
 
 

  

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区                  2019年1月吉日 

LCIFリジョン・コーディネーター（RC)  様 

LCIFゾ ー ン・コーディネーター（ZC)  様 

クラブ会長・幹事・LCIFクラブコーディネーター（前クラブ会長） 様 

 

ライオンズクラブ国際協会330-A地区 

ガバナー・LCIFコーディネーター            今井 文彦 

LCIFキャンペーン100全日本エリアリーダー   菅原 雅雄 

LCIFエリアリーダー（東日本担当）      大石  誠 

LCIF330複合地区コーディネーター       阿久津 隆文 

LCIFキャンペーン100地区コーディネーター   村木 秀之 

LCIFキャンペーン100地区副コーディネーター 伊賀 則夫 

 

「ＬＣＩＦサポート・プログラム」ならびに 
「ＬＣＩＦキャンペーン１００」について 

  

既にLCIFからのお知らせやクラブ会長会、またキャビネット会議等においてお知らせしており 

ます通り、国際会長方針に基づき今年度の LCIF 寄付に対するアワードが変更されております。 

各LCIF関係の役員・クラブ事務局の皆様におかれましては、クラブ内でご説明する際に下記を 

ご参照のうえ十分にご留意くださいますようお願い申し上げます。 

なお、本年度より３年間に渡り行われる「キャンペーン１００」に対してのご理解、ご協力に 

つきましても引き続きお願い申し上げます。 

メンバー100万人が1人100ドルを寄付すれば1年間で1億ドル。3年間で3 億ドルを達成できます。 

ぜひ、全メンバーの皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

１．サポート・プログラム（献金会員ピン） 
前期まで  ２０ドル・５０ドル・１００ドル（年度内１回）→ 廃止 

今期より ５０ドル・１００ドル・２００ドル（年度内１回） 

＊前期までの申請用紙でピンを希望しても５０ドルに満たない場合はピンの交付は 

 ありません。 
 

２．ＬＣＩＦキャンペーン１００（３年間の目標金額３臆ドル） 

全てのライオンズメンバーに１００ドルの寄付を募る事により、加速度的に増える奉仕

を必要とする恵まれない子供たちや苦しんでいる多くの人々に対してより強力なサポー

トをする事で、ライオンズクラブが誇りを持って世界最高の奉仕団体になる事を目指す

ものです。 

①  クラブメンバー全員１００ドル以上寄付 (本年度から３年間にわたり年度内１回) 

②  ＭＪＦ(１，０００ドル)寄付者の維持・増強 

③  モデルクラブ誓約，リードギフト誓約者，メジャーギフト誓約者の募集 

④  クラブ合計寄付金額５，０００ドル以上  

 

＊LCIF寄付報告書（振込専用）を使用して複数名の寄付を行う場合は、個人を特定する必要があ 

る為、必ず献金者リストを添付してください（ローマ字氏名・会員番号・献金額を明記） 

 

＊本件についてのお問合せはキャビネット事務局長 L中村安次（携帯090-3213-7770）までお願い 

いたします。                                  以上 
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テキストボックス
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ESPRIMO-USER-1
テキストボックス
（ 振込専用 ）

ESPRIMO-USER-1
テキストボックス
キャビネット事務局へ写しをお送りください。cab@lions330-a.org

ESPRIMO-USER-1
テキストボックス
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ESPRIMO-USER-1
テキストボックス
（ MJFクレジットカード寄付専用）

ESPRIMO-USER-1
テキストボックス
キャビネット事務局へ写しをお送りください。cab@lions330-a.org

ESPRIMO-USER-1
テキストボックス
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ESPRIMO-USER-1
テキストボックス
リードギフト誓約書、メジャーギフト誓約書はLCIFへ　LCIFJapan@lionsclubs.orgモデルクラブ申請書はLCIF日本事務所へ　lcif-japan@arrow.ocn.ne.jp　上記のいずれも、キャビネット事務局へ同報してください。cab@lions330-a.org

ESPRIMO-USER-1
テキストボックス



 

 2018/8/13 改訂 
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                （送信先） E メール：LCIFJapan@lionsclubs.org または 
 Donor Services                                                             ファックス：米国 630-706-9078 
 300 W. 22nd Street                                                        
 Oak Brook, Illinois 60523-8842                                                 ウェブサイト： www.lcif.org 
 U.S.A      

すべての寄付にご利用いただけます。ローマ字・英数字で正確にご記入ください。    
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 （ドルへの換算額 ）  ￥                                  （ $                          ） 

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、必要事項を記入してください。 

1. 寄付の詳細 Donation Details 

     A. □ MJF および ライオンズ・サポート・プログラム（合計金額  Total  $          ） 

   a) 内訳 □ $1,000  （ PMJF ピンは自動交付）  
                    □今年度のサポーター・ピン要 Lions Share Pin(s) Needed  

         □ $50    □ $100   □ $200 
                  
                       または上記以外の金額 Other（金額$        ） 

       b) 指定分野：□ 奉仕強化基金 Empowering  Service Funds  または □ 災害 Disaster      
                               

              c)  寄付者名（ローマ字）                            会員番号         通算 MJF 寄付回数（本寄付を含む） 
                        Donor/Recipient                                                      Member ID                     MJF Level 

 
                                                                                   回 

                             ＊寄付者が複数の場合にはそれぞれの寄付者名（ローマ字）、会員番号および寄付額の一覧を添付。                                

      B. □ その他の寄付 Non-MJF（金額$                 ）  

                   □ クラブ寄付 Club Donation 

                                     アワードの交付を希望する場合 ($1,000 以上かつ用途無指定が条件)  □ クラブ楯 Club Plaque または 

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

                   □ 地区 / 複合寄付 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

奉仕強化基金 Empowering Service Funds 20　　　年

 災害 Disaster 　月　　

奉仕強化基金 Empowering Service Funds 20　　　年

 災害 Disaster 　月　　

奉仕強化基金 Empowering Service Funds 20　　　年

 災害 Disaster 　月　　

奉仕強化基金 Empowering Service Funds 20　　　年

 災害 Disaster 　月　　

奉仕強化基金 Empowering Service Funds 20　　　年

 災害 Disaster 　月　　

奉仕強化基金 Empowering Service Funds 20　　　年

 災害 Disaster 　月　　

奉仕強化基金 Empowering Service Funds 20　　　年

 災害 Disaster 　月　　

2018/8/13改訂

会員番号：

会員番号：

会員番号：

会員番号：

会員番号：

　№

□　Yes

□　Yes

VISA・ Master ・ AMEX ・ DINERS

番号
指定分野（どちらかに〇）

カード情報

　№

　№

US＄

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＄

US＄

　　　回目または分割

＿＿/＿＿枚

①クラブ名：（漢字）

■備考*

（ローマ字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

④クラブ・メールアドレス：

US＄会員番号：

会員番号

VISA・ Master ・ AMEX ・ DINERS

VISA・ Master ・ AMEX ・ DINERS

VISA・ Master ・ AMEX ・ DINERS

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

　№

　№

　№

　№

　　　回目または分割

《MJFクレジットカード寄付専用申請書》

□　Yes

□　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）

③「■備考」・・・必要に応じて連絡事項等をご記入ください。

*【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サポーター・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）。

寄付者姓名（ローマ字*）

会員番号：

今年度の

サポーター・ピン希望
Share Pin

□　Yes

□　Yes

寄付金額

ＭＪＦ口数



キャンペーン100 モデルクラブ申請書

本件についてのお問い合わせは、所属地区のLCIFコーディネーターまでご連絡ください。

正会員数

___________________________（__________________）__________________

クラブ会長氏名            （ふりがな）          会長年度

_______________________________________________  __________________

クラブ会長署名                                   署名年月日

下に、クラブLCIFコーディネーターまたは他のクラブ役員一名の確認の署名をお願いします。

___________________________（__________________）__________________

氏名                       (ふりがな）          役職名

_______________________________________________  __________________

署名                                             署名年月日

本クラブは、ライオンズクラブ国際財団の使命を支援することと決定し、クラブの誇りにかけ、キャンペ

ーン100「奉仕に力を」の目標達成に貢献することとする。クラブの熱意とともにモデルクラブとなること

を誓約し、以下のことに合意する。

クラブ名 _________________________________________ クラブ番号____________________________ 地区名____________________________

LCIF_C003_JA 4/18lcif.org

一人当たり平均

寄付金額目標額

(米ドルで記入) 

合計クラブ寄付金額目標

(米ドルで記入) X =
今日現在のクラブ

会員数

私たち、_______________クラブは、モデルクラブとなり、新しい奉仕の世紀のために道を拓くライオンズの一

員となることをここに表明します。当クラブ会員は、キャンペーン会員一人当たり平均、最低750ドルの寄付を

行うことを通じてLCIFを支援することを、適切なクラブの議決方法に基づいて合意いたしました。

o手本となって他のクラブも同様に貢献することを促す

o資金獲得をさまざまな戦略手法を通じて行う。それには以下のものも含まれる:

o声かけを個々の会員に対して行い、寄付や誓約を勧める

o資金獲得イベントをキャンペーンへの寄付を目的に企画実施する。

oクラブ資金からの寄付を決議する

o地域住民や企業に寄付を呼びかける

o資金獲得努力をキャンペーン100モデルクラブとして行い、会員一人当たり平均750ドルの寄付を実現

する。個人として誓約した寄付金額は、個々の寄付を行うスケジュールに応じて果たされるものとする。

この寄付金額は、キャンペーン継続中の3年間に達成することとする。

o キャンペーン100のプロモーションを行い、ライオンズ会員の奉仕の一部として、LCIFの目的やグロー

バル活動への理解を深める。

ESPRIMO-USER-1
テキストボックス
　≪ 提出先 ≫LCIF日本事務所　E-mail：lcif-japan@arrow.ocn.ne.jp　　　　　　 同文送信先(CC)    キャビネット事務局   E-mail：cab@lions330-a.org



誓約のタイプをお選びください。 ☐個人 ☐クラブ/企業/その他組織

振込口座：みずほ銀行クラブ・地区・複合地区専用口座「専用口座２」

オンライン寄付やそのほかのご支援方法については、www.lcif.org をご覧ください。

私は、リードギフトとして、合計金額100,000ドル以上の寄付
を、ライオンズクラブ国際財団（LCIF)に寄付することを誓約いた
します。

ご質問がありましたら、LCIFコーディネーターに電話またはEメールでご連絡ください。 
DONOR INFORMATION:
いただいたご誓約の表彰や記録のため、以下に住所および氏名をご記入ください。ライオンズの出
版物や表彰の際の印字等はここに記載いただいたもので行います。匿名での寄付をご希望の場合に
は、下のボックスにチェックマークをお願いいたします。ここにいただいた情報はLCIFの内部記録
目的にのみ、使用いたします。

（ふりがな）（ ）

氏　名　　_________________________________________________________________

都道府県名　_________________________________________市町村名_________________________

住所番地・建物名等____________________________________________________________________

郵便番号 _____________________________国名　 ________________________________________

☐私の氏名と寄付金額等をLCIFが出版物等で公表することを許可します。

☐私の寄付については、匿名で取り扱われる事を希望します。

____________________________________________________________________________ 
署名 年月日

_______________________________________________________________________________________ 
クラブ名・クラブ番号 会員番号

キャンペーン100
リードギフト誓約書
あなたからいただく寄付は、ライオンズがグロー
バル奉仕目標に取り組み、今日の、そして次の世
代の人々にとって、世界をより良い場所にするた
めの奉仕に、力を与えます。

YMerz
Highlight

ESPRIMO-USER-1
テキストボックス
　≪ 提出先 ≫LCIF　E-mail：LCIFJapan@lionsclubs.org　　　　　　  同文送信先(CC)    キャビネット事務局   E-mail：cab@lions330-a.org



誓約のタイプをお選びください。 ☐個人 ☐クラブ/企業/その他組織

振込口座：みずほ銀行　クラブ・地区・複合地区専用口座「専用口座２」

オンライン寄付やそのほかのご支援方法については、www.lcif.org をご覧ください。

私は、メジャーギフトとして、合計金額25,000ドル以上の寄付
を、ライオンズクラブ国際財団（LCIF)に寄付することを誓約いた
します。

ご質問がありましたら、LCIFコーディネーターに電話またはEメールでご連絡ください。 
DONOR INFORMATION:
いただいたご誓約の表彰や記録のため、以下に住所および氏名をご記入ください。ライオンズの出
版物や表彰の際の印字等はここに記載いただいたもので行います。匿名での寄付をご希望の場合に
は、下のボックスにチェックマークをお願いいたします。ここにいただいた情報はLCIFの内部記録
目的にのみ、使用いたします。

（ふりがな）（ ）

氏　名　　_________________________________________________________________

都道府県名　_________________________________________市町村名_________________________

住所番地・建物名等____________________________________________________________________

郵便番号 _____________________________国名　 ________________________________________

☐私の氏名と寄付金額等をLCIFが出版物等で公表することを許可します。

☐私の寄付については、匿名で取り扱われる事を希望します。

____________________________________________________________________________ 
署名 年月日

_______________________________________________________________________________________ 
クラブ名・クラブ番号 会員番号

キャンペーン100
メジャーギフト誓約書
あなたからいただく寄付は、ライオンズがグロー
バル奉仕目標に取り組み、今日の、そして次の世
代の人々にとって、世界をより良い場所にするた
めの奉仕に、力を与えます。

YMerz
Highlight

ESPRIMO-USER-1
テキストボックス
　≪ 提出先 ≫LCIF　E-mail：LCIFJapan@lionsclubs.org　　　　　　  同文送信先(CC)    キャビネット事務局   E-mail：cab@lions330-a.org
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