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LCIF 複合地区コーディネーター 
役職の説明

尊敬されるライオンとして、皆さまにはご自分の複合地区で、ライオンズクラブ国際財団の大使としての役

割を 務めていただくことになります。皆さまは、実証された優れた指導力、そして LCIF の博愛主義および

人道奉仕の理念に対する献身によってこの役職に選ばれました。この役職を務めていただくことで、より強

い LCIF が築かれ、財団が人道的な活動を 皆さまの地域や世界各地で推進することが可能になります。 

LCIF のボランティアコーディネーターとして、以下のような重要な責任を果たしていただくことが求められます。

1. LCIFの使命と実績およびライオンズクラブ国際協会におけるLCIFの重要性についてライオンズの理解を

深める。

2. LCIF 地区コーディネーター (LCIF DC)のチームを率いる

3. ご自分の複合地区で LCIF の資金調達をあらゆる面で支援する 

皆さまは、LCIF ボランティアコーディネーターの世界的なネットワークの一員となります。地区および複合

地区での LCIF の活動を率いる為に、全世界で約 900 名のライオンが選出されます。皆さまと同様に、この

リーダーたちも LCIF – 私たちの財団 – を強化するために任命されます。このチームによる一致協力した取

り組みを通じて、ボランティアコーディネーターはより良い世界を築く LCIF を支援します。 

LCIF 複合地区コーディネーター (LCIF MDC) は、LCIF 理事長と LCI 会長によって任命されます。任期は

3年間ですが、国や地域によって任期が異なる場合もあります。MDC は LCIF 理事長および LCIF ステアリ

ング委員会に報告を行います。 

役割と責任

リーダーシップおよび職務上の関係

LCIF 地区コーディネーターを推薦して研修を行い、指導する
• 各地区で1名のライオンを推薦して 3年の任期の LCIF DC を務めてもらう（DG チームおよびステアリング

委員会メンバーと協議の上)

• 新任の LCIF DC 全員に研修を行う 

• 自分の複合地区の LCIF コーディネーターチームを率い、必要に応じて定期的に最新情報を提供し支援する 

• 定期的に LCIF DC と連絡を取る

• LCIF のニュースおよび情報に関して、定期的に LCIF DC に最新情報を提供する

自分の会則地域のステアリング委員会メンバーと定期的に連絡を取る
• LCIF の状況と自分の複合地区の課題に関して、地域のステアリング委員会メンバーに最新情報を提供する

LCIF 本部のスタッフを活用する
• 主要な LCIF スタッフを把握し、スタッフと定期的に連絡を取る

• 資金調達計画について LCIF スタッフに相談し、財団に関する報告書を入手したり質問する

地区ガバナーおよび他の地区リーダーとの緊密な協力
• 自分の地区のガバナーおよび複合地区リーダーと緊密に協力して LCIF の事業を推進し、地区内のライオン

ズから支援を得られるよう働きかける



LCIF に関する教育と宣伝

LCIFに関する説明を行う
複合地区大会
• 年次複合地区大会で LCIF の教育セミナーを企画し実施する

• 教材を利用して LCIF を宣伝するブースを設ける

地区大会
• 地区大会に出席し、可能な場合は支援する

• 地区コーディネーターと協力し、LCIF が十分宣伝されるようにする（LCIF セミナー、ブース、資料など）

協議会会議
• ガバナー協議会や関心の高い複合地区リーダーに、LCIF プログラム、交付金、資金調達の最新情報を提供する

• LCIF の状況や複合地区の課題を地区ガバナーに知らせる

• 地区および複合地区の資金調達の進捗状況

クラブでの説明 
• 複合地区で最も可能性が高いクラブを選択し、LCIF に関するクラブでのプレゼンテーションを実施する 

地域の地区ガバナー選出研修
• グローバルメンバーシップおよびグローバルリーダーシップチームと地域で協力し、LCIF が複合地区 

DGE 研修に含まれるようにする

可能な限り LCIF を宣伝する
複合地区出版物およびウェブサイト (該当する場合)
• LCIF の成功例や最新情報を、地区全体に配布される出版物に寄稿する

• LCIF に対して際立った支援をされた個人会員、クラブ、地区を表彰する

• 資金調達の進捗状況について最新情報を提供する

ライオンズ以外の人々への広報
• LCIF プログラムの成功例を宣伝し、地域のメディアで取り上げられるように報道発表を支援する

• 地区 RP 委員長と連携し、可能な限り LCIF の宣伝を支援する

交付金申請の支援 (地区ガバナーと連携)

• LCIF が交付する様々な交付金および LCIF が支援するプロジェクトに関する理解を深める

• 必要に応じて、LCIF に交付金を申請する地区ガバナーを支援する

• LCIF の資金援助を受けた地域のプロジェクトが適切に推進され、交付金の交付基準指針が順守されるように支援する 

LCIF 資金調達 

LCIF の資金調達活動の推進
• すべてのライオンズが毎年 LCIF に献金を行うよう奨励する

• LCIF のプログラムを支援するために、すべてのクラブが資金調達イベントを年1回実施するよう奨励する

• 地区および複合地区全体での LCIF 資金調達イベントを可能な限り支援する

• LCIF への寄付を奨励するために、個人やクラブの表彰プログラムを宣伝する

寄付候補者の把握
• LCIF にメジャーギフトおよびリードギフトを行っていただける可能性がある寄付者の把握を支援し、適切な

場合は寄付依頼プロセスに参加する (2万5,000ドル以上および10万ドル以上)

• LCIF が提供する報告書を活用して、LCIF を継続支援いただける可能性が最も高いクラブの把握を支援する

• LCIF を支援していただける可能性がある地域の財団、企業、団体の把握を支援する

補助金申請および LCIF 表彰申請の支援
• LCIF 補助金、MJF 申請および他の寄付情報の提出を支援する

• 様々な LCIF 表彰プログラムに関する質問に答える

• 要請があれば、LCIF 表彰式を支援する
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成功のカギ

柔軟性

LCIF の開発計画が進展するにつれて、現場の LCIF コーディネーターには柔軟に 新規プログラムや修

正されたプログラムを実施することが求められます。このため、任期中に職責が修正されたり拡大され

る場合があります。このような柔軟性をご理解いただくことで、より強力な LCIF が築かれ、長期的な成

功が可能になります。

地域に合わせたプログラムの実施

あらゆる地域や文化で、全く同じ LCIF 開発計画が実施されることはありません。計画は、文化の違い

や国際的な組織としてのニーズに合わせて修正されます。可能な限り、地域に合わせた資料や提案が作

成されます。 

個人の貢献

すべての LCIF MDC には、財団に毎年献金していただくことが奨励されます。資金調達に関しては、リ

ーダーがその目的に対して時間と金銭面の両面で献身的に取り組むことが 大きな成功につながります。  

地区のリーダー との 協働

LCIF 複合地区コーディネーターは LCIF 理事長および LCIF ステアリング委員会代表者に直接報告を行

いますが、グローバルメンバーシップチームやグローバルリーダーシップチームを含めた地区協議会や

他の複合地区リーダーと密接に協力することが推奨されます。地区のリーダー全員が同じ目的に対して

協力することが、LCIF に対する支援の成功につながります。 

コミュニケーション

開発計画の実施を成功させるためには、LCIF のボランティアチーム全体が一致協力して取り組むことが

必要です。コーディネーターが緊密に協力して頻繁にコミュニケーションを取り、より強力な財団を築

くことが極めて重要です。ご自分のチームのメンバーや LCIF の主要スタッフと定期的に連絡を取って

ください。

私たちは会員としてライオンズクラブ国際協会に所属していますが、 

ライオンズクラブ国際財団は私たちに属しているのです。

LCIF ボランティアコーディネーター

私たちは暮らしを変えます、
いつでも、どこでも。


