもたらしまし

た。LCIFはこれらライオンズの出資に対し、2万ドルの交付金を拠

出しました。

一般援助交付金は、大規模な人道事業に対し

て認められるもので、もっとも一般的な交付金です。

LCIFはライオンズの人道事業の拡大または開始を目的

として、最大7万5,000ドルを拠出します。一般援助交

付金は、移動検診車、ホスピス、養護施設、医療診療

所や眼科診療所、ストリートチルドレンのための住

居、盲人や障害者のための施設、そして開発途上国の

学校などを援助してきました。

ウルグアイ

ウルグアイの最遠隔都市の一つに位置するアルティガ

ス病院にCATスキャンを購入するため、5万ドルの交付

金が用いられました。このCATスキャンは地域の医療

サービスを強化し、毎年1,000人以上の人を救うこと

になるでしょう。

ニュージーランド

ニュージーランド202J地区のライオンズは、5万ドル

の交付金を利用して、地域の癌患者の家族のための宿

泊施設を建設、設備しました。年間およそ1,000人の

患者とその家族がこの新しいライオンズ宿泊施設を利

用します。

米国ケンタッキー州

LCIFからの交付金2万190ドルで、キャンプ･クレッシ

ェンドのトイレ設備を改装しました。障害を持つ子供

たちのためのこのキャンプは、年間およそ2,500人が

利用します。
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パートナー/寄付者

LCIFは、ライオンズの人道主義的な使命の助成と資源の

強化を支援していただいている以下のパートナーに深く

感謝いたします。また、これらパートナーのご支援によ

り、LCIFはフィナンシャルタイムズ紙の独自調査におい

て、提携可能なNGOとして世界第一位に指名されるに至り

ました。パートナーは、世界中の恵まれない人々のより

良い暮らしのため、私たちと献身の精神を共にしていま

す。

アルコン

アラガン社

カーター･センター

アメリカ地域反ドラッグ連合会（CADCA）

コンラッド･N･ヒルトン財団

イーラーリリー社

エシロール･オブ･アメリカ

国際保健･教育財団（GHEF）

ハビタット･フォー･ヒューマニティー･インターナショナ

ル

ジョンソン･アンド･ジョンソン･アジア･アンド･コーポレ

ーション

レンズ･クラフターズ

メルク社

ムーアフィールズ眼科病院財団信託

国立眼病研究所

米州機構米州麻薬乱用取締委員会

ファイザー社

レクストン社

スペシャルオリンピックス･インターナショナル

アメリカ合衆国国際開発庁

アメリカ合衆国国務省

ウーマン・アイ･ヘルス

世界保健機関（WHO)

献金増加率上位25地区

地区 国 増加率（％）

H-3 ペルー 8802

LC-4 ブラジル 5458

315-B4 バングラデシュ 4762

121 ポーランド 3383

305-N1 パキスタン 1714

LD-6 ブラジル 1668

LB-1 ブラジル 1637

S-2 ボリビア 1428

S-1 ボリビア 1403

D-4 コスタリカ 1364

107-F フィンランド 1351

B-8 メキシコ 1307

315-B2 バングラディシュ 1260

300-F MD300、台湾 1197

LD-2 ブラジル 1046

R-3 ドミニカ共和国 973

124 ルーマニア 968

321-C1 インド 948

T-4 チリ 918

323-G2 インド 903

103-CC フランス 834

51-C プエルトリコ 823

B-2 メキシコ 702

308-B2 マレーシア 689

324-D2 インド 679

2007～2008年度献金額上位25地区

地区 国 献金額（USドル）

334-A 日本 1,603,306

330-A 日本 1,220,567

335-B 日本 975,991

336-A 日本 936,527

337-A 日本 931,911

354-D 大韓民国 841,597

335-C 日本 771,906

330-B 日本 730,228

336-C 日本 689,817

333-A 日本 665,238

333-C 日本 650,688

336-B 日本 618,308

336-D 日本 606,043

331-A 日本 546,792

334-B 日本 539,079

111-BS ドイツ 536,320

354-B 大韓民国 517,232

334-D 日本 511,610

337-C 日本 502,332

334-C 日本 492,268

337-D 日本 482,235

330-C 日本 466,938

355-D 大韓民国 465,930

355-A 大韓民国 462,554

108-IB1 イタリア 437,531

「ライオンズ会員の一人として、皆さんの

成功を非常に誇りに思います。私の人生で

最も喜ばしいパートナーシップの一つでし

た。」

元アメリカ大統領、ノーベル賞受賞者ジミー･カーター

(ライオンズとLCIFの視力ファーストプログラムを指して)
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LCIFへの支援

奇跡を起こす

2007～2008年度MJF

22,994

MJFの総数

284,875

2007～2008年度の累進MJF

10,079

累進MJFの総数

51,045

100パーセントMJFクラブの総数

216

メルビン･ジョーンズ･フェロー･プログラムはライオンズクラブ国際協会の創設者、メルビン･ジョ

ーンズにちなんで1973年に設立されました。メルビン･ジョーンズ･フェロー（MJF）の称号はLCIFに1,000ドルの献金を行っ

た個人を称えて贈られます。こうした献金は人道的な奉仕への著しい献身を示すものであり、LCIFが奉仕で奇跡を起こす手

助けをするものでもあります。1,000ドルの献金を繰り返す度に、累進MJFの上位レベルが与えられます。累進プログラムに

は100の レベルがあります。年度中にすべての会員がMJFとなったライオンズクラブは、100％MJFクラブとなります。

LCIFを支援する方法は他にもたくさんあります。理事長と行くLCIFクルーズは、財団のための年次クルーズです。過去10年

間、世界中のライオンズがLCIF理事長と共にクルーズを楽しみました。献金会員プログラムは、年度初頭に献金を行った会

員を表彰するもので、 20ドル、50ドル、100ドルの3つのレベルに分けられます。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。あらゆる規模、あらゆるタイプの計画寄付を行うライオンズ会員はライオンズ遺贈プログラムに参加で

きます。 遺志による遺産贈与、もしくは生涯継続贈与を決めた会員を称えるため、LCIFは遺贈クラブを立ち上げました。

マッチング･ギフト･プログラムを活用すれば、雇用者にライオンズと同額の献金を行わせることで、寄付額を大きく増やす

ことができます。 また、GiveBackAmerica.orgでオンラインショッピングすれば、毎回LCIFに貢献することができます。

LCIFの世界的な取り組みを支援する詳しい方法については、www.lcif.orgを参照するか、630-468-6892までお問い合わせく

ださい。また、クレジットカードによる寄付はwww.lcif.org/donateにてオンラインで受付けております。
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財務状況報告書2008年6月30日終了年度

遺贈による

用途無指定 用途一時指定 用途永久指定 計

収入、収益およびその他の寄付金

寄付金

一般寄付金 $ 2,970,782 $ 3,242,337 $ – $ 6,213,119

視力ファーストIIキャンペーン寄付金 – 72,253,231 – 72,253,231

正味遺贈年金 – (3,796) – (3,796)

ライオンズ･クエスト収入 789,372 – – 789,372

投資収入 (18,992,486) – – (18,992,486)

正味為替差益 250,737 – – 250,737

用途指定条件が解除された純資産 29,519,264 (29,519,264) – –

収入、収益およびその他の寄付金 合計 14,537,669 45,972,508 – 60,510,177

支出および損失

プログラム関連支出

交付金

視力ファースト（$1,258,965の交付金の正味調整額、 23,218,016 23,218,016

および$413,611の割引調整額）

一般援助交付金（$160,941の交付金の正味調整額） 6,371,771 – – 6,371,771

四大交付金（$74,061の交付金の正味調整額、 3,595,653 3,595,653

$35,710の割引）

緊急援助金（$134,524の交付金の正味調整額） 1,790,476 – – 1,790,476

国際援助交付金（$13,592の交付金の正味調整額） 375,637 – – 375,637

用途指定援助交付金（$20,783の交付金の正味調整額） 5,636,756 – – 5,636,756

大災害援助金 1,350,000 – – 1,350,000

人道主義大賞交付金 200,000 – – 200,000

主要国裁縫しプログラム交付金 29,840 – – 29,840

奉仕プログラム支出

視力ファースト 2,440,431 – – 2,440,431

ライオンズ･クエスト 1,247,966 – – 1,247,966

その他 656,896 – – 656,896

プログラム関連支出 合計 46,913,442 – – 46,913,442

その他の支出

運営費 4,472,462 – – 4,472,462

広報費 8,403,932 – – 8,403,932

その他の支出 合計 12,876,394 – – 12,876,394

支出および損失 合計 59,789,836 – – 59,789,836

当期収支差額 (45,252,167) 45,972,508 – 720,341

期首純資産合計 215,042,603 70,881,847 1,643,442 287,567,892

期末純資産合計 $169,790,436 $116,854,355 $1,643,442 $288,288,233
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ライオンズクラブ国際財団

財務状況報告書

2008年6月30日

資産の部 2008 2007

現金および同等物 $ 28,011,123 $ 12,977,052

受取勘定 154,075 263,937

誓約金受取勘定 16,807,697 5,027,711

米国外ライオンズ地区未収金 2,970,493 1,042,997

ライオンズ国際協会未収金 2,095,710 3,392,528

未収利子等 1,787,645 1,206,788

在庫品、

2008年純貯蔵品$239,345

および2007年$388,048 922,533 922,477

投資 288,331,359 308,497,467

有形固定資産および備品 1,873,061 2,756,188

グッドウィル 943,839 982,755

その他の資産 467,513 494,214

資産合計 $344,435,048 $337,564,114

負債および正味財産

未払金 $ 608,142 $ -

買掛金 20,910 14,972

交付金未払金 55,198,569 49,730,943

事前贈与年金預り金 319,194 250,307

負債合計 56,146,815 49,996,222

純資産

用途無指定資産 169,970,436 215,042,603

用途一時指定資産 116,854,355 70,881,847

用途指定資産 1,643,442 1,643,442

正味財産合計 288,288,233 287,567,892

負債および正味財産合計 $344,435,048 $337,564,114

ライオンズクラブ国際財団

キャッシュフロー報告書

自2007年7月1日至2008年6月30日

2008 2007

運営活動からの

キャッシュフローと

純資産変動 $ 720,341 $ 49,740,293

運営活動からの

キャッシュフローと

税引前資産との調整

減価償却費および減耗償却 951,344 1,016,823

純実現及び未実現

投資損益（利益） 35,354,314 (36,481,742)

運用資産

及び負債

受取勘定 109,862 5,081

未収純誓約金

未収利息 (580,857) (101,164)

米国外ライオンズ地区未収金 (1,927,496) (644,388)

在庫 (70,056) (325,697)

買掛金及び

未払金 614,081 (12,825)

未払交付金 5,467,626 1,265,799

事前贈与年金預り金 68,887 18,294

ライオンズクラブ国際協会

への諸費用 1,296,818 (2,056,063)

運営活動からの

純キャッシュ 30,224,878 9,973,606

投資活動からの

キャッシュフロー

投資資金 (15,188,207) (6,541,507)

有形固定資産の純増

(建物及び設備) (2,600) (41,882)

投資活動からの現金 (15,190,807) (6,583,389)

現金及び現金同等物の増加 15,034,071 3,390,217

現金および同等物期首 12,977,052 9,586,835

現金および同等物期末 $28,011,123 $ 12,977,052
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