
寄付の方法及び
表彰の種類



寄付の重要性
世界中のライオンズは、支援を求める人々に癒しと希望をもたらすという精神のもと結束しています。ライオンズ
クラブ国際財団（LCIF）を通じて、210 カ国、140 万人のライオンズが思いやりを実行に移しています。1968 年
の創立以来、LCIF はライオンズクラブ国際協会公認の慈善組織として、総額 9 億 5,000 万ドルを超える 1 万
2,701 件の交付金を交付してきました。この資金の大半がライオンズの善意によって提供されています。しかし、
今なお多くの人々がライオンズの支援を待っています。 

LCIF の使命を果たすためには寄付が重要です。LCIF に寄せられる寄付金は、全額が支援を必要とする人々の人生
に違いをもたらすために充てられます。

ライオンズの寄付によって多くの成果が生まれています。
• 3,000 万人を超える人々の重度の視力低下を予防
• 85 カ国、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 
• 青少年育成プログラムであるライオンズクエストに 1,300 万人を超える生徒が参加
• 660 カ所の眼科病院/診療所/病棟の建設または拡張
• 68 万 1,000 名の眼科専門医への研修を実施
• サイト・フォー・キッズを通じて 2,000 万件を超える児童への視力検査を実施
• 視力ファースト・プログラムを支援するために 4 億 1,500 万ドル超の資金を調達

善意の表彰
このような成果を可能にする寄付への感謝として、LCIF には多くの表彰プログラムがあります。支援額に応じて表
彰内容は異なりますが、個人、クラブ、地区、企業に対して表彰が行われ、ピン、楯、感謝状などが贈られます。 

「メクチザン®が私たちの地域に配布されるまで、
この病気（河川失明症）が治るとは知りませんでし
た・・・この薬をくださった方々に–感謝します」 
– ライオンズが配布した 2 億 7,100 万錠の河川失明症治
療薬には、カメルーン、マカオウサップ村でのヤナトウ
さんへの投薬も含まれています。

われわれは心を配る。われわれは奉仕する。われわれは成し遂げる。

LCIF 寄付者表彰
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メルビン・ジョーンズ・フェローシップ
1973 年に創設されたメルビン・ジョーンズ・フェローシップ（MJF）では、1,000 ド
ルの寄付を行った方を表彰します。世界中で 38 万 6,804 名がメルビン・ジョーンズ・
フェローとなっておられる MJF プログラムは LCIF の中心的プログラムです。個人
（ライオンズ会員以外でも結構です）、クラブ、地区を問わず、一括あるいは 5 年間
に渡る分割払い（最低額100ドル）での寄付が可能です。 

MJF 表彰：
• MJF には、襟章、楯、感謝状が贈呈されます。 
• ライオンズクラブ国際大会に参加する MJF は、全員が昼食会に招待されます。 

(チケットの購入が必要です)
• MJF のお名前が国際本部のリストに掲載されます。 
• 会員が初めて MJF を授与されたクラブには、MJF バナーパッチとワッペンが贈られ

ます。会員が MJF を初めて授与された年以降は、クラブにワッペンが贈られます。
• 現在のクラブ会員全員が MJF である場合は、クラブに 100 パーセント MJF バナー

と表彰状が贈られます。 

MJF になるには、MJF プログラム申請書を www.lcif.org からダウンロードしていた
だ く か 、 LCIF 献 金 サ ー ビ ス 課 （ 電 話 ： 630-203-3836、 電 子 メ ー ル ：
donorassistance@lionsclubs.org）に MJF 申請書をご依頼ください。 
1,000 ドルの寄付を頂いても MJF 楯は自動的に送付されません。受領者確認ならびに
MJF 用紙への送付先情報の記入が必要です。

プログレッシブ・メルビン・ジョーンズ・フェローシップ
プログレッシブ メルビン・ジョーンズ・フェローシップ（PMJF） プログラムは、寄
付者が初回の 1,000 ドルの MJF を超える寄付を行うことによって LCIF にさらに貢献
し、フェローシップのレベルを高めることができるプログラムです。既にこのプログ
ラムのメンバーとなっておられる 7 万 5,067 名の PMJF にライオンズも加わることが
できます。PMJF プログラムの寄付額は 2,000 ドルから　10 万ドルです。10 万ドルの
寄付をされた方は人道支援パートナーとなります。

PMJF 表彰：
• プログレッシブ・フェローシップの第一レベルの PMJF には襟章が贈呈されます。 
• 以降の最大 5 万 1,000 ドルまでの 1,000 ドルの寄付ごとに、PMJF 寄付者には独自の

ピンが贈られます。
• 累積寄付総額が 5 万 1,000 ドルから 10 万ドルまでの PMJF 寄付者には、寄付額が 1

万ドル増額するごとに独自のピンが贈られます。  
• 現在のクラブ会員全員が PMJF である場合は、クラブに 200 パーセント MJF バナー

と表彰状が贈られます。

人道支援パートナー
MJF プログラムの一環として、人道支援パートナープログラムでは累積寄付額が 10 万
ドルを超える個人を表彰します。累積寄付額を表すストーンをはめ込んだエレガント
なデザインのピンが贈られます。累積額が 2 万ドルの寄付はブロンズ、シバー、ゴー
ルドのピン、10 万ドルを超える寄付はプラチナのピンとなります。

表彰の種類 
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献金会員
献金会員プログラムは、20 ドル、50 ドル、100 ドルの支援額に応じて 3 つのレ
ベルで表彰を行う年間プログラムです。献金会員からの寄付は MJF の対象である
とともに LCIF 人道支援プログラムの支援に活用されます。 

献金会員の表彰：
• 20 ドル、50 ドル、100 ドルの寄付者には、寄付年度を示した献金会員襟章が

贈られます。 
• クラブは、100 パーセント献金会員を達成した最初の年に 100 パーセント会員

サポートバナーパッチとワッペンが贈られます。 
• それ以降は、100 パーセント献金会員達成年ごとにクラブにワッペンが贈られ

ます。

その他の表彰
芳名録
LCIF 芳名録には、100 ドルの寄付者またはその方のお名前
で寄付が行われた個人が掲載されます。対象者には芳名録証
書が送付され､国際本部の芳名録にお名前が加えられます。

記念寄付
LCIFは、故人の追悼として LCIF に寄付をされる個人を表彰
します。寄付者には感謝状が贈られ、故人のご家族には寄
付を頂いたことをお知らせするカードが贈られます。ご依
頼があれば、故人のご家族に謝辞を添えた記念カタログが
贈られます。寄付についての詳細は、献金サービス課に電
子メール（donorassistance@lionsclubs.org）または電話
（630-203-3836）でお問い合わせください。

クラブ楯
「最もニーズの高い分野」に 1,000 ドル以上の寄付を行った
クラブには楯、あるいは要請に応じてバナーパッチおよびワ
ッペンが贈られます。

地区感謝状
一年間にすべてのクラブが LCIF に寄付をした地区には感謝
状が贈られます。地区ガバナーおよび LCIF 地区コーディネ
ーターにも感謝状が贈られます。

企業楯
LCIF に 1,000 ドル以上の寄付を行った企業には企業楯が贈
られます。

トップ・テン感謝状
一年間の LCIF への寄付額が世界上位10位以内となった地区
には、トップ・テン感謝状が贈られます。LCIF 地区コーデ
ィネーターにも感謝状が贈られます。

地区証書

LCIFに1,000ドル以上の寄付を行った地区は、地区証書を取
り寄せることができます。

「私はかつて白内障を
患っていましたが、手
術は簡単でした。他の
人々にもこのような機
会が与えられるよう願
っています。できる限
り多くの人々を助ける
ことが私の目標です。
私は毎月 1,000 ドルの
寄付を行っており、10
万ドル達成を目指して
います」 
– ライオン・有野勇氏 
日本
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オンライン寄付
オンラインでクレジットカードによる寄付をしていただくことができます。また、MJF、PMJF、献金会員の表彰を選択していただくことも可能で
す。こちらのサイト（www.lcif.org）のフォームに入力し、寄付を行ってください。

郵送による寄付
ライオンズクラブ国際財団では、すべての寄付の受領および処理にロックボックス・サービスの利用を開始しました。小切手は LCIF 本部ではなく、
下記住所にお送りください。寄付用紙 (www.lcif.org に掲載) と併せて寄付を下記宛にお送りください。
Lions Clubs International Foundation 

Department 4547

Carol Stream, IL 60122-4547, USA

小切手での寄付に関する詳しい方法はLCIF 寄付および表彰：よくある質問をご覧ください。

電信送金
LCIF の銀行口座への振込の方が海外への郵送よりも迅速な寄付が可能です。米国外からの寄付の場合は、この方法が最も経済的でもあります。

振込先情報 
JPMorgan Chase Bank, N.A. 10 S. Dearborn Street, Chicago, IL 60603

ABA コード No. 021000021 口座名義：Lions Clubs International Foundation

口座番号：754487312 （必ずこの番号をご使用ください）
スイフトコード：CHASUS33

現地通貨での送金額と上記の情報をご利用の銀行にお知らせいただき、LCIF の口座へ米ドルでの電信送金をご依頼ください。次に、振込用紙または
受領証のコピーを郵送もしくはファクス、電子メールでお送りください。送付先：LCIF, 300 W. 22nd St., Oak Brook, IL 60523-8842 USA、
Fax：630-571-5735、電子メール：donorassistance@lionsclubs.org、電話：630-203-3836.

寄付者のお名前、地区、クラブ番号と併せて用紙には表彰を受ける方のお名前、地区、クラブ、会員番号を記入してください。また表彰を希望され
る場合は MJF 申請書を同封してください。

電話
オンラインでの寄付についてご不明な点がございましたら、630-203-3836 へお問い合わせください。

表彰についての重要な点
• 正しい表彰記念品をお受け取り頂くために、寄付用紙をオンラインで記入、www.lcif.org からダウンロード、もしくはお電話（630-203-3836）で

ご依頼ください。
• 寄付金および申請書が LCIF 本部に届き手続きが済み次第、表彰記念品が送付されます。 
• メルビン・ジョーンズ・フェローシップ表彰楯は配送に時間がかかることをご了承ください。米国内は 15 日、海外への配送には 30 日程度かかり

ます。
• 楯の輸入に際して、多くの国では関税や付加価値税（VAT）が課されます。これらの費用は盾を受け取る個人またはクラブの負担となります。
• 表彰記念品は私書箱宛にはお送りできません。郵送先住所の記載がない場合は、クラブ会長宛に記念品を送付することになります。

寄付の分野
ライオンズクラブ国際財団（LCIF）は今や、かつてないほど多くの人々を支援できるようになりました。メルビン・ジョーンズ・フ
ェローシップ（MJF）は、5 つの特別プログラムへの寄付が対象となります。以下の分野への寄付者は、MJF と PMJF の表彰を受け
ることができます。
• 最もニーズの高い分野：すべてのプログラムを支援し、追加資金が必要であったり最も急を要するニーズのあるイニシアチブに LCIF が柔軟に補助

金を拠出できます。  
• 災害：災害後の最もニーズの高い領域に LCIF が直接資金を拠出し、即時、中期、及び長期に渡る支援を可能にします。  
• 視力：眼科診療所の設備から視覚障害者への点字コンピューターの提供まで、何百もの視力関係の活動を資金面で支えます。
• 青少年：ライオンズクエスト・プログラムとその他のイニシアチブ（教育インフラの改善や非行に走る可能性が高い青少年を支援するプログラムなど）

を支援します。
• はしか：選択した開発途上国におけるはしかと風疹のワクチンの購入・配布を支援します。

これらの 5 つの特別分野以外に寄付先を制限されると、LCIF の表彰の対象とはなりますが MJF や PMJF の対象とはなりません。寄
付に際しては、この 5 分野のいずれかを選択していただき、MJF 申請書を提出してください。

寄付の方法
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LCIF 一般情報
LCIF への献金は税額控除されますか？
LCIF は米国国税庁条例第 501(c)(3) 項で定められる非営利かつ非課税の団体です。献金は、米国国税庁条例に従って税額
控除されます。米国以外の国に関しては税額控除される場合もありますので、現地の法律を参照してください。

寄付
私はライオンズクラブ国際財団（LCIF）への寄付に関心があります。どのような方法がありますか？
LCIF には多くの寄付方法や表彰の種類があります。寄付や表彰プログラムの種類に関する情報は、www.lcif.org をご覧い
ただくか、電子メール (donorassistance@lionsclubs.org) またはお電話（630-203-3836）でお問い合わせください。

寄付はどのように使用されますか？
寄付は交付金やプログラムの費用として使用されます。投資収益目標額に基づき、LCIF は投資による収入が想定される運
営経費と開発経費を賄うのに十分であると見込んでいます。

寄付金は、貯めておいて一定期間ごとにLCIFに送付すべきですか？
寄付は速やかに送付してください。これにより、寄付を頂いた方の記録に寄付額が迅速に反映され、LCIF 表彰状の発行や
表彰が行われます。また、長期間保有すると小切手が古くなり、寄付者に新しい小切手の振出しをお願いする場合があり
ます。

用途指定寄付は MJF 表彰の対象になりますか？
寄付に際しては、「最もニーズの高い領域、災害、視力、はしかワクチン、青少年」の 5 つの領域から用途を選択してく
ださい。ライオンズクエストや特定の災害救援などの特定のプログラムに対する寄付を行っていただくこともできますが、
これらの寄付は MJF 表彰対象にはなりません。

寄付の送金方法は？
米国内では、個人小切手または銀行小切手を郵送頂く方法が最適です。米国外から送付される小切手は、米国の銀行宛
に米ドルでの振り出しをお願いします。これにより、処理が迅速になり銀行手数料が低くなります。LCI または LCIFが
銀行口座を保有する国では、米ドル相当額を現地通貨でお振込いただくことができます。その場合、月例クラブ会計報
告書に示された協会の公式為替レートが使用されます。銀行振込受領証のコピーを寄付用紙または MJF 申請用紙と併
せて LCIF にお送りください。LCIF 献金サービス課宛に書類をファクスもしくは電子メールで送信してください。
Fax: 630-571-5735、電子メール：donorassistance@lionsclubs.org。

小切手または銀行手形の振出方法は？
小切手または銀行手形の受取人を「LCIF」と指定してください。特定の用途を指定して寄付をされる場合は、小切手の
表面と関連書類に入金する口座名を記入してください （例：「エル・サルバドル地震救済金」）。用途無指定寄付の場合
は、寄付の目的として「メルビン・ジョーンズ・フェローシップ/受賞者名」、「クラブ楯」、「メルビン・ジョーンズ・
フェローシップへ」などと記入してください。

クレジットカードでの寄付は可能ですか？
LCIF は、Visa、MasterCard、アメリカンエキスプレスのクレジットカードでの寄付をお受けします。クレジットカード
での寄付は、オンライン（www.lcif.org）で安全かつ迅速に行っていただけます。

遺贈寄付など、他の寄付プログラムはありますか？
はい。LCIF 寄付プログラムには企業人道支援パートナーシップ・プログラム、遺贈寄付、株式寄付などがございます。
これらのプログラムの詳細は、www.lcif.org をご覧いただくか、電子メール（lcifdevelopment@lionsclubs.org）またはお
電話（630-468-6829）でお問い合わせください。

よくある質問



7

寄付者表彰/MJF
メルビン・ジョーンズ・フェローシップなどの表彰申請用紙は、LCIF が寄付を受
領する前に送付できますか？
LCIF  の規定により、本部が寄付を受領した後に表彰申請用紙をお送りいただく必
要があります。表彰の時期を逸することなく迅速に処理するために、メルビン・
ジョーンズ・フェローシップ申請用紙などの必要書類を揃えてください。

寄付後に MJF 受賞者を選ぶ、あるいはフェローシップを記念として贈呈すること
はできますか？
はい。MJF 申請書にその旨をご記入ください。小切手または銀行手形に「メルビ
ン・ジョーンズ・フェローを後で指名」と書いてください。クラブまたは地区が
個人や個人のグループからの寄付を積立して後で MJF を選ぶ場合、LCIF は署名さ
れた同意書を必要とします。必要事項を記入した MJF 申請書にこのような同意書
を添付して LCIF 献金サービス課まで送付してください。

紛失した MJF、PMJF ピンの代わりのピンを頂けますか？
は い 。 献 金 サ ー ビ ス 課 に お 電 話 （ 630-203-3836） ま た は 電 子 メ ー ル
（donorassistance@lionsclubs.org）で費用をご確認の上お申し込みください。

献金者サービス
寄付者報告書を LCIF から入手できますか？
報告書は献金サービス課に電子メール（donorassistance@lionsclubs.org）またはお電話（630-203-3836）
でご依頼ください。

過去の寄付に関する問い合わせはできますか？
はい。献金サービス課に電子メール（donorassistance@lionsclubs.org）またはお電話（630-203-3836）
でお問い合わせください。

LCIF への皆さまのご支援に心から感謝いたします。

「ライオンズが学校や私の
娘をはじめとする皆にして
くださったことに感謝しま
す。本当に素晴らしいこと
です。子供たちに幸せで楽
しい暮らしを実現してくれ
ました」 
– マイケル・ファーロウ氏。
LCIF の資金援助を受けたライ
オンズがオーストラリア、ニ
ュー・サウス・ウェールズ州
の学校に建設した特別な運動
場によって、障害を持つ娘さ
んの運動能力が大幅に向上し
ました。



Lions Clubs International Foundation （ライオンズクラブ国際財団）
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523 USA

電話: 630-203-3836 • ウェブサイト：www.lcif.org

電子メール: donorassistance@lionsclubs.org
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使命を果たす
ためには寄付
が重要です。


