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奉仕の基
盤を築く

理事長からの
メッセージ 

ライオンズクラブ国際財団（LCIF）への皆さまのご支援

に御礼申し上げます。皆さまの善意が多くの人々の人生

に違いをもたらしています。LCIF 理事長として、私は財

団の成果を直接目にしてきました。皆さまの取り組みに

よって世界中の地域社会が改善され、人々に笑顔がもたら

されています。私たちが支援した人々の笑顔は、ライオン

ズとLCIF の成果として生涯私の記憶に残るでしょう。 

バングラデシュ、ボツワナ、ウガンダなどで、命を救う

はしかの予防接種を実施しました。台風「ハイエン」の

被害を受けたフィリピンに、救援物資に加えて希望をも

たらしました。ライオンズクエストを通じて、世界中の

学生が正しい選択をし、健全な生活を送れるように支援

しました。ヘレン・ケラーの志を受け継ぎ、人々を光へ

と導く視力ファーストを通じて、数百万人の視力を保護

しました。このような皆さまの貢献すべてに、心より感

謝いたします。

さらに、パートナーシップによって、より多くの人々に

支援を拡大することができます。コロンビアではカータ

ーセンターと共に河川盲目症の根絶に取り組み、エチオ

ピア、マリ、ニジェール、ウガンダでは回避可能な失明

対策として視力ファーストを拡大しました。ジョンソン・

エンド・ジョンソン・ビジョン・ケアカンパニーとのサ

イト・フォー・キッズ提携プログラムにより、2,000 万人

を超える生徒に視力検査を実施しました。このプログラ

ムはアジアからケニアやトルコへと拡大されています。

ライオンズクエストは、学生と学校のニーズの変化に合

わせて、社会性と情動の学習カリキュラムを改訂するた

め、ノボ財団より30万ドルの交付を受けました。GAVI ア
ライアンスとのパートナーシップを通じて、数百万人の

子供たちにはしかの予防接種を実施するとともに、はし

かとの闘いに向けた 3,000 万ドルの資金調達目標達成に

大きく前進しています。

これらすべては、皆さまのご支援無くして成し得ません。

私たちは共に奉仕の世界を築いています。本報告書で

は、私たちが関わった人々の体験談や私たちが共に成し

遂げた成果を取り上げています。皆さまの継続的なご支

援があってこそ、このような心打たれる数々のストーリ

ーが生まれるのです。

ウェイン・A・マデン

2013-14�年度 LCIF 理事長
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私たちの
使命

2013-14 年度の投資と成果 LCIF の主な活動

視力保護

青少年支援

はしか & 風疹の根絶

災害援助

地域社会の改善

約 8 万 3,000 名に白内障,睫毛乱生症の手術を、1,000 万人にオンコセルカ

症対策を実施。47 件、総額 1,308 万 7,642ドルの視力ファースト交付金によ

り、48 の眼科医療施設を改善し 150 名の眼科医療専門家への研修を実施。

37 件、総額 198 万 2,539ドルのライオンズクエスト交付金により、ライオ

ンズクエスト・プログラムを 16 の国と地域で実施。

はしか & 風疹イニシアチブおよび Gavi アライアンスとのパートナーシップ

により、数百万人の子供たちへの予防接種を支援。20 件、総額 759 万 5,000

ドル超の交付金により、はしか予防接種キャンペーンおよび世界予防接種週

間期間中に世界 15 カ国のライオンズが普及啓発活動を支援。

ライオンズとそのパートナーが、154 件、総額 127 万 6,000ドルの緊急援助

交付金により 5 万 1,000 人の自然災害被災者に緊急援助を提供。

188 件、総額 840 万 6,515ドルの一般援助交付金、23 件、総額 32 万 4,685

ドルの国際援助交付金、総額 6 万ドルの四大交付金（糖尿病交付金）、総額

1,328 万 8,636ドルのその他 68 件の交付金により、約 1,000 万人への教育、

医療、障害者支援、その他の公共サービスを改善。

1968 年に設立されたライオンズクラブ国際財団（LCIF）は、視力を保護

し、はしかと闘い、災害援助を提供し、青少年を支援し、地域社会を改

善する地域的・国際的な事業に交付金を提供することにより、ライオン

ズが世界中で行っている善意の活動を支援しています。

2013-14 年度には、ライオンズ、そのパートナーと

友人が LCIF に寄せた惜しみない寄付は 4,390 万

ドル、財団が提供した交付金は 538 件、総額

4,600 万ドルに達しました。 

ご協力に感謝いたします。
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コロンビア

河川盲目症はオンコルセカ症とも呼ばれる寄生虫

性疾患で、激しいかゆみ、視力障害、不可逆性失

明を引き起こします。ライオンズとカーターセンタ

ーの視力ファーストイニシアチブの貢献により、コ

ロンビアは南北アメリカ大陸で河川盲目症を根絶

した 6 カ国の1つとなりました。プログラム開始

当初、この 6 カ国では推定 50 万人が河川盲目症

のリスクにさらされていました。キャンペーンが

大きな成功を収めた結果、かつては顧みられるこ

とのなかったこの熱帯病の感染が、同地域の 96%

で阻止されました。

「子供たちに視力検査や治療を行

うことと同様に、目の健康に関す

る情報を広めることが重要です。

ライオンズとジョンソン・エンド・ジョ

ンソン・ビジョン・ケアカンパニーの

支援に感謝しています」

–サイト・フォー・キッズ・ケニア責

任者のライオンズ視力ファースト眼科

病院検眼医タンヴィ・シャー氏

視力
保護

ライオンズは様々な方法で視力を保護しています。 LCIF の視力ファース

ト・プログラムでは、医療が行き届かない地域社会に包括的な眼科医療シ

ステムを構築して失明を予防するとともに、視覚障害者を援助するライオ

ンズの取り組みを支援しています。 

エチオピア、マリ、ニジェール、ウガンダ

2014 年 5 月15日に行われたカーターセンター本部での式典で、現

ライオンのジミー・カーター元米国大統領と同席したウェイン・

マデン LCIF 理事長は、アフリカにおけるライオンズ - カータ

ーセンター視力ファーストイニシアチブ・プログラムに、LCIF

が 880 万ドルを提供する意向を表明しました。 このパートナー

シップは、エチオピアやマリ、ニジェール、ウガンダでの予防可

能な失明原因の排除を目的として継続されます。

1999 年以降、ライオンズ - カーターセンター視力ファーストイ

ニシアチブは、1 億 3,400 万個超のトラコーマ治療薬配布、33

万 4,000 件のトラコーマによる失明状態の回復手術支援、衛生環

境改善のための 290 万個超のトイレ設置と数千のコミュニティ

での保健教育を支援してきました。

このパートナーシップ強化の一環として、現地のライオンズクラ

ブが対象地域での集団投薬やまぶたの手術キャンペーン、保健教育、トイレ設置への住民参加を

呼びかけます。また、ライオンズは地域の指導者と協力し、その地域における河川盲目症および

トラコーマに関連する活動への参加を高めるための呼びかけを行います。



「とても幸せで自信がつきまし

た。 この眼鏡があれば、何でも

簡単にできます。 ありがとうご

ざいました」 

–インドでサイト・フォー・キッズ

を受けたS.バーヴァニさん

アジアを越えて

シンプルな眼鏡が、子供たちに笑顔をもたらします。はっきり物が見えることによって読む力

が向上し、スポーツに参加することもできます。LCIF とジョンソン・エンド・ジョンソン・ビ

ジョン・ケアカンパニー（JJVCC）は、サイト・フォー・キッズ・パートナーシッププログラ

ムを通じて多くの子供たちにより良い視力と笑顔をもたらすよう協力しています。アジア地域

のライオンズ、JJVCC 職員、および地域のパートナーの主導のもと、サイト・フォー・キッズ

では、医療が行き届かない地域でも教師が学校での視力検査や眼科教育を実施できるように、

眼科医療専門家と協力して教師への訓練を実施します。必要に応じて、生徒を地元の眼科医療

専門家に紹介し、検査や眼鏡、追加治療、フォローアップ治療を無料で受けることができます。

LCIF と JJVCC では、ケニアやトルコへ

とサイト・フォー・キッズを拡大してい

ます。この 2 カ国は、アフリカとヨーロ

ッパで最初にサイト・フォー・キッズが

実施される国となります。このプログラ

ムを通じて、アジア太平洋全域の学校や

地域で 2,000 万人を超える児童にサイ

ト・フォー・キッズが提供されてきまし

た。基本的な視力検査や治療を世界中の

児童が受けられるようにする必要があ

ります。プログラム拡大によって、より

多くの子供たちが必要な眼科医療を受け

られるようになるでしょう。

「ライオンズクラブ国際財団とカーターセンターのパートナ

ーシップにより、数百万人がトラコーマと河川盲目症の感

染から守られ、数十万人がまぶたの手術を受けました。

LCIF の投資と継続的支援、そして現地のライオンズクラブ

の啓発活動なくして、このような成果を上げることはできな

かったでしょう」

–ライオンであるジミー・カーター米国元大統領 

カーターセンター
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写真：サージ・レスニコフ



LCIF のライオンズクエスト・プログラムは、幼稚園児から高校 3

年生までを対象に、人格形成、いじめ防止、薬物乱用防止、奉仕

活動について教えるものです。 

青少年

支援
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「ライオンズクエスト・プログラムがなけ

れば、今の僕はなかったと思います。以前

思っていたよりずっと自信を持つことがで

きました。ライオンズクエストのおかげで、

何でも自信を持って決断できるようになり

ました。また、うまく友達がつくれるよう

になりました。ライオンズクエストがなけ

れば、学校などの活動に参加することはな

かったと思います」

–ブレイク・オドネル、ライオンズクエスト生徒、

米国

ライオンズクエストは社会性と情動の学習（SEL）プログラムです。思いやりのある、安全で管理の行き届

いた参加型の学習環境を促進します。このプログラムは、生徒が薬物乱用やいじめ、暴力とは無縁の健全で

責任ある生活を送れるように、感情をコントロールし、責任ある意思決定を行い、前向きな目標を設定でき

るスキルを身につけられるように支援します。ライオンズクエストは 55 万人を超える教育者に研修を実施

し、85 カ国の 1,300 万人余りの生徒が参加しています。

「ライオンズクエストを通じて、私たちが学んで欲しいと思う

意思決定や目標設定などのライフスキルを子供たちは自

然に身につけていると感じます。 各自が自分の意見や考

えを持ち、それを伝え合うことでお互いを尊重できる良好な

雰囲気を私たちは自然に作ることができます。 クラス全員

がアクティビティに参加できることも、このレッスンの良い

点です。 ライオンズクエストは、生徒と教師の両方が楽しく

参加できる学習活動だと思います」 

–ライオンズクエストに参加した中学3年生担当教師、日本

ノボ財団交付金

この 3 年間、LCIF はプログラムのカリキュラムと

研修資料の改訂を計画してきました。ノボ財団か

らの 30 万ドルの交付金により、21 世紀の学生の

ニーズと問題に対応できるように、ライオンズク

エストのコース内容と研修資料の改訂に向けた準

備が進められています。ノボ財団とのパートナー

シップによって、コース内容の改善と新たな学区

での試験プログラム実施が可能になります。LCIF

は長年に渡るライオンズクエストの成果を生か

し、新しい世代の子供たちに役立つライフスキル

を身につけてもらうことを願っています。

写真：ダン・モリス
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写真：ジョン・ティンマーマン

「ライオンズクエストのレッスンを通じて、自分の考えを他の人に伝える大切さを学びました。 様々なアクティビ

ティによって、自分の感情への向き合い方を学びました。 学んだことを自分の将来に役立てたいと思います」

–ライオンズクエストに参加した中学3年生、日本

日本

2013 年 8 月、富山昭和ライオンズクラブがライオンズクエストフォー

ラム全国大会を主催しました。約 300 名のライオンズと教師がフォー

ラムに参加し、経験やアイデア、成功事例を発表しました。富山県の

富山昭和ライオンズクラブは、2006 年に富山市立大泉中学校で初め

てライオンズクエストを実施しました。ここでのライオンズクエストは、

プログラムの模範例となっています。

2006 年 7 月から 2013 年 6 月にかけて、日本のライオンズと青少年

育成支援フォーラム (JIYD) は、635 を超えるワークショップを開催し、

1 万 5,978 名超の参加者に研修を実施しました。ライオンズクエスト・

プログラムを学校で実施する上で地域のライオンズは欠かせない存

在であり、授業参観や卒業式に参加して教師や生徒のニーズを直接

聞き取り、ニーズに対応しています。クラブの奉仕活動を支えるライ

オンズによって、ライオンズクエストへの地域の参加が得られます。

富山昭和ライオンズクラブは、今後もライオンズクエストを継続的に

支援することを表明しています。

成果の実証 

2013 年 12 月、米国研究学会（AIR）は米国バージニア州ウッド

カントリーにおけるライオンズクエスト・プログラムの独自評価

を完了しました。1 万4 名の生徒を3種類のプログラム（5 年生対

象の成長期への対応、6 年生～中学 2 年生対象の思春期への対

応、中学 3 年生～高校 3 年生対象の飛躍への対応）全体で評価

しました。評価対象の生徒には、社会意識、人間関係、仲間との

関係に関する優れた発達が見られました。また、秩序を乱す行為

や有害行為の可能性の減少も報告されました。この調査により、ラ

イオンズクエストの有効性だけでなく、青少年育成の模範事例にお

ける LCIF やライオンズの指導的立場も示されました。ライオンズ

は、ライオンズクエスト・プログラムを忠実に実行し、生徒や教師

にとって学習と成長に最も適した環境の整備に努めています。
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LCIF は、はしかの予防接種を拡大し、はしかによって失われる

命を減らすため、資金援助と奉仕による支援を行っています。

はしかとの
闘い

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を

通じて、ライオンズははしか根絶に向けた国際的な取り組みにおけ

る中心的な役割を果たしています。2013 年、LCIF は、はしかの予

防接種を最も必要とする地域で子供たちをはしかから守るため、

Gavi アライアンスと提携を結びました。このパートナーシップによ

り、1 億人を超える子供たちに予防接種が実施されます。Gavi を通

じた予防接種拡大のために、LCIF は 2017 年までに 3,000 万ドルの

資金を調達することを約束しました。調達した資金に対し、英国国

際開発省およびビル＆メリンダ・ゲイツ財団が同額の資金を拠出す

るため、総額は 6,000 万ドルになります。また、ライオンズは予防

接種キャンペーンの普及啓発活動で重要な役割

を果たしています。

2014 年 4 月 24 日～ 30 日の世界予防接種週間

に、LCIF は「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」のために30日間で

100 万ドルという資金調達に挑戦しました。ま

た、4 月中に LCIF に寄せられたはしかイニシア

チブへの寄付金と同額（最高 50 万ドルまで）が

インドのライオン、アブヘイおよび元地区ガバナ

ーのアルナ・オスワル家から拠出され、ライオン

ズははしかとの闘いに対して、当初の目標を上回

る総額 130 万ドルの資金を調達しました。

「ライオンズの役割は、できるだけ多くの

親の予防接種への意識を高めて、子供た

ちを連れてくるよう働きかけることです。

それが極めて大切です」

–マダガスカルのライオン、ジョセ・ブロンフ
マン氏

Gavi�とのパートナーシップ

により、ライオンズは既に

2,000��万人を超える子供た

ちへの予防接種を支

援し、1億人への接種

を目指しています。



ガーナ

2013 年 9 月、ガーナのライオンズは、

はしか・風疹予防接種の全国キャンペー

ンを支援しました。10日間のキャンペ

ーンで数百名のライオンズが普及啓発に

参加し、予防接種会場で活動しました。

ライオンズは保健省ガーナ保健サービス

や Gavi をはじめとする様々な NGO と

協力し、命を救う予防接種を子供たちが

受けられるように支援しました。

ボツワナ

2013 年 11 月、ボツワナのライオンズ

は保健省を支援し、5 日間のキャンペ

ーンで 5 歳未満の子供の 95 パーセン

ト以上にはしかの予防接種を実施し、

ビタミン A と駆虫薬の錠剤を配布しま

した。ライオンズは戸別訪問を行い、

母親たちに子供に予防接種を受けさせ

るよう呼びかけました。また、予防接

種会場が遠い地域の家族を運ぶための

バスの資金を援助し、予防接種の重要

性を訴えて各地を回りました。

「私たちはいつもライオン

ズの無私の精神と政府

への支援に感謝していま

す。 はしか対策に貢献し

ていただき、ありがとうご

ざいます。 政府はライオ

ンズの貢献を高く評価し

ています」

–キャサリン・ゴタニ・ハラ

マラウイ保健大臣

「大変素晴らしいチーム

でした。 キャンペーンへ

の参加呼びかけを率先し

て行ってくれました。私た

ちのような資源が限られ

た政府でも、ライオンズク

ラブの多大な貢献によっ

て予防接種の目標を上

回ることができました」

–シェナズ・エル・ハラビー

 ボツワナ保健省副大臣

奉仕の基盤を築く 10

マラウイ

2013 年 11 月、ライオンズとマラウィの 5 つのクラブから参加したレオは、

同国における 200 万人の子供を対象とした全国はしか予防接種を支援しま

した。ライオンズはキャンペーン告知を担当し、5 日間のキャンペーン期間

中は予防接種会場で奉仕活動を行いました。
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世界中の 4 万 6,000 のクラブと共に、ライオンズは自然災害に迅速に対応し

有意義な支援を行う独自の立場を築いています。緊急救援活動終了後も、長

期的に地域社会の復興に取り組み続けます。

「LCIF への支援および LCIF が提供するマッチングや復興交付金に対する資金援助を行えること

が、ライオンズ Alert プログラムの利点です。被災者に寄り添う献身的なライオンズのおかげで、

私たちと LCIF のパートナーシップが土砂災害からの復興に取り組む人々に貢献しています。

–PDG トム・スマーシュ氏、MD-19 B アラートチーム共同委員長

LCIF緊急援助交付金プログラムは、緊急のニーズを満たす災害

対応に取り組むライオンズへの資金を援助します。 大災害援助

交付金は、大規模自然災害に対して高額な資金を提供します。

災害
援助の
提供

災害援助試験プログラム

LCIF 災害援助試験プログラムは、

自然災害への備えや対応、復興活

動に取り組むライオンズとそのパ

ートナーに資金を援助します。試

験プログラムでは、災害準備、緊

急対応、地域復興に対する資金援

助を行い、地域のライオンズが地

元の復興活動を継続できるように

します。米国、南米、アジアで

2014 年 2 月から 2015 年 3 月に

かけて試験実施されるこの新しい

災害援助プログラムでは、緊急事

態の様々な対応段階を支援する多

様な資金の選択肢が提供されま

す。このプログラムは、試験実施終

了後に世界規模で導入されます。
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米国ワシントン州の土砂災害

2014年3月、米国ワシントン州の脆弱な地盤の一部が崩れ落ち、近隣一帯を巻き

込んで周辺を土砂で埋め尽くしました。40 人以上の住民が死亡し、数十軒の家

屋や建物が破壊されました。LCIF は緊急救援活動を支援するため、緊急交付金

を拠出しました。2 万ドルの地域復興交付金が防護服や保護ベスト、ロープな

ど初動救援チームの必需品購入に使用されました。続いて、1 万ドルの災害準備

交付金が熱探知カメラやガス検知器の購入に使用されました。このカメラは、二

次災害が発生した場合に救援隊による生存者の発見や、遺体収容に役立ちます。

ガス検知器は、救援活動中の救援隊が有害排出物や有毒ガスから身を守るための

ものです。

フィリピンを襲ったハイエン台風

2013 年 11 月、ハイエン台風が東南アジアを襲い、フィリピンに大き

な被害をもたらしました。上陸した台風の中でも、ハイエンは過去最

大規模の台風であると推定されました。幾つもの村が消滅し、数百万

人が被災し住居を失いました。LCIF は 10 万ドルの大災害援助交付金

に加えて、緊急ニーズへの対応に 3 万ドルを追加拠出しました。世界

中のライオンズから寄せられた用途指定寄付は、災害直後に 100 万ド

ルを突破しました。

バルカン半島の洪水

2014 年 5 月、豪雨に見舞われたボスニア・ヘルツェ

ゴビナ、クロアチア、セルビアで、大規模な洪水と数千

ヶ所におよぶ土砂崩れが発生しました。数百万人が家を

失い、電気や水も使えなくなりました。被災者は一時避

難所や学校、スポーツセンターに避難しました。ボスニ

アでは一部地域の土砂崩れによって、1990 年代の戦

争で残された地雷が露出しました。LCIF は、各 5 万

ドルの 3 種類の大災害援助交付金を、学校や病院設備

の再建および地域の復興支援に交付しました。

「被害が深刻な地域を訪れ、被災者が最も必要とすることを理解できました。 短期的には食糧や水、

医薬品が必要です。 次の段階では、片付けや再建への支援が必要となります。 私たちライオンズは

復興が完了するまで被災者と共にあります」

–ライオン、エム・L・アング、フィリピン MD 301



LCIF は、その人道奉仕援助交付金を通してマッチング資金を提

供し、各地域社会で重要な公共サービス機関およびプログラムの

改善に取り組むライオンズを支援しています。 

地域
社会の
改善
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「ライオンズクラブの継続的な支援と、私のような障

害のある人々の能力を信じる気持ちに感謝します」

–ペン・ハック選手、スペシャル・オリンピックス・オー

ストラリア・チーム

イタリア

LCIF からの 2 万 7,800ドルの一般援助交付金により、地区 108-

TB のライオンズはイタリア、ティッツァーノ・ヴァル・パルマ

の障害児のための運動場をリフォームしました。ライオンズは、

障害児が使いやすいトイレや車椅子で通りやすい歩道になるよう

改築し、新しいブランコやすべり台、シーソー、椅子付きテーブ

ルを設置しました。運動場内の施設には壁がなく屋根しかなかっ

たため、ライオンズは壁を設置して教室とミーティング用スペー

スを作りました。この新しい運動場は、毎年数百名の障害を抱え

る子供たちに利用されます。

ペルー

LCIF からの 5,000ドルの国際援助交付金に

より、米国オレゴン州ポートランドのライ

オンズは、視力検査表と自動屈折計を購入

しました。ポートランドのライオンズとペ

ルーのランバイケ県エボカドラ・ライオン

ズクラブ、ランパレク・ライオンズクラブ、

ランバイケ県エボカドラ・レオクラブの 3

つのクラブがチームを結成しました。この

チームはライオンズ主催の健康フェアで聴

力・視力検査を実施し、250 個余りの眼鏡

を配布しました。ポートランド・ライオン

ズは、地元の 6 名のライオンズに自動屈折

計の正しい使用・操作資格を与え、地域で

継続的に視力検査を実施できるようにしま

した。



オーストラリア

ライオンズハウス財団は、病院の近くに患者の家族

が滞在できる低価格な宿泊施設を提供しています。

長期治療を受ける患者のために長距離移動を強いら

れる家族や、乳児に付き添う必要がある家族には、便利で低価格な

宿泊施設への高いニーズがあります この新しい施設には、12 の家族

部屋をはじめ、台所、食堂、ラウンジ、洗濯室、洗面所、管理事務所

が備わっています。地区 201-V14 と 201-V5 のライオンズは、LCIF

からの 7 万 5,000ドルの一般援助交付金を利用して、毎年施設を利

用する 900 余りの家族が使用する台所用品や共用区域の屋外用備品

を購入しました。

2001 年より、スペシャルオリンピックスと

LCI は、オープニング・アイズ・プログラム

を通じて35万名を超えるスペシャルオリン

ピックス選手に視力検査を実施し、14 万

4,000 人超の選手に眼鏡を処方しました。

「ミッション・インクルージョン」として

知られるパートナーシップの 5 年間の延長

により、視力検査のみならず知的障害者の

地域社会への受け入れを支援する新たなプ

ログラムが策定されます。この延長により、

スペシャルオリンピックス選手がリーダー

シップを発揮できる機会の創出に加えて、

選手の家族や地域社会への支援が強化され

ます。「ミッション・インクルージョン」

によって、LCIF とスペシャルオリンピック

スは、誰もが参加できるスポーツや啓発プ

ログラムを通じて、これまで以上に多くの

若者を支援します。

2014 年 2 月、マラウィのライオンズは、知

的障害・発達障害を抱える人々のニーズに

対する認識を高めるため、同国で開催され

た「アフリカのリーダー達による障害フォ

ーラム」に参加しました。マラウィのレオ

はスペシャルオリンピックス選手と共にサ

ッカーに参加し、100 を超える家族が参加

した家族健康フォーラムを主催しました。

このフォーラムとパートナーシップの目的

は、健康、教育、支援プログラムへの社会

的弱者受け入れを促進することです。

スペシャルオリンピックス 
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世界保健機関（WHO）によると、世界中で推定 140 万人

の子供たちが失明状態にあります。その 4 分の 3 がアジ

アやアフリカの貧困地域に暮らしており、本来ならば簡

単に治療可能な屈折異常（近視、遠視、乱視）であるに

も関わらず、治療を受けられない環境にいます。このように容易に矯正できる

障害であるにもかかわらず治療が受けられないことが、子供たちが失明に至る

主な原因となっています。

このため、LCIF とジョンソン・エンド・ジョンソン・ビジョンケアカンパニー

（JJVCC）は、2002 年より数百万人の子供たちに目の健康教育と眼科治療を提

供してきました。学校を拠点とするプログラム、サイト・フォー・キッズでは、

地域の教師やボランティアを動員して目の健康教育や高度な視力検査を行うと

ともに、眼鏡の提供や治療が必要な場合は眼科医への紹介を行っています。こ

れまでにアジア全域で 2,000 万人を超える児童にサイト・フォー・キッズの視

力検査が実施されました。

その一人が、近視に困っていたインド、ハイデラバ-ドの S. バーヴァニ君で

す。サイト・フォー・キッズがなければ、彼の状態は見過ごされていたでしょ

う。若年時の屈折異常問題は、学習能力に影響することがあります。バーヴァ

ニ君はサイト・フォー・キッズで視力検査を受けた後、ハイデラバードの L.V.

プラサド眼科研究所で必要な治療を受け、サイト・フォー・キッズから無料の

眼鏡も提供されました。現在、バーヴァニ君は斜視も治り黒板も良く見える状

態で、課外活動にも参加しています。

2013 年の世界視力デーを記念して実施された、当初予

定では 1 カ月間のイニシアチブが、LCIF のパートナー

である JJVCC とライオンズの貢献により、6 カ月間に渡

って延長実施され大きな成果を上げました。ジョンソン・エンド・ジョン

ソンが米国でスマートフォン向けの写真アプリを提供し、最も有名な慈善

プログラムの一つであるサイト・フォー・キッズにライオンズやレオ、一

般の人々から合計 2 万 3,864 枚の写真が投稿されました。投稿された写

真1枚につき、ジョンソン・エンド・ジョンソンから LCIF のサイト・フォ

ー・キッズに1ドルが寄付され、子供たちの視力検査などに利用されま

す。この取り組みにより、サイト・フォー・キッズを通じてさらに多くの

子どたちの視力が守られます。

LCIFのプログラムと事業は、以下の資金提供パ

ートナーから多大なご支援をいただいています。

����

財団を支援するパートナー

子供たちの視力を守る写真寄付イ

ニシアチブ

LCIF は光栄にも、人道的精神と暮らしを改善すること

への献身を分かち合う企業、財団、その他の多くの組

織や政府と提携しています。これらのパートナーと協

力して共有の資源を活用することにより、LCIF とライ

オンズクラブは世界中で影響力を高め、一丸となって視

力の保護、はしかの根絶、災害援助の提供、青少年への

支援、地域社会の改善に取り組んでいます。パートナー

との協力により、専門性の共有、共通目標の達成、効率

性の向上に向けた新たな機会が生まれます。

LCIFのパートナー



「ライオンズ国際協会は、視覚障害を持つ子ども

たちのためのボランティア活動で有名です。 また、

USAID の教育活動は、開発途上国のすべての子

どもに対する識字教育の取り組みで知られていま

す。 USAID とライオンズの協力によって、大きな

成果が期待できます」

–クリスティー・ヴィルサック氏

USAID 国際教育シニアアドバイザー

「この 20 年間、ライオンズクラブ国際財団との協力

関係は、カーターセンターが中心となって取り組む放

置されてきた病との闘いに重要な役割を果たしてきま

した。 ライオンズの継続的財政支援は、カーターセン

ターや地域のライオンズクラブ、およびその他の国際

機関が取り組む、世界で最も被害を被っている地域

における予防可能な失明の根絶に貢献しています」

–ライオンであるジミー・カーター米国元大統領、

カーターセンター

緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊 緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊 
緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊www.lcif.org/donate緊
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LCIFに対するすべての寄付には世界を変える力があります。 暮らしを変えるた

めにご協力ください。 www.lcif.org/donate.

世界中のライオンズクラブは地方自治体や各国政府、企業、非営利団体、その他の地域団体や

奉仕組織との数多くの提携関係を結んでいます。 ライオンズクラブがLCIFの支援により世界各

地で人道奉仕事業を開発・実施していく上で、こうした地域的なパートナーシップは不可欠です。

パートナーからの高い評価

「GAVI とライオンズクラブのパートナーシップは、

保護者に働きかけて子どもに予防接種を受けさせ

ることにより、はしかと風疹をはじめとする予防接

種の恩恵を数千万人の児童に拡大する大きな機

会となっています。」

–セス・バークレー博士、

GAVI アライアンス CEO

「わずか 12 年間で、サイト・フォー・キッズは 2,000

万人の子供たちに無料の視力検査を実施しました。

ケニアやトルコへの拡大実施によって一つの目標を

達成した私たちは、このプログラムが世界中のより多

くの子供たちに届けられるように取り組み続けます」

–ロブ・ホリン氏

ジョンソン・エンド・ジョンソン・ビジョンケア社長

アガ・カーン開発ネットワーク

カーターセンター

ビル＆メリンダ・ゲイツ財団

Gavi アライアンス

はしか&風疹イニシアチブ

エリザベス女王即位 60周

年記念慈善トラスト

スペシャルオリンピックス

英国国際開発省

USAID

世界保健機関

以下の協力パートナーは、LCIF の支援を受けて各地のライオンズクラブと緊密に連携しています。

より多くの人々の暮らしを変えられます。
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Pil-Nam Lee、韓国

Sang-Yeon Lee、韓国

Tsao-Yung Lee、複合地区 300 台湾

Hsin-Fu Liao、複合地区 300 台湾

Yi-Cheng Liao、複合地区 300 台湾

Chien-Chih Lin、複合地区 300 台湾

Chih-Lung Lin、複合地区 300 台湾

Liao-Song Lin、複合地区 300 台湾

Tzu-I Lin、複合地区 300 台湾

Wei-Ming Lu、複合地区 300 台湾

Isao Matsuoka、日本

Yoshio Mizobuchi、日本

Vittorino Molino、イタリア

Shiro Morii、日本

Tsunehiko Nishikawa、日本

Hiroji Okumura、日本

Masaaki Oomori、日本

Chin-Shih Ou、複合地区 300 台湾

Mei Hung Pan、複合地区 300 台湾

Won-Byung Park、韓国

You-Kun Park、韓国

Yeh-Chung Sheng、複合地区 300 台湾

Ting-Yu Ssu、複合地区 300 台湾

Sadamitsu Suzuki、日本

Yasuo Suzuki、日本

Ming-Chin Tang、複合地区 300 台湾

Chin-Lien Tsai、複合地区 300 台湾

Rong Tseng、複合地区 300 台湾

Hsiao Hung Tung、複合地区 300 台湾

Jui-Yang Tung、複合地区 300 台湾

Huei-Mei Wang、複合地区 300 台湾

Tina Wang、複合地区 300 台湾

Pin Hua Wang、複合地区 300 台湾

Yueh-Hsia Wang、複合地区 300 台湾

Chin-Shou Wei、中国

Pao-Yuan Wei、複合地区 300 台湾

Tien-Pao Wu、複合地区 300 台湾

Wushun Xu、中国

Jitsuhiro Yamada、日本

Seiki Yamaura、日本

Chih-Feng Yan、複合地区 300 台湾

Hsin Chen Yang、複合地区 300 台湾

Hui Yang、複合地区 300 台湾

Katsuyuki Yasui、日本

Shun-Ying Yeg、複合地区 300 台湾

Hee-Sik You、韓国

Shih I Yu、複合地区 300 台湾

2013-14 年度のLCIFへの皆さまの惜しみない寄付に感謝いたします。

皆さまの貢献により、LCIF はライオンズを支援して数百万人の暮らしを

変え、世界中に違いをもたらしました。

感謝
します

100 万ドル以上をご寄付いただいた方

Aruna Oswal、インド

10 万ドル以上をご寄付いただいた方々

Joe Gragg、米国（遺産）

Beverly J. Hammond Trust、米国

Hsiu-Jung Huang、複合地区 300 台湾

7 万 5,000 ドル～10 万ドルをご寄付いただいた方々

Ju-Ming Cheng、複合地区 300 台湾

Warren Greene、米国

Cheng-Lung Lai、複合地区 300 台湾

Magnet Lin、複合地区 300 台湾

Fu-Yu Yang、複合地区 300 台湾

Chien-Chang Yu、複合地区 300 台湾

5 万ドル～ 7 万 4,999ドルをご寄付いただいた方々

Cheng Jung Chang、複合地区 300 台湾

Yi-Sheng Chang、複合地区 300 台湾

Michael Jan、複合地区 300 台湾

Tae-Young Kim、韓国

Wu-Lien Lin、複合地区 300 台湾

Wen Chih Lo、複合地区 300 台湾

Hung-Lin Tseng、複合地区 300 台湾

2 万 5,000 ドル～4 万 9,999 ドルをご寄付いただい

た方々

Po-Kuang Chang、複合地区 300 台湾

Chao-Mao Chen、複合地区 300 台湾

Kuo Hui Kuo、複合地区 300 台湾

Kang-In Lee、韓国

Kuo-Jung Lin、複合地区 300 台湾

Chin Hsiang Mao、複合地区 300 台湾

In-Kyo Oh、韓国

Shingo Onodera、日本

Mehmet Oz、米国

Ting-Kun Tai、複合地区 300 台湾

Shu-Lien Wei、複合地区 300 台湾

Haruo Yamada、日本

1 万ドル～ 2 万 4,999 ドルをご寄付いただいた方々

Shigenori Adachi、日本

Hee-Kyu Ahn、韓国

Tadao Akashi、日本

Kazutomi Akiba、日本

Yasuyuki Akiyama、日本

Shoichi Anzawa、日本

Jitendra Bhowmik、バングラデシュ

Charlie Chan、シンガポール

Jui-Tai Chang、複合地区 300 台湾

Chiung-Ling Chang、複合地区 300 台湾

Gan-Chang Chang、複合地区 300 台湾

Ling-Hsun Chao、複合地区 300 台湾

Yung-Yuan Chao、複合地区 300 台湾

Chang Hai Chen、複合地区 300 台湾

Chia-Tain Chen、複合地区 300 台湾

Chin-Ying Chen、複合地区 300 台湾

Chun Chen、複合地区 300 台湾

Fu Chen、複合地区 300 台湾

Li-Yun Chen、複合地区 300 台湾

Jung Yul Choi、韓国

Jung-Chia Chou、複合地区 300 台湾

Shen-Kao Chou、複合地区 300 台湾

Ping-Chu Chuang、複合地区 300 台湾

Yung-Chang Chuang、複合地区 300 台湾

Ying-Yi Chuang、複合地区 300 台湾

Shu-Ling Chung、複合地区 300 台湾

Robert Corlew、米国

Kathryn Eaton(遺産)

Kenji Ebihara、日本

Shunji Enomoto、日本

Huei-Tzu Fan、複合地区 300 台湾

Kazuhiro Fujii、日本

Chu-Nan Hong、複合地区 300 台湾

Kanji Horisaki、日本

Shu-Mu Hsieh、複合地区 300 台湾

Che-Lun Hsu、複合地区 300 台湾

Hsin-Han Hsu、複合地区 300 台湾

Shiu-Chih Hsu、複合地区 300 台湾

Tien-Sheng Hsu、複合地区 300 台湾

Cheng-Nan Huang、複合地区 300 台湾

Hsi-Yuan Huang、複合地区 300 台湾

Ming-Tsung Huang、複合地区 300 台湾

Wen Chin Huang、複合地区 300 台湾

Young-Ja Jang、韓国

Chun-Mo Kang、韓国

Teruaki Kashiwazaki、日本

Suketaro Kato、日本

Hideyuki Kayamori、日本

Shinji Kayamori、日本

Byung-Gi Kim、韓国

Jung-Il Kim、韓国

Shohei Kinoshita、日本

Kentato Kitano、日本

Jayashree Kumar、米国

Cheng-Ching Kuo、複合地区 300 台湾

Min Hsiung Lai、複合地区 300 台湾

Yung Feng Lai、複合地区 300 台湾
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前列左より：山田實紘第二副会長、バリー・J /パルマー国際会長、

ウェイン A. マデン LCIF 理事長・前国際会長、ジョー・プレスト

ン第一副会長。

後列左より：清水英徳国際理事、テレサ・マン国際理事、ジュイ・

タイ・チャン国際理事、カジット・KJ・ハバナナンダ元国際会長

クレメント F. クジアク元国際会長、シド・L・スラッグス Ⅲ 世元

国際会長、ロバート・ボブ・クルサード元国際理事、武久一郎国

際理事。

財務責任を果たす奉仕

一般援助交付金により、ライオンズは人道的ニーズを満たす教

育、テクノロジー、医療を提供する大規模事業を通じて、地域社

会を支援することができます。

四大交付金は、視力保護、障害者支援、健康促進、青少年奉仕と

いう 4 つの基本奉仕プログラムの分野のいずれかに該当する大規

模事業を支援します。糖尿病予防・治療、スペシャルオリンピッ

クス、ライオンズクエストもこれに含まれます。

視力ファースト交付金は、医療が行き届かない地域における、眼

科医療サービス提供、インフラ開発、人材育成、リハビリテーシ

ョンや教育の提供を行う質の高い持続的な事業を支援します。白

内障、河川盲目症、トラコーマ、屈折異常、糖尿病性網膜症もこ

の対象です。

緊急援助交付金は、自然災害の被災地に食糧、水、衣料品、医

薬品などの緊急物資を提供するライオンズを支援します。

用途指定寄付金による交付金は、フィリピンのハイエン台風や米

国の土砂災害などの LCIF が優先する特定の用途に使用が限定され

ます。このような資金は指定された目的のみに使用することがで

きます。

その他の交付金には、国際援助交付金（IAG) があります。これ

を利用して先進国のライオンズクラブと開発途上地域のライオン

ズクラブが提携し、地域社会を大きく変える事業に取り組むこと

ができます。

献金総額上位 10 地区

国、地区                                献金額（米ドル）

日本、334-A                               $1,120,597

インド、323-F1                          $1,018,916

複合地区 300 台湾、300-G2     $1,001,000

複合地区 300 台湾、300-A2      $618,310

複合地区 300 台湾、300-D1      $575,482

日本、335-B                               $562,217

複合地区 300 台湾、300-C2      $545,000

複合地区 300 台湾、300-B2      $527,000

韓国、354-B                               $520,447

複合地区 300 台湾、300-E1      $483,540

会員平均献金額上位 10 地区

国、地区                               会員1名当たり 

                                          の平均

                                          献金額 (米   ドル)

インド、323-F1                        $457

複合地区 300 台湾、300-G2    $243

複合地区 300 台湾、300-E1     $238

複合地区 300 台湾、300-B2    $230

複合地区 300 台湾、300-D1    $204

日本、334-A                              $182

複合地区 300 台湾、300-D2    $182

複合地区 300 台湾、300-A1    $167

複合地区 300 台湾、300-F       $161

複合地区 300 台湾、300-B1    $158

献金増加率上位 10 地区

国、地区                               増加率（％）

インド、323-F1                        11,417%

フランス、103-S                      1,164%

ロードアイランド、42              774%

アイルランド、105-I                 684%

スイス、102-W                         663%

ベネズエラ、E-2                       662%

イングランド、105-EA             622%

スペイン、116-A                      585%

バングラデシュ、315-B4          532%

トルコ、118-R                          490%

2012-13 および 2013-14 の

1,000ドル以上の献金額

奉仕の基盤を築く 18
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ライオンズクラブ国際財団

財務状況報告書
至 6 月 30 日

資産                                                 2014                   2013

   現金および現金同等物                 $13,058,659            $8,657,568 

未収金、正味                                         30,337                    51,306 

米国外ライオンズ地区

未収金                                                  361,232                  125,562 

ライオンズクラブ国際協

会未収金                                              180,901                 839,602 

前払費用                                              235,796                 260,443 

未収投資

収益                                                     399,455                  361,024 

棚卸資産、

2014 年度 $75,411、

2013 年度 $64,429の正

味引当金                                              397,783                  438,722 

投資                                              302,597,460           284,407,427 

有形固定資産および備品

(減価償却後)                                         402,520                  159,013 

資産合計                                    $317,664,143        $ 295,300,667 

負債および純資産                                             

未払金                                               $203,833               $183,936 

未払費用                                              224,305                  191,489 

未払交付金                                      28,296,943             27,555,461 

慈善寄付年金                                       216,468                  244,796 

  負債合計                                    28,941,549             28,175,682 

純資産                                                               

  無拘束                                      189,767,451           159,999,215 

  暫定拘束                                    98,455,143           106,625,770 

  永久拘束                                         500,000                 500,000 

  純資産合計                               288,722,594           267,124,985 

負債および

純資産合計                                 $317,664,143       $ 295,300,667 

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

                                                                  2014                    2013

運営活動の

キャッシュフロー                                                          

当期収支差額                                            $21,597,609             $3,110,646

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                          47,270                    37,712 

  純実現および

     未実現投資利益                    (25,398,588)              (6,536,980)

  運用資産および

     負債の変動額

     未収金、正味                                            20,969                   137,695 

     未収投資収益                                         (38,431)                   174,840

     米国外ライオンズ地区

         未収金                                                   (235,670)                  107,427)

     ライオンズクラブ国際協会

         未収金                                                     658,701                 (331,998)

     前払費用                                                   24,647                     98,962 

         棚卸資産、正味引当金                             40,939                  (20,304)

         未払金および未払費用                             52,713                 (191,668)

     未払交付金                                             741,482             (9,775,391)

     慈善寄付年金                                          (28,328)                   (22,396)

       運営活動による

            純現金収入                    (2,516,687)            (13,426,309)

投資活動の

キャッシュフロー

 投資購入                         (149,415,302)            (32,323,344)

 投資売却による収益                            156,623,857             47,207,120 

 有形固定資産の購入額                              (290,777)                   (75,020)

       投資活動による

            純現金収入                     6,917,778             14,808,756 

現金および現金同等物の

増加（減少）額                        4,401,091               1,382,447 

年度当初の現金および

現金同等物                            8,657,568               7,275,121 

年度末の現金および

現金同等物                                              $13,058,659             $8,657,568 
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ライオンズクラブ国際財団                                                                    

活動報告書                                                                    
至 2014 年 6 月 30 日                                                                                         

                                                                                                                                           暫定                永久                

                                                                 無拘束              拘束                拘束              合計

献金、収益およびその他の寄付                                                                                                                                                                                        

  献金                                                                                                   $20,838,025             $23,108,501                             $ -            $43,946,526  

  慈善寄付年金の変動額                                                             (4,258)                                 -                                -  (4,258)

  プログラム純収入                                                                                     160,046                                -                                -                  160,046  

  投資純収入                                                                              33,024,112                      83,791                                -             33,107,903  

  為替純損失                                                                               (97,211)                                 -                                -   (97,211)

  雑収入                                                                                                       61,668                                -                                -                     61,668  

  用途指定条件が解除された純資産                                                      31,362,919             (31,362,919 )                                -                              -   

                                                                                                                                                                                                                                         

献金、収益およびその他の寄付合計                                              85,345,301                 (8,170,627)                                -              77,174,674  

                                                                                                                                                                                                                                         

経費

交付金                                                                                                   43,524,472                                -                                -             43,524,472  

プログラム支出

視力ファースト                                                                                2,013,262                                -                                -               2,013,262 

ライオンズクエスト                                                           1,451,430                                -                                -   1,451,430 

その他                                                                                                  924,046                                -                                -                  924,046 

運営                                                                                                         3,643,593                                -                                -                3,643,593  

開発                                                                                                       4,020,262                                -                                -               4,020,262 

                                                                                                                                    

経費合計                                                                                       55,577,065                                -                                -             55,577,065  

純資産の変動額                                                                                        29,768,236     (8,170,627)                                -              21,597,609 

     

年度当初の純資産                                                                                   159,999,215             106,625,770                    500,000    267,124,985  

年度末の純資産                                                                                    $189,767,451             $98,455,143                  $500,000         $288,722,594  
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