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今年度もライオンズクラブ国際財団 (LCIF) をご
支援いただいた皆様に心より感謝申し上げます。
今年度も当財団は大きな成果を上げ、世界中の人
々に奇跡を実現してきました。皆様のご支援によ
り、エクアドルのゴメスさんの視力が回復し、ラ
イオンズクエストを通じてイワンさんがライフス
キルを学び、ハイチのイマキュラさんに被災者用
住宅が提供され、オーストラリアのケイトさんが
自立できるようになりました。
 このような多くのプロジェクトは、パートナー
の皆様のご協力なくしては成し得ませんでした。
様々な組織、企業、非政府組織が私たちとビジョ
ンを共有してくださいました。私たちはライオン
ズの理想を共有できる人々と連携し、財政的支援
あるいはプロジェクトへの協力という形で、支援
を必要とする人々に共に奉仕します。
 今年度は、未矯正の屈折異常におけるエシロー
ル社、小児白内障治療・予防におけるボシュロム
小児眼科研究所、はしか予防におけるビル＆メリ
ンダ・ゲイツ財団など様々な新たなパートナーシ
ップによって私たちの取り組みが一層強化されま
した。来年度実施されるプログラムでも、このよ
うな新たな協力関係が構築されるでしょう。
 ライオンズメンバー、パートナー、寄付者の
皆様のお陰で、LCIF は連携を望む世界の非政府
組織の第一位に挙げられています。私たちは、寄
せられた寄付金の活用にも責任を持って取り組ん
でいます。
 世界中の人々にさらなる奇跡を起こせるよう、
今後も当財団をご支援いただきますようお願いい
たします。

「われわれは奉仕する」を共に実践いたし
ましょう。
 

アル・ブランデル
2009-2010 年度 LCIF 理事長 

理事長からのメッセージ
人々に奇跡を

LCIF はハイチの人々に避難所を提供しています。

中国、四川省の数百もの家族が新居の鍵を受け取っています。

LCIF はクリントン・グローバル・
イニシアチブに参加しています。

ブルキナファソの児童養護施設は、
HIV/エイズに感染した乳幼児を受
け入れています。
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われわれは、心を配ります。われわれは、奉仕します。
われわれは、成し遂げます。
私たちの人道奉仕プログラムは、視力を保護し、青少年を育成し、災害救援を提供し、障害者を支援しま
す。当財団は、国際社会及び地域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。
ライオンズクラブ国際財団 (LCIF) は、ライオンズクラブ国際協会の慈善部門です。

皆様のご支援に感謝します
私たちはナンバーワンです。LCIF は人道支援における世界のリーダーです。フィナンシャル･タイムズ紙の
独自調査によると、財団は連携を望む非政府組織の第一位に挙げられています。

2009-2010 年度の成果:

v 161 件、総額 155 万ドルの災害交付金により、
11 万 8,050 名が災害支援を受けました。

v 127 件、総額 507 万ドルの一般交付金によって、
学校の整備、病院設備、障害児用運動場の建設
を含む数百のプロジェクトが行われ数百万人が
その恩恵を受けました。

v 37 件、総額 1,028 万ドルの視力ファ
ースト交付金により、107 万人の視力
が改善されました。

v 30 件、総額 244 万ドルの四大交付金
を受けたライオンズクエストに 20 万
人の青少年が参加しました。

v 36 件、総額 44 万 5,210 ドルの国際
援助交付金により、2 万 3,569 人に
清潔な飲料水が提供されました。

v 35 件、390 万ドルの交付金により、
数え切れないほど多くの人々の生活
が改善されました。

私たちは、希望をもたらします。 
交付金によって、視力保護、青少年奉仕、障害者支援、保健向上、災害援助などの大規
模なライオンズの人道支援プロジェクトに資金が提供されます。2009-2010 年度、LCIF 
は 426 件のプロジェクトに 2,436 万ドルを交付しました。

私たちは、人道支援プログラムを実施します。 
私たちのプログラムは、視力を保護し、青少年を育成し、災害支援を提供し、障害者を
支援します。 

私たちは効率的です。 
当財団への寄付全額が支援を求める人々のためのプロジェクトに直接充てられます。
財団の運営経費は、投資によって得られた収益で賄われます。

パートナーシップが私たちの影響力を高めます。 
LCIF に寄せられた寄付金を無駄なく活用するため、LCIF は地域や国際組織、政府、企業
などと連携し、寄付金額以上の成果を上げる努力をしています。

皆様のご支援が重要です。 
2009-2010 年度、LCIF に寄せられた寄付金は総額 3,430 万ドルでした。* 

ご協力に感謝いたします。
*寄付金には、受け付けた現金と誓約寄付が含まれます。金額は全て米ドルで表示されています。

私たちは、希望をもたらします。 
交付金によって、視力保護、青少年奉仕、障害者支援、保健向上、災害援助などの大規
模なライオンズの人道支援プロジェクトに資金が提供されます。2009-2010 年度、LCIF 
は 426 件のプロジェクトに 2,436 万ドルを交付しました。

私たちは、人道支援プログラムを実施します。 
私たちのプログラムは、視力を保護し、青少年を育成し、災害支援を提供し、障害者を
支援します。 

私たちは効率的です。 
当財団への寄付全額が支援を求める人々のためのプロジェクトに直接充てられます。
財団の運営経費は、投資によって得られた収益で賄われます。

パートナーシップが私たちの影響力を高めます。 
LCIF に寄せられた寄付金を無駄なく活用するため、LCIF は地域や国際組織、政府、企業
などと連携し、寄付金額以上の成果を上げる努力をしています。

皆様のご支援が重要です。 
2009-2010 年度、LCIF に寄せられた寄付金は総額 3,430 万ドルでした。* 

ご協力に感謝いたします。
*寄付金には、受け付けた現金と誓約寄付が含まれます。金額は全て米ドルで表示されています。
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6 人々に奇跡を

私たちは青少年を支援します。

青少年育成プログラム 25 周年
今年、ライオンズクエストは健全な青少年の育成プログラ
ム 25 周年を迎えました。このプログラムは、60 カ国、
1,200 万人の学生に奉仕してきました。LCIF とライオンズ
は地域社会における青少年の支援に長年取り組んでいま
す。ライオンズクエストを通じて、ライオンズは世界中で
健全な青少年の育成に貢献しています。

優秀なイワン君
イワン・ヴィラヴェルデ君はかつては優秀な生徒ではあり
ませんでした。反抗的で授業にもあまり集中していません
でした。しかし、ライオンズクエストのおかげで、イワン
君をはじめとする何百人ものパラグアイの学生が優秀な成
績をおさめるようになっています。ライオンズクエスト
は、青少年のために学校、地域社会、家族の協力関係を構
築します。 
 「彼は両親が子供の教育に積極的に関わった模範例です」とイワン君のラ
イオンズクエスト教師を務めるリリアン・モンタニア先生が話します。彼の
母親ウルスリナ・デ・ヴィラヴェルデさんがかつては少しやんちゃだったと
認める息子が、現在では優秀な生徒になっています。

世界規模での展開
青少年育成に関わって四半世紀を迎えるライオンズクエスト・プログラム
は、世界中で広がり続けています。今年、LCIF の交付金を受けて、新た
にブルガリア、モーリシャス、フィリピンの 3 カ国がプログラムを実
施しています。 

シカゴにおけるプログラムの発展
米国、イリノイ州シカゴの公立学校でのプログラムに、バンク・オブ・アメ
リカから 1 万ドルの資金が提供されました。シカゴの公立学校（CPS）で
実施されているこのプログラムの成果を受けて、バンク・オブ・アメリカ、
シカゴ支店がプログラムへの資金援助を行いました。CPS では、高校の卒
業率が 50 パーセント程度であり、同学年の標準的な成績を満たす、あるい
は上回る生徒は 3 分の 2 以下となっています。交付金により、ライフスキ
ルを習得する必要のある、より多くの生徒にライオンズクエストへの参加の
機会が与えられます。

バーモントのヒーロー
「青少年は、地域社会で支援を求める人々に奉仕する能力に長けています」 
と LCIF アル･ブランデル理事長は語ります。「青少年とライオンズクラブ
が協力して成し得る成果をフード・フロム・ハート・プロジェクトが示して

「青少年は、地域社会で
支援を求める人々に奉仕
する能力に長けています」   

– アル･ブランデル

リリアンさんとイワン君、パラグアイ
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います」 
 米国、バーモント州ラットランド市立小学校 3 年生のあるクラスとピッツフ
ォード・ライオンズクラブが協力し、ライオンズクエストの後援で開催された地
域のヒーローコンテンストに参加しました。生徒たちは、学校の授業に加えてラ
イオンズクエスト・プログラムの奉仕実習に定期的に参加し、地域社会での奉仕
活動を行っています。
 ライオンズと生徒たちは食料の寄付を募る共同奉仕プロジェクト「100 日間
フード・ドライブ」によって、1,240 ポンドの食料を集めました。集まった食料
は地域の食料配給所に寄付され、支援を求める人々に配布されました。コンテス
ト優勝者を表彰するためブランデル理事長がライオンズクラブと 3 年生のクラ
スを訪問し、奉仕への彼らの取り組みを称えました。

ノルウェーの卓越した成果
ノルウェーで子供たちの問題行動を防止し社会技能を向上させたライオンズクエ
ストが、教育省教育訓練局による最高の評価を受けました。ノルウェーで評価の
対象となった 30 のプログラムのうち 10 のみが効果が立証されたプログラム
として高く評価されました。

アンジェラ： 優秀教育者 

「怒りに対処してより良い人間関係を築くためのスキルを教えてくれたライオ
ンズクエストによって、私たちの学校の生徒は地域社会の一員としての自覚を
持つことができました」とアンジェラ・トロッパさんは話します。彼女は、ラ
イオンズクエスト最優秀教育者賞候補に挙げられていました。米国、イリノイ
州スプリングフィールドのフェアビュー小学校でソーシャルワーカーを務める
トロッパさんは、ライオンズクエスト・プログラムの実績を評価されて候補に
選ばれました。教育者賞は、全米で健全な青少年の育成に携わる教育者の功績
を称えるために設立されました。 

学力の向上

中途退学者の減少

愛校心の向上

麻薬、飲酒、喫煙の低下

奉仕意欲の向上 

意思決定スキルの向上

暴力の減少

3

3

3

3

3

3

3

ライオンズクエストの効果

EDUCATOR
AWARD

日本 ノルウェー アンジェラ・トロッパさん、 
米国イリノイ州
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n 102 カ国、1005 件、2 億 4,100 万ドルの交付金を
拠出

n 白内障手術によって 768 万人の視力を回復

n 3,000 万人の重度の視力低下を予防

n 数億人のために眼科医療を向上

n 1 億 3,700 万件の河川盲目症を治療

n 315 の眼科病院/診療所/病棟を建設もしくは拡張

n 389 の眼科センターの設備改善

n 186 の施設で運営トレーニングを実施

n 65 万 9,000 人の眼科医、眼科専門看護士、その他の
眼科医療関係者、村の保健医療担当者を訓練 

n 世界保健機関との協力で小児失明を防ぐ世界初の取
り組みを開始 35 の小児眼科センターを設立または
充実し、1 億 1,200万人の子供たちの生活を改善

私たちの実績

3,000 万人を越える人々の視力保護
アリゾナのエヴェリンさん、カメルーンのハッサンさん、中国のフア
ンさん、アルゼンチンのコリアさんなど、3,000 万人以上の人々の視
力が視力ファーストによって改善されました。
 1990 年に開始された視力ファーストプログラムは、20 年間にわ
たり世界中で視力を保護し失明を予防してきました。視力ファースト
プログラムは、医療が不十分な地域社会で失明や視覚障害を防ぎ、失
明者や視力障害者を支援するため、持続可能な眼科医療体制を構築し
ています。ライオンズは、地元の保健当局、眼科医療専門家、他の非
政府組織と協力して視力ファーストプロジェクトを構築・運営してい
ます。
 2 つの資金調達キャンペーンを通じて、ライオンズは視力ファース
トプログラムに 4 億 1,500 万ドルを拠出しています。平均約 6 ドル
で一人の視力が回復される、あるいは失明を回避することができ
ます。
 このプログラムは年を追うごとに拡大し続けています。今年度、視
力ファーストは中央アフリカ共和国とブルンジ共和国でプロジェクト
を開始しました。 

私たちは視力を守ります。

ゴメスさんの失明を予防
「両親は既に亡くなっていますが、 目を小さな虫に刺されたため、二人とも
失明していました。現在、状況は大きく変わりました。今では失明した人を
ここで見かけることは滅多にありません」 とゴメス・パトリシオさんが語り
ます。ご両親と同じ運命をたどる心配はもはや彼女にはありません。南北ア
メリカ大陸において、エクアドルはオン
コセルカ症 (河川盲目症) の感染に歯止
めをかけた 2 番目の国です。
 これは、ライオンズや感染発生国の
ボランティアを含む地域に根差したパー
トナーシップとして南北アメリカ大陸で
実施されたオンコセルカ症根絶プログラ
ムの成果です。LCIF では、資金援助を
行うと共に、市民レベルの奉仕活動を通
じてこのパートナーシップを支援し、オ
ンコセルカ症に関する教育や投薬を行っ
ています。当財団は、この病気の抑制と
根絶のために世界中で 1 億 3,700 万錠
のメクチザン® の投与を支援しました。

8 人々に奇跡を

エヴェリンさん、米国アリゾナ州
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ニコールさんの視力回復
「ライオンズが視力を取り戻してくれます」と 63 歳のニコールさんが話します。彼女は
地域で検査を受け、コンゴ民主共和国マシナ眼科センターで治療を受けるよう紹介され
てきました。2009 年 10 月に開設されたこのセンターでは、眼科医 12 人、白内障外科医 

40 人、眼科臨床医 140 人、さまざまな補助プロジェクトに携わる地域ボランティア 

300 人、講師 4 人に毎年研修を実施します。320 万ドルの交付金を承認した LCIF 同様に
ドイツの複合地区 111 もこのプロジェクトに惜しみない資金援助を行いました。

地域で検査を受け、コンゴ民主共和国マシナ眼科センターで治療を受けるよう紹介され

40 人、眼科臨床医 140 人、さまざまな補助プロジェクトに携わる地域ボランティア 

300 人、講師 4 人に毎年研修を実施します。320 万ドルの交付金を承認した LCIF 同様に

グラント君の木
「ママ、木にトゲみたいなものがついてるよ」と尖った松の葉を初めて見たグラント君は言
いました。当時 4 歳のグラント君には、検査の結果、弱視になりかねない視力の問題がある
ことがわかりました。医師は、治療を受ければ彼は正常視力に戻り、眼鏡の必要はなくなる
だろうと診断しました。今年、グラント君は LCIF の 2001-2009 四大交付金プログラムであ
る視力検査プログラムによって検査を受けた 100 万人目の児童になりました。
 「ライオンズには深く感謝しています。グラントは何の問題も訴えていなかったので、私
たちは全く気付いていませんでした。治療を受けず、問題が発見されていなければ、彼は 9 歳
までに失明していたかもしれません」とグラント君の母、ジャナン・ラスタンさんが話し
ます。 

ハンダパンゴダージュ君の視力
ハンダパンゴダージュ・ドン・ラシル・ハリタ・ペレラ君は、スリランカ、パナドゥラに
ある 4 年生の教室の黒板が見えるようになりました。「サイト・フォー・キッズ」による
学校での視力検査を受けるまで、彼は自分の視力が悪いとは気付いていませんでした。
彼は治療を受け、眼帯によって視力が良い方の目とほぼ同程度に回復しました。眼鏡もラ
イオンズから無償で提供されました。
 彼は「サイト・フォー・キッズ」の恩恵を受けた 1,000 万人の子供たちの一人です。
2002 年に開始されたこのプログラムは、ジョンソン・エンド・ジョンソン社と LCIF が
協力して実施しています。現在までに、ジョンソン・エンド・ジョンソン社がこのプログ
ラムに提供した資金は 155 万ドルに上っています。検査を受けた 1,000 万人の子供たち
のうち、27 万 5,000 人がさらに詳しい検査を受けるための医師を紹介され、7 万 5,000 人
が眼鏡の配布を受け、5 万 5,000 人が様々な眼病の治療を受けました。

ジーさんの充実した生活
目の包帯がはずされたジー・サンさんは、感激の涙を流し、感謝を表しました。このチベ
ットの 77 歳の女性は、視力ファースト中国アクション（SFCA）によって視力が回復され
た 500 万人の一人です。サンさんは白内障によって 5 年前に失明し、8 歳の親戚の女の子の
世話にならざるを得ませんでした。しかし、SFCA による無料の手術を受けてサンさんは
視力を回復し、再び充実した生活を送ることができるようになりました。16 年以上にわた
り、中国政府および衛生部と協力した LCIF は、世界で最も人口の多いこの国で眼科医療設
備を構築し、眼科医療インフラの充実に取り組んできました。
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10 人々に奇跡を

自立支援
ライオンズクラブ国際財団では、障害者支援も行っていま
す。財団では、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に資金援助を行い、心身両
面の福祉支援を行っています。LCIF は障害者の自立支援
に取り組んでいます。

ケイトさんの金メダル
「オープニングアイズ・プログラムへの参加によって、
これまで近視と診断されていたケイトが実は遠視だったこ
とがわかりました。オープニングアイズは私たち家族にと
って非常に重要なプログラムでした」とケイトさんの父、
グレッグ・シモンズさんが語ります。新しい眼鏡を受け取
った後、ケイトさんはテニスと水泳で金メダル 1 個、銀メ
ダル 2 個、銅メダル 2 個を勝ち取りました。
 スペシャルオリンピックスと提携したオープニングアイ
ズ・プログラムによって、ケイトさんを
含む 85 カ国、20 万人の選手の視力が改
善されました。オープニングアイズ・
プログラムでは、スペシャルオリンピッ
クスの選手に視力検査を行い、眼鏡や治
療を提供しています。LCIF はこのプログ
ラムに 1,100 万ドルを拠出し、世界中の
ライオンズが時間を割いてボランティ
アとして視力検査に参加しています。
今年、このパートナーシップが 10 周年
を迎えます。

私たちは障害者を支援します。

LCIF は障害者の自立支援
に取り組んでいます。
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企業 & 政府パートナー:

アルコン
バンク・オブ・アメリカ
ボシュロム小児眼科研究所
クリントン財団
エシロール
ジョンソン・エンド・ジョンソン・
アジア太平洋ビジョンケア
メルク
ヌール・ドバイ
米州機構・全米麻薬濫用取締委員会
レクストン
アメリカ合衆国国際開発庁
アメリカ合衆国国務省

提携機関:

アメリカ地域反ドラッグ連合会
国立眼病研究所
スペシャルオリンピックス・インターナシ
ョナル
世界保健機関

奉仕への連携
世界中のライオンズクラブメンンバーの惜しみない支援に加えて、LCIF は多くの大切なパートナーに感謝します。

LCIF のパートナーのお陰で、ライオンズは世界各地で、視力保護、障害者支援、青少年支援、災害援助などの人道支
援を行うことができます。
過去、現在、そして未来のパートナーに、LCIF および世界 206 の国と地域の 135 万人のライオンズネットワークへのご

協力を感謝します。私たちが連携することで、地域社会や国際社会へのより良い奉仕を実現することができます。

取り組みの強化
LCIF は、ライオンズの人道主義的使命の促進およびその資源の強化を今年度も支援して下さった下記のパートナーに深
く感謝いたします。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 紙の独自調査で、連携を望む非政府
組織の世界第一位に挙げられています。私たちは、人道的精神と生活の改善に対する献身的な精神をパートナーと共有し
ています。

12 人々に奇跡を

わたしたちは、連携します。

上記パートナーの他に、世界のライオンズは地域の政府、組織、企業、保健教育省、各種団体と連携しています。
このようなパートナーシップによって、ライオンズは地域社会でプロジェクトを実施することができます。

Vision Care

World Health
Organization

“
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パートナーの言葉

“「ボシュロム社とライオンズの協力により実施された小児白内障イニシアチブによっ
て、子供たちやその家族、地域の生活が改善されようとしています。子供たちの視力
はひいては私たちの視力でもあるのですから、子供たちを救う取り組みで、ライオン
ズほどの優れたパートナーを他には思いつきません」
とボシュロム社広報兼人事部長ポール・H・サートリ氏

「非政府組織が資金を集める最善の方法は、人々が提供する資金がいかに有意義
に使われるかを示すことです。それはライオンズが世界中で行っていることであ
り、ライオンズは私が知っているあらゆる非政府組織と同様の、あるいはそれ以
上の成果を上げています」  

アメリカ合衆国元大統領ジミー・カーター、カーター氏・センター創設者

「エシロール・ インターナショナルは LCIF との長期的な協力関係の構築を喜んでいま
す。“世界をより良く見る”ために人々を支援するというエシロールの企業理念は、失明
を防ぐという LCIF の基本理念と根本的に整合します。エシロールと LCIF チームは、
視力障害を抱える人々の視力が改善され、より有意義な生活が送れるように今後も協力
します」 

エシロール・インターナショナル CEO ヒューバート・サニエレス氏

13

「現在のライオンズクラブとのパートナーシップは、スペシャルオリ
ンピックスにとってこれまでで最も意義のあるものです」  
スペシャルオリンピックス・インターナショナル会長兼 CEO、
ティモシー・シュライバー博士
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小児白内障予防
ボシュロム小児眼科研究所と LCIF が協力して実施する小児白内障イニシア
チブでは、この課題を克服する革新的な方法を策定し、資金援助を行い、
推進することによって、子どもたちとその家族、ひいては地域の長期的な利
益を目指します。
 初年度は、少なくとも 4 万人の子供たちが小児白内障を患っていると推
定される中国で重点的にプログラムを実施します。イニシアチブでは、小児
白内障の原因とその治療への理解を深めることを目的として、基礎研究への
資金援助も行います。
 ボシュロム社はこのパートナーシップ・プログラムの実施初年度、35 万
ドルを LCIF に提供しました。

新たなパートナーシップ・プログラム
新たなパートナーの構築

屈折異常予防
LCIF は未矯正の屈折異常（URE）の総合的な治療を支援す
る新たなパートナーシップ・プログラムをエシロール・イン
ターナショナルとの協力で開始します。パートナーシップに
より、十分な医療を受けられない人々を対象とする持続可能
なシステムを構築、拡張、強化します。
 ライオンズとエシロールは、失明予防や未矯正の屈折異常を重点的に行う
べき地域の関係機関を特定します。地元ライオンズと共同で作成した実施計
画を視力ファーストに提出して資金援助を受けます。エシロールは低コスト
の設備や専門知識を有するスタッフを紹介し、来年中に最初の試験的プログ
ラムが選択されたアフリカの国々で実施されます。エシロールは、ライオン
ズが世界各地で行う人道支援専用の低価格のレンズも提供します。

青少年への取り組み
ライオンズクラブ国際財団は、グローバルリーダーを招集して世
界の差し迫った問題に対する革新的な解決策を立案・実施する、
クリントン・グローバル・イニシアチブに参加しています。私た
ちは、2013 年までに米国の 1 つの学区全域でライオンズクエス
ト・プログラムを全面的に実施し、社会性と情動の学習 (SEL）の
利点に関する意識を向上させることで青少年の育成を支援しようと
取り組んでいます。
 メンバーとして、LCIF は、ライオンズクエストへのさらなるパートナーの支援
を得るとともに、一流企業や非営利団体、財団など人道支援を展開する様々なリー
ダーとの協働を期待しています。視力や災害支援など、LCIF の多くのプログラム
にもこのネットワークによって構築された連携の効果が発揮されるでしょう。

14 人々に奇跡を

セルビア
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感謝します

1 万ドル以上 2 万 4,999 ドル以下の寄付 

ジャディシュ・アッガルワル氏、インド
ギョウ・ホ・アーン氏、韓国
アリノ イサム氏、日本
カナシン・バブラ氏、ケニア
ポ・クアン・チャン氏、MD 300 台湾
クン・マオ・チェン氏、 MD 300 台湾
リ・ファン・チェン氏、 MD 300 台湾
タ・ラン・チアン氏、 MD 300 台湾
ウェン・シェン・チウ氏、 MD 300 台湾
リチャード・デイヴィス氏、
米国テキサス州
フロヤスマサ氏、日本
アレクシス・ゴメス氏、コンゴ
ジン・オク・ハ氏、韓国
スーン・タイ・ホン氏、韓国
クァン・スー・ジャン氏、韓国
シン・チュル・カン氏、韓国
スーザン・ラニエール氏、米国アラバマ州
ミゾブチヨシオ氏、日本

オオムラ ユキノリ氏、日本
アシット・パトラ氏、インド
ナトワーラル・パッティニ氏、タンザニア
カン・フーン・リー氏、韓国
スワン・サエンスキアム氏、タイ
サカマ サトシ氏、日本
アラン・スコット氏、オーストラリア
シブタ シゲハル氏、日本
ドン・ミン・シン氏、韓国
サルヴァドール・シンドナ・フィルホ氏、
ブラジル
スズキ ヤスオ氏、日本
ジャン・チ・タイ氏、MD 300 台湾
ウィン・クン・タム氏、香港、中国
ヴィワット・タンウィワット氏、タイ
コンスタンス・ヴァン氏、米国イリノイ州
エルマー・ワン氏、MD 300 台湾
ジェニー・ウー氏、MD 300 台湾
ユン・チャン・ヤン氏 MD 300 台湾
ヤン・ドゥ・ヨー氏、韓国

2 万 5,000 ドル以上 4 万 9,999ドル以下
ナレシュ・アッガールワル氏、インド
ジン・チャン・ディアオ氏、中国
J・モリッツ・グロリマンド氏、
米国インディアナ州
アリス・チニン・ラウ氏、中国
ロバート・リビン氏、米国ニューヨーク州
ウェイウェン・ルー氏、中国
ホン・ジョー・キム氏、韓国
ニシカワ ヨシノリ氏、日本
ムルスパリ・ラオ氏、インド
ヘンリー・ロビネット氏、
米国ワシントン州
キショル・バーマ氏、インド
ヤマウラ セイキ氏、日本

7 万 5,000 ドル以上 9 万ドル以下
サン・ドゥ・リー博士、韓国
V・ヴェンカタ・クリシャナ・レディ氏、
インド

*2009 年 7 月 1 日から 2010 年 6 月 30 日ま
でに個人から現金で寄せられた寄付です。

LCIF の使命の遂行と今年度の人道支援プログラム実施をご支援いただいた個人寄付者の皆様に感謝いたします。

LCIF への和解金の寄付
米国、ニュージャージー州のメイプルウッドライオンズクラブメンバーである地区ガバ
ナー、フィリップ・スターン氏は、寄付によって違法行為を人道支援に変えました。弁護
士であるスターン氏は違法な債権回収行為に関する集団訴訟を解決し、同氏の提案に
よって裁判所が9 万 5,000 ドルの和解金を LCIF に交付したのです。「弁護士としての
仕事とライオンとしての活動は常に同等です。LCIF は支援を求める人々のために寄付
金全額を活用することを知っていたので、この 2 つの活動を活かす機会が得られたこ
とを嬉しく思っています」とスターン氏。
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16 人々に奇跡を

さらなる成果のために
寄せられた寄付は全て直接人道支援プロジェクトに利用されます。皆様のご支援によって、ライオンズは世界中でより
大きな成果を上げることができます。オンライン寄付はこちらからお願いいたします www.lcif.org/donate。

50 万人の視力を守るために
アルナ･A･オスワル氏のご家族は LCIF の 40 年におよぶ歴史
上最大の個人寄付を行いました。2008 年 4 月、オスワル夫人
が視力ファーストプログラムの継続と拡大を支援するため、視
力ファースト II キャンペーンに 300 万ドルの誓約寄付をされ
ました。今年度も、ハイチの災害支援への個人としては最高額
の寄付に加え、視力ファーストへの取り組みに 100 万ドル以上
を寄付されました。オスワル氏の寄付により、50 万人の視力が
救われます。「私は視力ファーストに高い関心を持っており、もっ
と貢献したいと望んでいます。世界中の失明を根絶することが
私の夢です」と夫人は語ります。オスワル夫人はインド、ムンバ
イのジュフ・ライオンズクラブのメンバーであり、地区ガバナー
を務めた経験もあります。

寄付金額上位 10 地区

国、地区 寄付額（米ドル）
日本、334-A $1,077,123

インド、323-A3 $1,057,631

日本、335-B $559,626

日本、330-B $470,097

韓国、354-D $438,953

韓国、354-B $380,407

MD300、台湾、
300-C3 $350,000

日本、335-C $323,556

日本、336-A $292,927

日本、337-A $288,807

一人当たりの寄付金額上位10地区

国、地区 メンバー一人当た
  りの平均寄付額
  （米ドル）
日本、334-A $202

インド、323-A3 $188

MD300、台湾、300-B2 $156

香港 & マカオ、303 $145

中国、381 $137

ルクセンブルグ、113 $122

MD300、台湾、300-C3 $115

MD300、台湾、300-E1 $114

米国ニュージャージー州、
16-E  $103

MD300、台湾、300-B1 $98 

寄付額増加率上位10地区

国、地区 増加率
インド、321-D 2773%

カナダ、N3 1496%

インド、324-D6 1494%

ブラジル、LC-5 1192%

ルクセンブルグ、113 1115%

ブラジル、LD-8 1006%

インド、323-G1 984%

MD300、台湾、300-C1 910%

ブラジル、LC-2 783%

エジプト、352 764%

*2008-09 年度および 2009-10 年度の
1,000 ドル以上の寄付
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LCIF 2009-2010 年度執行委員会 
アル・ブランデル理事長および前年度国際会長、エバハルト J. ヴィルフス国際会長および前職権委員
 (中央); シド L. スクラッグス三世第一副会長 (前列右); ウィンクン・タム第二副会長 (前列左); (後列、
左から) クラウス･タン理事会アポインティー; タエスプ・リー博士、元国際会長および理事会アポイン
ティー; 杉本忠夫副委員長および国際理事; アン・スマーシュ幹事および国際理事; エンリコ・チェザ
ロッティ博士、 会計担当および国際理事; (欠席) クワンスー・ジャン国際理事

ハイチ
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18   CREATING MIRACLES FOR MIL-
LIONS

ライオンズクラブ国際財団 

キャッシュフロー計算書 
至 6 月 30 日 

  2010 2009
営業活動によるキャッシュフロー  

純資産の増減 $25,139,915  $(71,604,025)

純資産の増減を営業活動に 
よる純現金収入と照合修正  

減価償却費および償却費  1,015,537  900,913

グッドウィルおよび無形  
資産価値の減損  –  1,370,790

純実現及び未実現  
投資損失（利益）  (19,107,809) 64,417,020

運用資産および債務の増減  

受取勘定  49,319  (97,774)

寄付誓約分正味受取勘定  8,677,862  7,156,895

未収利息  (518,743) 1,754,586

米国外ライオンズ地区 
からの受取勘定  (151,230) (173,822)

ライオンズクラブ国際協会 
からの受取勘定   (3,906,106) 1,795,928

棚卸資産  234,403  65,932

その他の資産  4,000  (4,000)

買掛金および未払費用  (45,220) (255,203)

未払交付金  (8,930,040) (9,907,815)

事前贈与年金預り金  (11,457) (18,230)

営業活動による純現金収入  2,450,431 (4,598,805)

投資活動によるキャッシュフロー 

投資資金の増減  (21,688,304) 8,146,504

固定資産、設備の純仕入  (55,034) (74,613)

投資活動による  
純現金収入  (21,743,338) 8,071,891

現金および現金同等物の増減 (19,292,907) 3,473,086

期首の現金および現金同等物  31,484,209  28,011,123

期末の現金および現金同等物  $12,191,302 $31,484,209

ライオンズクラブ国際財団
財務状況報告書
6 月 30 日 

 

資産 2010 2009
 

現金および現金同等物 $12,191,302 $31,484,209 

受取勘定 202,530 251,849

寄付誓約分正味受取勘定 972,940 9,650,802

米国外ライオンズ地区 
からの受取勘定 3,295,545 3,144,315

ライオンズクラブ国際協会
からの受取勘定  4,205,888 299,782

未収利息 551,802 33,059

棚卸資産（2010 年度の正味 
積立金 $126,383、2009 年度 
の正味積立金 $191,696）   692,198 926,601

投資 256,563,948 215,767,835

正味固定資産 126,820 1,087,323

その他の資産  – 4,000

  

資産合計 $278,802,973 $262,649,775

  

  

  

負債および純資産  

  

買掛金 $155,050 $361,281

未払費用 173,579 12,568

未払交付金 36,360,714 45,290,754

事前贈与年金預り金 289,507 300,964

負債合計 36,978,850 45,965,567

純資産 

非拘束 120,215,559 100,091,717

一時拘束 121,108,564  116,092,491

永久拘束 500,000  500,000

 

純資産合計 241,824,123 216,684,208

 

負債及び  

純資産合計 $278,802,973 $262,649,775

18 人々に奇跡を
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ライオンズクラブ国際財団
活動報告書
至 2010 年 6 月 30 日 

  一時的 永久的 
 非拘束 拘束 拘束 合計

収入、収益およびその他の寄付金
寄付金
一般寄付金  $14,387,015 $10,915,903  –  $25,302,918
視力ファースト・キャンペーンII  –  9,040,392  –  9,040,392 

正味遺贈年金  –  (27,719)  –  (27,719)
正味ライオンズ･クエスト 529,690  –  –  529,690 
投資収入 26,679,594 76,914   –  26,756,508
正味為替差益 208,273  –   –  208,273
拘束が解除された純資産  14,989,417  (14,989,417)  –   – 

収入、収益およびその他の寄付金  合計 56,793,989 $5,016,073   –   61,810,062

支出
プログラム関連支出 
交付金 
視力ファースト（$332,181の正味交付金調整額）  10,275,656  –   –  10,275,656 
一般交付金（$280,231の正味交付金調整額）  5,066,907  –   –  5,066,907 
四大交付金（$173,978の正味交付金調整額）  2,439,708  –   –  2,439,708 
緊急援助金（$105,822の正味交付金調整額）  1,134,178  –   –  1,134,178 
国際援助交付金（$3,297の正味交付金調整額）  445,210   –   –  445,210 
用途指定交付金（$29,587の正味交付金調整額）  3,649,414   –   –  3,649,414 
その他の交付金（$222,812の正味交付金調整額）  197,188   –   –  197,188 
奉仕プログラム支出
視力ファースト  2,771,419   –   –  2,771,419 
ライオンズクエスト  1,450,925   –   –  1,450,925 
その他  426,851   –   –  426,851 

プログラム関連支出合計  27,857,456   –   –  27,857,456 

その他の支出 
管理費  5,063,455   –   –  5,063,455 
開発関係   3,749,236   –   –  3,749,236 

その他の支出合計  8,812,691   –   –  8,812,691 

支出合計   36,670,147   –   –  36,670,147 

純資産の増減 20,123,842 5,016,073   –  25,139,915

期首純資産  100,091,717  116,092,491  500,000  216,684,208 
     

期末純資産 $120,215,559 $121,108,564   $500,000   $241,824,123
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