
 

 

２０１８年１月吉日 
ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 
各ライオンズクラブ会長・幹事    様 
                      ３３０－Ａ地区 

ガバナー     細 川 孝 雄 
                      ＬＣＩＦ推進委員会 
                                             委員長   Ｌ 伊 賀 則 夫 
 

２０１７－２０１８年度 
「ＬＣＩＦ資金・１メンバーＵＳ＄２０献金」ならびに 

「メルビン・ジョーンズ・フェロー（ＭＪＦ）＄１，０００献金について」 
 

拝啓 厳冬の候 貴クラブにおかれましては、ライオンズクラブ活動にご理解を賜りご

活躍のことと拝察申しあげます。 
標記についてご案内いたしますので、各クラブにおかれましてはご協力賜りますようお

願い申し上げます。                             敬具 
記 

■ １メンバーＵＳ＄２０献金（分割 MJF献金）について 

各クラブ様より、直接ライオンズクラブ国際財団（ＬＣＩＦ）にご送金ください。 
（LCIF のご要望により本年度から＄20 についてもクラブから直接送金となりました） 
つきましては、各クラブに割り当てられている３つの口座番号のうち、 
専用口座番号２（LCIF 寄付金）へご送金をお願いいたします。 
 
＜送金手順＞ 
 
① メンバー数に基づき、送金月のライオンズレート×＄２０で計算してください。 

ライオンズクラブ国際協会ホームページ 為替レートご案内ページ URL 
http://members.lionsclubs.org/JA/resources/finance/exchange-rates.php 

② ライオンズクラブ国際財団（ＬＣＩＦ）にご送金ください。 
 各クラブに割り当てられている LCIF 専用口座番号は別紙リストをご参照下さい。 

③ 送金後、同日中に別紙の「ＬＣＩＦ献金報告用紙（振込専用）」をライオンズクラブ

国際財団（ＬＣＩＦ）にご送信ください。 
その際、330－Ａ地区キャビネット事務局にもご送信ください。 

 
サバンナに登録されているクラブ在籍数の全員による献金でない場合は、 

個人を特定する必要がありますので、ＬＣＩＦ献金報告用紙に必ず「献金者一覧」 

を添付してください（在籍人数全員の場合、献金者一覧は必要ありません） 

 
 ※ 献金者一覧には以下の記載が必要です。 

クラブ名，クラブ番号，献金会員ピン希望の有無 
＜ 以下は献金者毎 ＞ 
 会員氏名（ローマ字表記） 
 会員番号 
 献金額 

 
  半期分国際会費請求書の会員氏名一覧をご利用頂いても構いません。 
 この場合、献金者以外の氏名を線で消してください。 

http://members.lionsclubs.org/JA/resources/finance/exchange-rates.php


 
 
 

＄２０の分割 MJF 献金がクラブ在籍人数全員によるものではなく、上記の献金者一覧

が添付されていない場合は、LCIF 側で個人を特定することができない為、 
「一般クラブ献金」として処理されますので、予めご了承の程お願い申し上げます 
（※別紙の注 1 参照） 

 
 

■ メルビン・ジョーンズ・フェロー（ＭＪＦ）＄１，０００献金について 

例年通り、各クラブ様よりＬＣＩＦへ直接送金をお願いいたします。 
各クラブに割り当てられている専用口座番号２をご使用のうえ、直接ライオンズク 
ラブ国際財団（ＬＣＩＦ）にご送金ください。 
 
送金後、同日中に別紙の「ＬＣＩＦ献金報告用紙（振込専用）」をライオンズクラ 
ブ国際財団（ＬＣＩＦ）にお送り（送信）ください。 
併せて、330－Ａ地区キャビネット事務局にもご送信ください。 
 
クレジットカードでの献金の場合は、別紙の「ＬＣＩＦ寄付クレジット専用用紙」

をご使用ください。 
 
 

■ 献金報告書についてのお願い  

※ ＄２０献金、＄１，０００献金、その他クラブ献金等、ＬＣＩＦに献金をされた場合は、

キャビネットから毎月ＬＣＩＦ日本事務所へ報告する必要がございますので、 
「ＬＣＩＦ献金報告用紙（振込専用）」又は「ＬＣＩＦ寄付クレジット専用用紙」をＬＣ

ＩＦへ送信する際、必ずキャビネット事務局にもご送信ください。 
（Ｅメールの場合はＬＣＩＦへ送信される際、キャビネット事務局にご同報いただく形で

構いません） 

（キャビネットにご報告いただいた＄1,000 献金は、地区年次大会プログラムにメルビ

ン・ジョーンズ・フェローライオンとして掲載いたします） 
 

以上 
 
 
 
 

同文写送付先 ： ３３０－Ａ地区キャビネット構成員，地区 LCIF 推進委員会 



別 紙 
       

 
 
 
 
 
２０１６年１月１日をもって、MJFとその他の献金の中の献金会員は統合されました。 
今までの献金会員献金は、今後「分割MJF献金」と称します（分割MJF献金とは1,000ドル以

下の献金金額の時に用います） 
このLCIFの献金取扱い方針の変更は、日本ライオンズにとって次の各点において大きな変化を

もたらします。 
 
■ 分割MJF献金に対しても金額に応じて献金会員ピン(20ドル、50ドル、100ドル)が交付され、 

又、分割MJF献金としても累積されます。 
■  2016 年 7 月 1 日より、献金会員ピンは献金者からの要望がある時にのみ交付されます。 
 
分割 MJF 献金を行う際に各クラブにご留意いただきたい重要な点につきまして、以下の通りご

案内申し上げます。クラブからいただく情報の不足により、分割 MJF 献金を本来の形で処理出

来ないケースが少なくなく、このたび皆様のご協力をお願いする次第です。 
 
献金報告用紙上にも記載がありますが、分割 MJF 献金が送金時点で本部に登録されているク

ラブの全員によるものではない場合には、必ず献金者一覧を献金報告用紙に添付してください。 
献金者毎に献金会員ピンの交付をご希望の場合は、この一覧があって初めて手配が可能となり

ます。 
 
献金者一覧には献金者毎に以下の点の明記が必要です。 
 

 会員氏名（ローマ字表記） 
 会員番号 
 献金額 

 
特定の会員（家族会員、終身会員、支部会員等）を除く場合も同様に一覧を添付いただいてく

ださい。どの会員を除くかについての判断はクラブの一存によります。 
 
尚、分割 MJF 献金がクラブ全員によるものではなく、かつ献金報告時に上記の一覧が添付さ

れていない場合には「一般クラブ献金」として処理させていただきますので、予めご了承の程

お願い申し上げます（※注 1） 
 
どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
ライオンズクラブ国際財団（LCIF） 
献金者サービス課 
E メール：LCIFJapan@lionsclubs.org  
 

ライオンズクラブ国際財団（LCIF）へ直接送金される場合の 

【参 考】(20 ドル、50 ドル、100 ドル)分割 MJF 献金の留意点 



 

キャビネット事務局に写しをご送信ください(Fax：03-5330-3370)（E メール：cab@lions330-a.org） 

Lions Clubs International Foundation                                           ファックス：米国 630-706-9078 
300 W. 22nd Street                                                                 E メール：LCIFJapan@lionsclubs.org  
Oak Brook, Illinois 60523-8842                                                              
U.S.A.                 

ＭＪＦ献金を含むすべての献金にご利用いただけます。ローマ字・英数字で正確に記入してください。    
振込日（銀行利用明細の取引年月日） 
Date of Deposit 

月/  日/              年 
Month / Day / Year 

国際協会送金専用口座番号（LCIF 用） 
Account Number Assigned for LCIF Donation 

797 -                      （下７桁） 

振込金額 Deposit Amount  ￥                                  （ドル換算額$                           ） 

地区 District                             

クラブ名        Club Name 

（クラブ番号） Club Number 
                                                         LIONS CLUB   

(                 ) 

クラブ会長氏名（会員番号） 
 Club President’s  Name  ( Member ID) 

                 (                 ) 

クラブ（または地区）の連絡先 
Club or District Contact Information 

電話           Phone：  __________________________________ 
ファックス  Fax：     __________________________________ 
E メール    Email ：   __________________________________ 

以下の該当する□に✔印をつけ、必要事項を選択・記入してください。 

1. 献金の詳細 Donation Details 

 

      A. □ MJF （合計金額  Total  $                 ） 

   a) 内訳 □ $1,000  - PMJF ピンは自動交付 

               □ $20  □ $50  □ $100 -   □ 年度の献金会員ピン要 CM Pins Needed 

                       または上記以外の金額 Other（金額$        ） 

       b) 指定分野：最大のニーズ Greatest Need、 災害 Disaster、 視力 Sight、 青少年 Youth 、はしか Measles のいずれかに○         

              c)  献金者名（ローマ字）                    会員番号         通算 MJF 献金回数（本献金を含む） 
                        Donor/Recipient                                                      Member ID                     MJF Level 

 
                                                                                  回 

                             ＊献金者が複数の場合には、それぞれの献金者名（ローマ字）、会員番号および献金額の一覧を添付。                            

      B. □ その他の献金 Non-MJF（金額$                 ） 

                    □ クラブ献金 Club Donation 

                                       アワードの交付を希望する場合 ($1,000 以上が条件)  □ クラブ楯 Club Plaque または 

                                                                                     □ クラブ･バナーパッチ Club Banner Patch 

                    □ 地区 / 複合献金 District / MD Donation                               

2. 特記事項 Special Instructions （上記以外の要望など。日本語で記入可。） 
 
  



　

　　　

■発信日：２０　　　年　　　月　　　日

■クラブ情報（楯・ピンなどは一括下記のクラブへ発送されます。）

有効期限

最大のニーズ Greatest need / 災害 Disaster 20　　　年

視力 Sight / 青少年Youth / はしか Measles 　月　　

最大のニーズ Greatest need / 災害 Disaster 20　　　年

視力 Sight / 青少年Youth / はしか Measles 　月　　

最大のニーズ Greatest need / 災害 Disaster 20　　　年

視力 Sight / 青少年Youth / はしか Measles 　月　　

最大のニーズ Greatest need / 災害 Disaster 20　　　年

視力 Sight / 青少年Youth / はしか Measles 　月　　

最大のニーズ Greatest need / 災害 Disaster 20　　　年

視力 Sight / 青少年Youth / はしか Measles 　月　　

最大のニーズ Greatest need / 災害 Disaster 20　　　年

視力 Sight / 青少年Youth / はしか Measles 　月　　

最大のニーズ Greatest need / 災害 Disaster 20　　　年

視力 Sight / 青少年Youth / はしか Measles 　月　　

□　Yes

　　　回目または分割
□　Yes

VISA・ MASTER ・ AMEX ・ DINERS

VISA・ MASTER ・ AMEX ・ DINERS

VISA・ MASTER ・ AMEX ・ DINERS

キャビネット事務局に写しをご送信ください　(Fax：03-5330-3370)　（Eメール：cab@lions330-a.org）

VISA・ MASTER ・ AMEX ・ DINERS

US＄

③「■備考」・・・特定の災害指定など特記事項がある場合は、表右肩の「備考」欄 に記入して下さい。

*【注意事項】①「ローマ字」・・・本部に登録されている通りに記入して下さい。②献金会員ピンの交付を希望する場合には□をチェックして下さい（PMJFピンは自動交付されます）。

　　　回目または分割

US＄会員番号：

寄付金額

《MJFクレジットカード寄付専用申請書》

寄付者姓名（ローマ字*）

会員番号：

献金会員ピン
交付希望　CM

□　Yes

寄付者と（プログレス）メルビン・ジョーンズ・フェローになる人が同一でクレジット・カードによる寄付を希望する場合、この用紙に必要事項を記入の上、

　ＬＣＩＦ（国際電話認識番号－１－６３０－７０６－９０７８）までＦＡＸして下さい（重複する可能性がありますので、改めてメールしないで下さい）。　

⑤ＦＡＸ番号：　

②クラブ６桁番号： ③所属地区：　　　　　　―　　　　　　地区

US＄

＿＿/＿＿枚

①クラブ名：（漢字）

■備考*

（ローマ字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ＭＪＦ口数

④クラブ・メールアドレス：

会員番号

番号
指定分野

カード情報

US＄

　　　回目または分割

US＄

　　　回目または分割

　　　回目または分割

　　　回目または分割

US＄

US＄

　№

　№

　№

□　Yes

□　Yes

VISA・ MASTER ・ AMEX ・ DINERS

VISA・ MASTER ・ AMEX ・ DINERS

VISA・ MASTER ・ AMEX ・ DINERS

□　Yes

□　Yes

会員番号：

会員番号：

会員番号：

会員番号：

会員番号：

　№

　№

　№

　№

　　　回目または分割
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