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私がライオンズクラブ国際財団理事長に就任した際の感想を

2010 年 7 月に求められていたならば、私は次のようにお答え

していたでしょう。理事長就任を誇りに思い、感謝します。ラ

イオンズクラブ国際協会の要である当財団は、 世界最大の奉

仕組織です。私たちは世界中に幸せを届け、生活向上の機会を

提供しています。 

これらは全て真実ですが、理事長に就任して一年が経過した

今、私の答えはさらに詳細に至り、財団が支援した人々の表情

や気持ちから受けた感動で満ちたものになっています。 

マルギットと私は、昨年度経験した多くの感動的な出来事に感

謝しています。皆さまが支援された世界中の人々の笑顔は永遠

に私たちの心に残るでしょう。その一つが、11 月に訪問した、

ライオンズはしかイニシアチブ試験的プログラムを実施したマ

ダガスカルです。私は、生後 9 カ月の息子へのワクチン接種

に訪れたマリーさんと出会いました。息子の命をワクチン接種

が救ってくれたと私に感謝してくれた彼女の笑顔を生涯忘れま

せん。

また、ニュージーランドや日本の仲間を支援した、世界中のラ

イオンズや財団のパートナーの思いやりと善意にも心を打たれ

ました。ニュージーランドで私はライオンズと共に被災された

世帯に水を届けましたが、水を受け取った人々は感激のあまり

代金を支払おうとされたのです。

他の組織との提携も私たちの成功にとって重要です。今年度の

新たな提携の拡大が財団の業績に大いに貢献しました。小児白

内障の治療および予防に対するボシュロム社との提携、はしか

予防に対するはしかイニシアチブおよびビル＆メリンダ・ゲイ

ツ財団 との提携もその一部です。 

これらはすべて皆さまの継続的なご支援がなければ実施するこ

とは不可能です。 

この報告書で取り上げたマルセロ、マービン、イヴェット、

パトリックをはじめとする 世界中の人々の暮らしに皆さまが

影響を与えています。皆さまが人々を支援の手でつないでいる

のです。財団が成長し続けるためには、皆さまのご支援が必要

です。希望に満ちた明るい未来と人々の笑顔のために、共に、

支援を求める人々に手を差し伸べ、より多くの人々の暮らしを

変えましょう。

エバハルト J. ヴィルフス

2010-2011 年度 理事長

韓国

中国

エチオピア
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私たちの仕事は数字だけで表わされるものではありません。ライオンズの奉仕は多く

の人々に計り知れない影響を与えています。以降のページの体験談をご覧ください。

2010-2011 年度の成果:
昨年度、LCIF は世界中の人々の暮らしに大きな影響を与えました。その一例をご

覧ください:

皆さまのご支援が人々の暮らしを変えます
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・タイムズ紙の調査では、提携を望む世界の非政府組織第一位に LCIF が挙げら

れています。

ライオンズの奉仕

希望をもたらす。2010-2011 年度、LCIF は 519 件のプロジェクトに対して 3860 万ドルを交付し

ました。これは、前年度よりも 1,300 万ドル増加しています。各交付金が人々の暮らしを変え、

新たな希望をもたらしています。

人道上のニーズを満たす。財団のプログラムは青少年を支援し、災害援助を提供し、視力を保護し、

人道上のニーズを満たします。ライオンズはすべての交付金プロジェクトにおいて、世界中の地

域社会で求められる人道支援を行う上で中心的な役割を果たしています。

寄付金。財団への寄付は、全額が支援を求める人々の生活を変える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ています。

最良のパートナー。LCIF は地域団体や国際組織、政府、企業などと提携し、寄付金が元の価値以

上になるように最大限に活用しています。 

支援の拡大。2010-2011 年度、LCIF は 4,800 万ドルの寄付を受けました。これは、前年より

1,300 万ドル増加の前年比 40 パーセント増となる寄付額です。このような資金によって LCIF は

より多くの交付金を交付し、より多くの人々を支援することができます。* 

ご支援に  
感謝します！

*寄付には現金と物品が含まれます。

金額は全てアメリカ･ドルです。

n  206 万 4,829 人の視力が 45 件、総額

1239 万ドルの視力ファースト交付金

によって保護・回復されました。

n  7 万 850 人に200件、総額 169 万ド

ルの緊急援助交付金による災害緊急支

援が提供されました。 

n  114 万 1,837 人が 136 件、総額 617 万

ドルの一般援助交付金によって明るい

未来を手にしました。

n  25 万人の青少年が 38 件、総額 167 万

ドルのライオンズクエスト交付金に

よって貴重なライフスキルを学びま

した。

n  7 万 5,777 人超が 26 件、総額 37 万

7,026 ドルの国際援助交付金によって

清潔な水を得て医療を受けることが

できました。 

人々を助けるために与え、献身するという崇高な精神が世界中のライオンズを団結させて

います。事実、世界中のライオンズは推定 3,500 万時間をボランティアに費やし、3 億

5,000 万人を超える人々を支援しています。ライオンズクラブ国際協会の正式な慈善組織

である ライオンズクラブ国際財団（LCIF）は、ライオンズの地域および世界での人道支

援活動に交付金を交付し、ライオンズの善意の活動を支援しています。LCIF は青少年支

援、災害支援、視力保護、人道支援という4つの分野に重点的に交付金を交付しています。

保健衛生の改善 
地域社会の復興

ライフスキルの教育 
世界を変える

フィリピン
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イタリア

フィリピン

70

カテリーナ・ マランゴン さんは、ライオンズクエ

ストによって前向きな選択をするためのスキルを獲得

した 1,200 万人 の青少年の中の 一人です。ライオン

ズクエストは彼女の母国イタリアのみならず、世界中

で拡大し続けています。ライオンズは 青少年の健康増

進とより明るい未来の創造に 長年にわたって取り組ん

でいます。カリキュラムを基礎とするプログラムによ

って重要なライフスキルや健全な態度、個性、良好な

人間関係が育まれ、社会参加が促されます。調査に基

づくこのプログラムは、世界中の教育組織や政府から

高い評価を得ています。

世界 70 カ国で ライオンズクエスト・プログラム

が実施されています。昨年度、プログラムの拡大に重

点的に取り組んだ結果、新たに 6 つの国と地域でプロ

グラムが実施されることになりました。新規プログラ

ムが現在ボリビア、ブータン、エジプト、インドネシ

ア、モルドバ、フィリピンで進行しています。教育専

門家や政府と協力し、ライオンズは より多くの学生が

人生で成功を収めるために必要なスキルを身につけら

れるように取り組んでいます。 

プログラムを世界中に確実に拡大するために、多くの

新しい教材が準備されています。世界各国のライオン

ズがライオンズクエストの成果を目の当たりにしてい

ます。

「自分についてより良く理解できるよう

になりました。自分で判断して 薬物や

アルコール、いじめなど自分が関わり

たくないことを断ることができます」

-カテリーナ
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成果

n ライオンズクエストプログラムで生徒の成績平

均点が 14% 向上しました。

n 四大陸の 25 カ国が 2010-11 年度の地域研

修に参加しました。

n 50 万 人の教師がプログラムの研修を受けま

した。

n 米国の 47 州がライオンズクエストを通じてラ

イフスキルを教育しています。今年度、モンタ

ナ州とアラバマ州がプログラムを開始しまし

た。

n ライオンズクエスト導入初年度に米国イリノイ

州のシカゴ市立ティルデン高校の卒業率が

50% 向上しました。

暮らしを変える 5

ノボ財団より10 万ドルの助成金

ノボ財団はライオンズクエストにより多くの子ど

もたちが参加できるよう支援しています。この助

成金により、クリントン・グローバル・イニシア

チブを通じて 2012 年までに米国内の 一つの学区

全域で幼稚園児から高校 3 年生に至るまでライオ

ンズクエストを 拡大するという LCIF の取り組み

が支援されます。

日本の子どもたちへの支援

日本の仙台地域 では、1,000 名を超える学生が地

震と津波で経験した悲しみに対処するための大切

なスキルを学んでいます。8 つのライオンズクエ

スト・ワークショップに 160 名が参加しました。

3,000 名の学生

米国アーカンソー州の中・高生約 3,000 人が社会

性と情動を学習しています。10 万ドルの交付金に

よってライオンズクエストが州全体に拡大されて

います。

インド カンボジア
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10万人のライオンズ I 日本

LCIF を通じて、世界中のライオンズが日本の復興を支援するため

の 2,100 万ドルの資金調達に協力しています。日本の 10 万人を

超えるライオンズ会員と共に、2011 年 3 月の地震と津波後の支

援活動は順調に進んでいます。プロジェクトの例をご覧ください:

この一年間に、世界は日本やニュージーランドでの災害を含む幾つもの大きな災害を経験しました。ライオンズは惜しみな

い多大な支援でこの困難に立ち向かいました。この支援により、被災した地域にライオンズはいち早く温かい食事や暖かい

毛布を提供しました。被災された方々は支援の手を差し伸べた存在に気付いておられます。ライオンズは今後何年もこの支

援を継続します。

世界中の 4 万 6,000 か所の地域社会に暮らすライオンズも自然災害の被災者となることが多々あります。しかし、ライオ

ンズは自らを顧みず隣人や同郷の人々を助けるために駆けつけます。昨年、ライオンズは推定 200 万時間をボランティア

に費やし、世界中の 500 万を超える人々に災害支援を提供しました。ライオンズは人々の生活が再建され再び夢を抱けるよ

うになるまで支援を続けます。LCIF は緊急支援を行うライオンズを支えるだけでなく、長期的な復興や経済の再生に対す

る支援も行います。 

• 支援品の集積・配布と奉

仕活動の拠点として 4 か

所の救援センターの設置

• 被災者に財政支援を行う

ための特別被災者支援基

金の創設

• 家財を失った被災者や仮

設住宅に暮らす被災者へ

の個別支援品の支給

• 被災者ならびに支援者へ

の温かい食事の提供

• 食料、水、寝具、薬品な

らびに 障害者や高齢者の

ための補助器具 などの 4

トンを超える物資の支給

• 雇用を求める人々への職

業訓練および職業相談の

提供

• 輸血用血液の不足に対処

するための献血運動の実

施

飲料水の不足を受けて、ライオン

ズは 2,000 本の水を至急届けま

した。2011 年の地震後のニュー

ジーランド、クライストチャーチ

での支援活動を現在も継続してい

ます。ニュージーランドでのライ

オンズが主導する支援活動を支え

る LCIF の用途指定援助基金 のた

めに、世界中のライオンズが素早

く惜しみない援助を行いました。支

援の例をご覧ください:

2,000 本の水 I ニュージーランド

• 被災者、特に子どもたちへのカ

ウンセリングやセラピー活動を

含む社会奉仕

• 給水所や支援センターの運営

• 温かい食事やボトル入飲料水の

配給

• クライストチャーチへの支援物

資のトラック輸送

• 支援物資の個別配達、被災者訪

問、支援提供
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「地区ガバナーの田畑さんに電話したところ、ご両親やご

親戚が行方不明になっておられました。しかし、田畑さん

が最初に言われたのは『何かしなければ』という言葉でし

た。私は表現できないほどの深い感動をおぼえました。苦

難の只中でも、ライオンズはさらにひどい状況に置かれて

いる人々を助けようとしていたのです」 

—大野元裕 330-C 地区、日本
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• 600世帯 のハイチの家族が、LCIF とドイツのライオンズ MD 111 および国際的

非政府組織 HELP の共同イニシアチブ によって新しい住宅に入居しました。新居

に入居した家族は、地震発生当初はライオンズの 3 か所の仮設テント村で暮らして

いました。また、このプロジェクトでは 120 名のハイチ住民が雇用を得ました。

• 400 戸の住宅に加えて、職業訓練を行うコミュニティセンターも現在建設されて

います。LCIF が 150 万ドルを、非営利組織の Food for the Poor が 128 万ドル

を提供しています。

• 4 つの教室と検査室を有するポルトープランスの新しい国立看護学校に新設され

ます。この学校では、年間 350 名の学生が学ぶことになります。地震の発生前

も、看護師などの 医療専門家がハイチでは不足していました。LCIF は、施設の

建設や設備費用などプロジェクトの総費用の 27%に相当する 36 万 8,421 ドル

を提供します。このプロジェクトは、非政府組織 HumaniTerra International（HTI）

との提携によって実施されます。

新しい、より良いジョプリンの復興
ウィル・ケスケムシーさんの住宅の屋根を木が押しつぶした

時、幸いにも誰も屋内にいませんでしたが、ウィルさんが育

った家は倒壊してしまいました。ウィルさんを含めて、

8,000 の家屋や企業 が米国ミズーリ州ジョプリンを襲った

竜巻の被害を受けました。ファースト･レスポンス・チーム・

オブ・アメリカと共に、ライオンズはウィルさんの住宅に加

えて 44 戸の瓦礫を撤去しました。ライオンズは人々や避難

所のために 買出しも行い、必需品や学校の備品を購入しま

した。ジョプリンをはじめ米国 14 州の多くの市が、2011

年 4 月から 5 月にかけて発生した一連の暴風雨の被害を受

けました。これまでに発生した災害や、今後発生する災害

に、ライオンズは支援の手を差し伸べます。

70,850
支援を受けた人々

大規模な災害後の支援活動に加えて、財団はライオンズが地域社会に緊急支援を提供するための

緊急援助交付金を交付しています。今年度交付された 200 件の交付金によって、ライオンズは

毛布、衣類、水、食料、医薬品を提供しました。

地域社会と暮らしの復興

ライオンズは今年度、地域社会と暮らしの復興への取り組みを示しました。惜しみない善意から継続的な復興支援に至るまで、ライオンズは地域社会
と国際社会の向上のために貢献しています。

イヴェット さんをはじめ多くのハイチの人々が将来

への夢を抱くことができるようになりました。彼女

は家族の中で初めて大学へ進学したいと希望してい

ます。ライオンズのお陰で大きな夢を抱いて新しい

将来を描けるようになりました。彼女を含めて

1,000 世帯が 新しい住居を得ました。ハイチでの住

居と生活の再建は、地震から 2 年が経過した現在も

継続しています。ライオンズの 強み は長期的な支援

にあります。被災地 に暮らすライオンズは、自分た

ちの故郷が再び活気を取り戻せるように不屈の精神

で復興に取り組んでいます。他の 非政府組織と協力

し、LCIF は 経済や医療システムの再建支援に加え

てハイチにおける住宅の再建も支援しています。 

1,000 世帯 I ハイチ
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失明を予防して視力を回復すること が、

ライオンズ創設以来、奉仕活動の中心とな

っています。ライオンズの取り組みを基と

して、世界に持続的な影響を与えるため

に、視力ファーストが 1991 年に開始され

ました。以降、ライオンズはこの世界規模

のプログラム を支えるための 2 つの 資

金調達キャンペーンによって4 億 1,500

万ドルを調達しました。今年度、世界の医

療が行き届かない地域で視力を保護し、失

明を予防するこのプログラムは 20 周年を

迎えます。 

ライオンズの取り組みが大きな成果をおさ

めています。ライオンズと視力ファースト

は、コロンビアでのオンコセルカ症根絶、

インドと中国における未治療の白内障の削

減、エチオピアでのトラコーマ蔓延阻止、

世界各地での眼科医療の受診状況の改善

に貢献しています。視力ファースト II キャ

ンペーン によって調達された資金で、ラ

イオンズは 新たな脅威に対処するプログ

ラムを増やすとともに、研究やリハビリを

目的とする新規プロジェクトのための資金

調達も行っています。
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3,000 万人3,000 万人 が視力ファーストに感謝し
ています。

マルセロ君は、視力ファーストのお陰で視力が

改善された 3,000 万人の一人です。ブラジル、

セルジッペ州の貧しい小さな村出身のマルセロ君

は、必要な眼鏡を手に入れるまで少なくと 3 カ

月は待たなければならないところでした。これは、

彼の父親が眼鏡を買えるだけのお金を得るのに 3

か月はかかるだろうと予測した期間です。しかし、

マルセロ君の家の近くでライオンズが行った視力

検査によって、彼は新しい眼鏡を無料で受け取り

ました。視力検査とその後の治療 や手術は、視力

ファーストの資金によって 可能になります。世界

中で実施される視力検査を通じて、ライオンズは

治療を受ける 金銭的余裕がない人々や 病院が遠

く眼科医療サービスを受けにくい辺境地に暮らす

人々への質の高い医療の提供を支援しています。 

ブラジル エチオピア

スリランカ
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取り組みの拡大
視力ファーストⅡ キャンペーンを通じて調達された資金が視力ファースト活動の

拡大に役立っています。このプログラムはさらに進化し、弱視プログラムの拡大や

教育・リハビリ訓練の提供も行っています。米国カンザス州のライオンズへの最近

の交付金によって、州内の弱視対策が強化されます。交付金を活用して インフラ

の整備や人材育成、特定の治療の実施、弱視教育、啓発キャンペーンなどを実施す

ることで、カンザス州立学校の盲乳幼児や弱視児童のためのプログラムが拡大・強

化されます。「 LCIF から交付された視力ファースト交付金は、カンザス州内の視

覚障害を抱える生徒にとって すぐに役立つものです。人口が農村地域に広く散在

しているため、昔ながらの集約的な方法ではカンザスの視力障害を抱える生徒の多

くに質の高い弱視治療を効果的に実施することが難しいのです」とプロジェクトに

参加する検眼医のケンドール・クラグ氏が話します。

視力を守る

失明および視力障害を 9% 削減 
ライオンズの視力ファーストは大きな成果をあげています。世

界保健機関の 2010 年度の調査によると、2004 年以降、世界の

失明および視力障害が 9 パーセント削減されました。調査によ

ると、2004 年時点では 3 億 1,400 万人が視力障害を抱えてい

ましたが、2010 年にはこれが 2 億 8,500 万人へと大幅に減少

しました。中国では、失明者が 100 万人減少し、インドでは

200 万人 減少しました。アフリカでは 2004 年以降、失明が

7% 削減されました。  

1 億 2,100 万人 の子供たちを失明から守る

アニス・ジャマルディンさんは、 彼女の 9 歳の娘の瞳孔が

この数カ月で白くなってきたように思えて心配していました。

クイーン・エリザベス病院 の小児眼科センター で診察を受け

たところ、2 年前にバドミントンで負った傷が原因で外傷性

白内障に冒されていることが分かりました。しかし、翌日に

は視力を回復させるための 手術を受けることができました。

マレーシアのこのセンターを含めて 世界各地の 35 の センタ

ーで 1 億 2,100 万人の子供たちの視力が守られています。小

児失明防止プログラムは、世界保健機関と提携し、LCIF が

500 万ドルを超える資金を提供しています。 

ガーナ



4,100 万 人の子供たちに生きる機会を

パトリック・ラサンジャナリー君� は、注射の針を腕に

刺されて泣きましたが、パトリック君の母親パトリスさ

んはこのワクチン接種が彼の命を救うことを知っていま

す。予防接種によってはしかの免疫を得たパトリック君

は、感染性の高いこの病気によって毎日命を落とす 450

人の子供の中にはもはや入らないでしょう。ライオンズ

はライオンズはしかイニシアチブの開始により青少年の

健康と生活を向上させるという長期的な取り組みを 発

展させました。

エチオピア、マリ、ナイジェリア、そしてパトリック君

の母国マダガスカルの 4,100 万人の子供たちがはしかの

ワクチン接種によって生きる機会を得ました。2001 年以

降、はしかイニシアチブでは 10 億人 の子供たちにワク

チン接種を行い、500 万を超える命を救ってきました。

イニシアチブの試験実施初年度、ライオンズは、啓発、

ソシャル・マーケティング、財政支援という 3 つの主

な領域に 重点的に取り組みました。ワクチン接種の支

援に加えて、ライオンズは通常の予防接種も強化してい

ます。ライオンズはしかイニシアチブの試験的プログラ

ムに対して、ビル&メリンダ・ゲイツ財団は 40 万ドル

を、LCIF は 30 万ドルの資金を提供しました。来年度、

このプログラムとパートナーシップは 世界中の数百万

人の子供たちを支援するためにさらに拡大されます。

768768 人のコミュニケーションの改善

トッド・バークスデール さんは 10 年以上も補聴器が必要な状態でし

た。ライオンズ低価格補聴器プロジェクト（AHAP)によって提供された

新しい補聴器でトッドさんを含む 768 人のコミュニケーションが改善

されました。「これまで上司が私を呼ぶ時は肩を叩いてもらう必要があ

りました。今は名前を呼んでもらうだけで良いのです」 AHAP により、

米国内のライオンズはトッドさんのように聴覚障害がありながらも高価

な補聴器を買う余裕がない人々をより多く支援することが可能になりま

した。AHAP の継続的な支援体制には 高品質・低価格の補聴器の提供、

聴覚医療専門家による検査、補聴器の調整やその後のケアなどが含まれ

ます。3種類の補聴器がレクストン社によって提供されます。
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4,100万人

エチオピア

ナイジェリア
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世界中のボランティアコーディネーターは、LCIF を支援する気持ちを共有

し、より多くの人々を援助しようとしています。コーディネーターは資金調達

を支え、地区や複合地区レベルで LCIF を宣伝する大使です。オンラインセミ

ナーや新しい LCIF ウェブサイトなどの新たなリソースがコーディネーターの

任務に役立っています。多言語で利用できる新しいウェブサイトが、7 月に開

設されました。新たに創設されたステアリング委員会も コーディネーターを

支援します。13 名の元国際会長および元国際理事 で構成される委員会は、財

団の目標達成を支援するため LCIF 理事会に対して提言を行います。

使命の遂行

ポーランド

米国アイダホ州

スウェーデン

成果をあげるパートナーシップ：

ゴールを見据える 20 万人の選手

トーマスさんはポーランドで 9 月に開催されたスペシャルオリンピックス欧州・

ユーラシア地域大会のバドミントン競技で 金メダルを獲得しました。この日、トー

マスさんが獲得したのは金メダルだけではありませんでした。視力の改善によって

新たな未来が拓けたのです。トーマスさんはスペシャルオリンピックスとの提携プ

ログラムであるオープニングアイズによって視力検査を受けた 20 万人目の選手 に

なりました。この大会では、スペシャルオリンピックスとの提携 10 周年も祝われ

ました。ヴィルフス理事長とスペシャルオリンピックス国際本部長兼 CEOのティモ

シー・シュライバー博士が視力検査開始記念式典のテープカットに参加しました。

  1 万 5,000 名を超えるライオンズクラブ会員がプログラム実施期間にボランテ

ィアを務め、世界中から大会に参加した 9 万 9,000 名の選手に眼鏡を提供しまし

た。特に十分な医療が受けられない人々に眼科治療が提供されました。調査による

と、スペシャルオリンピックス 選手の 68 パーセントが 3 年間に一度も目の検査

を受けておらず、37 パーセントが眼鏡を必要とし、18 パーセントが視力に合わな

い眼鏡を付けています。提携プログラムでは、このような人々により良い治療を行

えるように、眼科医療提供者への特別研修も支援しています。

  スペシャルオリンピックス選手により健康的な生活を提供するという支援組織

の使命を果たせるように、LCIF はこのプログラムに 1,300 万ドル以上を提供して

います。 

明るい未来を 1,400 万人の子供たちへ

ハンダパンゴダゲ君は、スリランカ、パナドゥラの 4 年生です。彼は学校でサ

イト・フォー・キッズ視力検査を受けるまで自分の視力が悪いと自覚していません

でした。彼の父親も息子に視力障害があることに気付いていませんでした。学習に

は視覚的要素が多いため、視力の低下は児童の発達に深刻な影響を与えます。しか

し、サイト・フォー・キッズ・プログラムを通じて、アジアの 1,400 万人の子供

たちが明るい将来への機会を手にしています。このプログラムはジョンソン・エン

ド・ジョンソン・ビジョンケアカンパニーと提携しています。視力検査は地元のラ

イオンズとジョンソン・エンド・ジョンソン 社のスタッフや地元の医療関係者が

手配調整を行います。ジョンソン・エンド・ジョンソンはサイト・フォー・キッズ

に 200 万ドルを提供しています。「ライオンズのプログラムに感謝しています」と

ハンダパンゴダゲ君の父親が話します。「医師は、ライオンズが提供してくれた治

療を受けていなければ片方の目が失明していただろうと息子に話しました」 



LCIF は、使命を共有する企業、組織等との提携に誇りを抱いています。資金および事業面での提携により、ライオンズの人道

支援や資源をより一層活用することができます。パートナーと協力することで、青少年育成、災害支援、視力保護、人道上のニ

ーズへの対応など世界中で大きな成果をあげることができます。

このようなパートナーのお陰で、フィナンシャル・タイムズ の調査では、LCIF が世界で提携相手として理想的な非政府組織の

第一位に挙げられるようになりました。私たちのパートナーは、人道主義と人々の暮らしを変えることへの献身の精神を共有し

ています。 

地域のパートナー
世界中のライオンズは各国の政府、組織、企業、教育機関、地域団体とも提携しています。このような提携関係はライオン

ズが世界各地の地域社会で人道奉仕プロジェクトを開発・実施する上で極めて重要です。

提携機関
アルコン

カーター･センター

カールツァイス

エシロール・インターナショナル

レクストン

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

協力機関

財団は、重点取り組み分野において多くの優れた組織を支援または協力することを誇りに思っています。

アメリカ眼科学会

アメリカ検眼協会

視力眼科学研究協会

クリントン・グローバル・イニシアチブ

アメリカ地域反ドラッグ連合会

国際視覚障害者教育協議会

グローバル・フードバンキング・ネットワーク

インターアクション

国際失明予防協会

ナショナル・アライアンス・フォー・アイ・
アンド・ビジョン・リサーチ

米国アイヘルス教育プログラム

国立眼病研究所

アメリカ・オンコセルカ症根絶 計画

国連グローバル･コンパクト

ビジョン 2020 & ビジョン 2020 USA

世界盲人連合

Vision Care

提携企業、財団 & 政府出資機関
ボシュロム

ビル＆メリンダ・ゲイツ財団

ダラス・フォートワース日米協会

ジョンソン・エンド・ジョンソン・

ビジョンケア - アジア太平洋地域

メルク・アンド・カンパニー

ノボ財団

米州機構・全米麻薬濫用取締委員会

アメリカ合衆国国際 開発庁

アメリカ合衆国国務省

ウィリアム J.クリントン財団
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パートナーの言葉

「ゲイツ財団がライオンズのはしかプロジェクトに早い段階から参加で

きたことは大変光栄です。また、今後も継続して協力できることを嬉し

く思います。...先を急ぐならば、一人で行くと良いでしょう。より遠く

へ行きたいならば、共に歩みましょう。ライオンズを先頭に進むなら、

どこまでも共に歩み続けられるでしょう」

-ウィリアム H. ゲイツ,ビル&メリンダ・ゲイツ財団共同会長

「小児白内障イニシアチブを 協力して推進すれば、数え切れないほど

多くの子供たちの視力を検査して生涯健康な視力を維持できるように治

療することができます」

-リック・ヘンリック、ボシュロム社 グローバルヒューマンリソース・ 

アンド・トランスフォーメーション部長 

「カールツァイスは失明予防活動で世界的に 知られるライオンズクラ

ブ国際財団との提携を 嬉しく思うとともに、視力保護キャンペーンに

弊社が貢献できることを誇らしく思います」

-マイケル・カシュク、カールツァイス社長兼 CEO

ナイジェリア

リトアニア

ブラジル

世界中の子供たちのための交付金 

中国では推定約 4 万人の子供たちが小児白内障に罹患しています。中国の天津

眼科病院に交付された15 万ドルの交付金を活用して、小児白内障に対処しこ

れを削減するための小児白内障トレーニングイニシアチブが策定されます。小

児白内障に起因する視力障害を克服する革新的な方策を策定して助成し、推進

する小児白内障イニシアチブ（PCI）を通じて この交付金が交付されます。こ

のイニシアチブは、ボシュロム社と ライオンズクラブ国際財団 (LCIF) が提携

して実施されます。この提携により、各５万ドルの 2 つの研究助成金も交付され

ます。来年度には、この提携事業はさらに発展し、研究・治療を目的とする追

加の助成金も交付されます。

上述の交付金に加えて、ボシュロム社は地震と津波に見舞われた日本の被災地

への災害支援として LCIF に 15 万ドルを 寄付しました。この寄付はライオン

ズによる眼科治療に活用されます。
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10 万ドル以上をご寄付いただいた方々

Joe Gragg, 米国テキサス (不動産)

Aruna Oswal, インド

Dwight Stanford, 米国カリフォルニア 

(不動産)

7 万 5,000ドル~10 万ドルをご寄付いただい

た方

Yasumasa Furo,日本

5 万ドル~7 万 4,999 ドルをご寄付いただい

た方 

Eng Hoe Goh, マレーシア

2 万 5,000ドル～4 万 9,999 ドルをご寄付

いただいた方々

Jae-Hong Choi, 韓国

Shunji Enomoto, 日本

Ki-Hoan Ji, 韓国

Kamal Joshi, タンザニア

Iwate Kenjinkai, 米国ニューヨーク

Magnet Lin, MD 300 台湾

Alan Scott, オーストラリア(故人)

Jui-Yang Tung, MD 300 台湾

1 万ドル～2 万 4,999 ドルをご寄付いただ

いた方々

Koji Abe, 日本

Naresh Aggarwal, インド

Tadao Akashi, 日本

Isamu Arino, 日本

Miguel Gustavo Benitez Cjeda, パラグアイ

Yonetim Cevresi, トルコ

Ching Ko Chang, MD 300 台湾

Jui-Tai Chang, MD 300 台湾

Lang-Tsuen Chang, MD 300 台湾

Pin-Yiao Chang, MD 300 台湾

Po-Kuang Chang, MD 300 台湾

Yung Yuan Chao, MD 300 台湾

Cheng-Te Chen, MD 300 台湾

Hsi Yao Chen, MD 300 台湾

Pi-Che Chen, MD 300 台湾

Shuang-Hsi Chen, MD 300 台湾

Ta-Lung Chiang, MD 300 台湾

Yang Shu Chu, MD 300 台湾

Sarath De Fonseka, スリランカ

Kenji Ebihara, 日本

Keno Harakita, 日本

Saburo Hata, 日本

Megumi Higo, 日本

Carl Hirano, 米国カリフォルニア

Fu-Ta Hsu, MD 300 台湾 

Hsiu-Jung Huang, MD 300 台湾

Moriyoshi Iwamoto, 日本

Soo-Cheol Jang, 韓国

Moon-Soo Jun, 韓国

Ryoji Kamei, 日本

Shokai Kameyama, 日本

Chang-Hui Kang, 韓国

Chun-Mo Kang, 韓国

Shinji Kayamori, 日本

Fukushima Kenjinkai, 米国
ニューヨーク

Bok-Kwang Kim, 韓国

Chang-Bum Kim, 韓国

Jong-Han Kim, 韓国

Tae-Ok Kim, 韓国

Yang-Sub Kim, 韓国

Young-Sub Kim, 韓国

Masahiko Kiyota, 日本

John Knepper, 米国バージニア

Henry Ko, MD 300 台湾

Shinya Kobayashi, 日本

Haruo Kubo, 日本

2010-2011 年度に財団をご支援いただいた皆さまに御礼申し上げま

す。皆さまの惜しみないご寄付により、LCIF は世界中の数百万と

いう人々を支援することができました。

「適時に、的確な場所で、正しい理念に対して貢献

することによってのみ善意には価値が生まれると

私は信じます。私は視力ファーストの使命に深く感

銘を受けるからこそ、この崇高な理念に貢献した

いと願うのです」

–アルーナ・オスワル氏、元地区ガバナー、インド
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O-Sub Kwun, 韓国

Byung-Lim Lee, 韓国

Hsien-Sheng Lee, MD 300 台湾

Yao Lee, MD 300 台湾

Yong Lee, 韓国

Young-Ja Lee, 韓国

Theparak Leungsuwan, タイ

Robert Libin, 米国ニューヨーク

Su Liu Tsai Lien, MD 300 台湾

Chiu-Sheng Lin, MD 300 台湾

Somsakdi Lovisuth, タイ

Sohanjyoti Maity, インド

Katsuaki Matsuzuka, 日本

Hiromi Miyawaki, 日本

Yoshio Mizobuchi, 日本

Yoshiko Nakamura, 日本

Yoshinori Nishikawa, 日本

Miyoko Okamoto, 日本

Masaaki Oomori, 日本

Toyosaburo Otsuka, 日本

L. S. Patil, インド

Henry Robinett, 米国ワシントン

Suwan Saengsukiam, タイ

Seiichiro Sato, 日本

Toshiaki Sato, 日本

Charles Sheriff, 米国テネシー

Keisuke Shimizu, 日本

Dong-Min Shin, 韓国

Stuart Sims, 米国カリフォルニア

Michael So, フィリピン

Do-Soo Son, 韓国

Eugene Spiess, 米国南カリフォルニア

Sadamitsu Suzuki, 日本

Yasuo Suzuki, 日本

Jung-Chi Tai, MD 300 台湾

Tsugio Takagi, 日本

Masatoshi Takahama, 日本

Viwat Tungwiwat, タイ

Shozo Udaka, 日本

Punlop Vesvarut, タイ

Wayne Wagner, 米国ニューヨーク

Elmer Wang, MD 300 台湾

Ying-Chiao Wei, MD 300 台湾

Haruo Yamada, 日本

Chul Yang, 韓国

Shu Hui Yang, MD 300 台湾

Yoshikazu Yonezawa, 日本

Chien-Chang Yu, MD 300 台湾

上記は 2010 年7月1日から 2011 年6月30日 
までに個人から頂いた現金での 
寄付を示しています。

ボブ・リビン
米国、ニューヨーク

2001 年 9月11日、ニューヨークがテロ攻撃を受けた時、負傷したり亡くな

った人々の家族を支援するために世界中から寄付が寄せられました。ニュ

ーヨーカーである私は、人々が支援の手を差し伸べてくれること、中でも

LCIF が先頭を切って支援して くれることを認識していました。 

津波が日本を襲い、世界にその災害が 最初に伝えられた時、私は寄付をし

ようと考えました。自分の地区や顔見知りの人々、よく知らない人々にす

ら呼びかけて、できることをしようとお願いしました。しかし、米国のニ

ューヨークからでは、日本のために個人的にできることは限られており、

実際の支援は地元の人々を頼らなければならないことはわかっていまし

た。自分の地域でできる仕事をして資金を調達することが私がすべきこと

だと思いました。日本の災害をはじめ世界中の災害には、LCIF が支援活動

を行ってくれることもわかっていました。ですから私は寄付をし、資金を

調達しました。自分にできることをしたのです。

一人の力では一度に地域社会や地区の一人の暮らしを変えることができる

程度でしょう。しかし、財団によって、私たちは 毎日数百人、数千人どこ

ろか数十万の人々を支援することができます。世界中の今後会うことも顔

見知りになることもないであろう人々のために私は寄付をします。それは、

私がライオンだからです。支援を求める人がいる限り私は寄付をします。

あなたの寄付で世界を変えることができるのです。

支援する理由
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献金は全額が人道支援プロジェクトに活用されます。皆さまのご支援によって、私たちは世界により大

きな影響を及ぼすことができます。オンライン献金は www.lcif.org/donate から行っていただけます。

数百万人を支援する 300 万ドルの不動産寄付

2010 年 8 月、世界はジョー・グラッグ氏を失いました。米国テキサス州、パレ

スチナのライオンであるクラッグ氏の LCIF への不動産寄付により、今後長期

に渡って多くの人々を支援することができます。クラッグ氏は 300 万ドル以上

の不動産を顕彰を求めることもなく 静かに LCIF に託されました。この寄付によ

って、300 万人の児童へのはしかワクチン接種、24 万人の学生へのライオン

ズクエスト提供、6 万人の災害によって家を失った被災者への緊急支援を行う

ことができます。世界中の 数百万という人々がグラッグ氏が与えてくれる視力

保護、避難所、健康や多くの贈り物に感謝するでしょう。

10万ドルを仙台へ

ダラス・フォートワース日米協会 (JASDFW) は日

本の仙台におけるライオンズが主導する災害支援

に 10 万ドルを寄付しました。JASDFW とその 470

名の会員は草の根レベルの募金活動を開始し、

ダラスの友好都市であり被災地域最大の都市で

ある仙台のための寄付を受付ました。 

献金総額上位10地区

国,地区          寄付額 (米ドル)

日本, 335-B          $1,980,034
日本, 334-A          $1,616,640
日本, 337-A          $1,125,913
日本, 335-C          $971,443
日本, 330-B          $936,938
日本, 336-A          $937,576
MD300 台湾, 

300-G                    $630,019
日本, 330-A          $568,534
韓国, 354-D          $563,504
MD300 台湾, 

300-C3                  $550,500

会員平均献金額上位10地区

国,地区                  会員平均献金額 
                         (米ドル)

日本, 335-B                        $348
日本, 334-A                        $307
米国ニューヨーク, 20-R2      $300
日本, 337-A                        $255
MD 300 台湾, 300-G2        $247
日本, 335-C                        $247
日本, 335-D                        $213
日本, 330-B                        $195
日本, 331-A                        $173
日本, 336-A                        $167

献金増加率上位10地区

国,地区                   増加率

インド, 324-C4                   2253%
ベルギー, 112-C                   1544%
ケニア, ウガンダ, 

タンザニア, セーシェル, 

エチオピア, 411-B               1517%
スウェーデン, 101-N           1048%
トルコ, 118-R                      1039%
スウェーデン, 101-VG          949%
韓国, 355-C                         912%
タイ, 310-B                         902%
インド, 324-E4                   896%
ブラジル, LA-5                    864%

上記は 2009-10 年度および 2010-11年度の最低

1,000ドルの献金です。

ガーナ

より多くの人々を支援するために財団にご協力ください 
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2010-2011年度 ステアリング委員会
エバハルト J. ヴィルフス理事長/前国際会長 (中央); クレメント F. クジ

アク元国際会長; テーサップ・リー元国際会長(前列); オーグスティン・ソ

リバ元国際会長; ロヒト・C・メタ 元国際会長; アル・ブランデル元国際会

長; S.P.アミン元国際理事;チン・リ・リー元国際理事; ジャック・アイザマ

ン元国際理事; 栢森新治元国際理事; トン・ソータース元国際理事; ラリー

G・ジョンソン元国際理事; A.P.シン元国際理事; ピーター･リンチ国際本部

長、LCI/LCIF。

財務責任を通じて暮らしを変える

2010-2011年度 LCIF執行委員会
エバハルト J. ヴィルフス理事長/前国際会長 (中央右); シド L. スクラッ

グス III世国際会長/職権委員 (中央左); ウィンクン・タム 第一副会長 (右

); ウェイン・A・マデン 第二副会長(左); (後列左から右) 不老安正 国際

理事/副委員長; ジュン・ユル・チョイ 元国際理事/理事会アポインティ;

ジェームズ・E・アーヴィン 元国際理事/理事会アポインティ; 山浦晟暉国

際理事/幹事; タールン・チャン国際理事/会計;アン・スマーシュ国際理事

寄付

年度

単
位

　
百

万
ド

ル

寄付比較表交付された交付金の種類 (単位 百万ドル)

ライオンズ

クエスト

$1.67

緊急および災害指定

$13

視力ファースト

$12.39

国際援助

$0.37

その他

$5.11

一般

$6.1

2008-09     2009-10     2010-11

50

40

30

20

10

0

$48

$34.3$33.4
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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                                  2011                2010

   現金および現金同等物              $11,680,728          $12,191,302

未収金                                             24,328                 202,530

未収純誓約金                                   58,638                 972,940

米国外ライオンズ地区未収金                   515              3,295,545

ライオンズクラブ国際協会未収金    6,543,611              4,205,888

未収利息                                        586,580                 551,802

棚卸資産、 2011 年度

$29,648、2010 年度 

$126,383 の正味引当金                   401,774                 692,198

投資                                        295,474,402          256,563,948

有形固定資産および備品

（減価償却後）                                 166,636                 126,820

資産合計                                $314,937,212        $278,802,973

負債および純資産

未払金                                         $408,278               $155,050

未払費用                                        499,903                 173,579

未払交付金                                38,685,192            36,360,714

慈善寄付年金                                 278,250                 289,507

負債合計                                39,871,623            36,978,850

純資産

無拘束                                  151,161,811          120,215,559

暫定拘束                              123,403,778          121,108,564

永久拘束                                     500,000                 500,000

純資産合計                           275,065,589          241,824,123

負債合計および

純資産                                   $314,937,212        $278,802,973

ライオンズクラブ国際財団

キャッシュフロー計算書
6月30日年度末

                                                2011                 2010

運営活動の 

キャッシュフロー

純資産の変動額                                   $33,241,466           $25,139,915

運営活動による純現金収入 

と純資産の変動額 

を整合させるための調整

減価償却費および減耗償却                         56,584               1,015,537

純実現及び未実現 

投資（利益）                                       (23,020,735)            (19,107,809)

運用資産および 

負債の変動額

未収金                                                  178,202                    49,319

未収純誓約金                                        914,302               8,677,862

未収利息                                               (34,778)                 (518,743)

米国外ライオンズ地区未収金                3,295,030                (151,230)

ライオンズクラブ国際協会未収金         (2,337,723)              (3,906,106)

棚卸資産                                               290,424                  234,403

その他資産                                                     –                      4,000

未払金および 未払費用                           579,552                  (45,220)

未払交付金                                         2,324,478             (8,930,040)

慈善寄付年金                                        (11,257)                   (11,457)

運営活動による 

純現金収入                                    15,475,545               2,450,431

投資活動の 

キャシュフロー

投資の変動額                                    (10,889,719)            (21,688,304)

投資への振替額                                  (5,000,000)                            –

有形固定資産の

純購入額                                                (96,400)                   (55,034)

投資活動に使用した 

純現金額                                      (15,986,119)            (21,743,338)

現金および現金同等物の 

減少額                                                     (510,574)            (19,292,907)

年度当初の現金および 

現金同等物                                          12,191,302             31,484,209

年度末の現金および 

現金同等物                                        $11,680,728           $12,191,302
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ライオンズクラブ国際財団

活動報告書
至2011年6月30日

                                                                                                                                       暫定                         永久                         

                                                                                                       無拘束                      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                                                                                      $19,676,681              $22,871,881                               –           $42,548,562

視力ファースト II キャンペーン                                                                   –                 5,443,859                              –               5,443,859

慈善寄付年金正味額                                                                                     –                    (27,200)                               –                  (27,200)

ライオンズクエスト正味額                                                                     334,680                               –                              –                  334,680

投資収入                                                                                      34,066,412                       24,627                              –             34,091,039

正味為替差益                                                                                    203,893                              –                              –                  203,893 

用途指定条件が解除された純資産                                                   26,017,953             (26,017,953)                               –                            –

収入、収益およびその他の寄付金  合計                                   80,299,619                 2,295,214                              –             82,594,833 

経費

プログラム関連支出

交付金

視力ファースト、$1,033,787 の交付金の正味調整額                  11,355,189                              –                              –             11,355,189 

一般交付金、$441,414 の交付金の正味調整額                          5,775,615                              –                              –               5,775,615 

四大交付金、$302,652 の交付金の正味調整額                          2,570,048                              –                              –               2,570,048 

緊急援助金、$83,582 の交付金の正味調整額                            1,656,418                              –                              –               1,656,418 

国際援助交付金、$23,167 の交付金の正味調整額                        353,859                              –                              –                  353,859 

用途指定交付金、$132,205 の交付金の正味調整額                  13,480,522                              –                              –             13,480,522 

その他の交付金、$109,251 の交付金の正味調整額                    1,466,071                              –                              –               1,466,071 

プログラム支出                                                                                                                      –                           –                            

視力ファースト                                                                        2,965,626                              –                              –               2,965,626 

ライオンズクエスト                                                                   1,193,891                              –                              –               1,193,891 

その他                                                                                      618,822                              –                              –                  618,822 

プログラム関連費用合計                                                       41,436,061                              –                              –             41,436,061 

プログラム非関連費用

管理費                                                                                     3,969,398                              –                              –               3,969,398 

開発費                                                                                     3,947,908                              –                              –               3,947,908 

プログラム非関連費用合計                                                       7,917,306                              –                              –               7,917,306 

経費合計                                                                             49,353,367                              –                              –             49,353,367 

純資産の変動額                                                                         30,946,252                 2,295,214                              –             33,241,466 

年度当初の純資産                                                                    120,215,559             121,108,564                    500,000           241,824,123 

年度末の純資産                                                                      $151,161,811           $123,403,778                  $500,000         $275,065,589
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私たちが暮らしを変える、 毎日、世界のどこかで

マレーシア


