
 

 

 

 

２０１９年１０月２３日 

 

ライオンズクラブ国際協会330-A 地区 

ライオンズクラブ会長・幹事  各位 

 

ライオンズクラブ国際協会330-A 地区 

 ガバナー 伊賀 保夫 

 

令和元年台風 19号 災害義捐金について 

 

拝啓 秋晴の候、各クラブの皆様におかれましては日頃よりキャビネット運営に格別のご高配を賜わり

厚くお礼申し上げます。また、この度の台風19号の被害に際し、被災された方々には心からお見舞い申し

上げます。既に被災地支援に取りかかっておられるクラブもあると思いますが、この状況を受けて LCIF

も迅速に行動しており、15万ドルの大災害援助交付金の交付と、指定災害援助交付金としての窓口を設置

することが決定されました。 

 台風 19号災害義捐金については、一般社団法人日本ライオンズ・全国ガバナー会にて、「被災地クラブ

に直接送金する方法を取ると特定のクラブに義捐金が集まりすぎる」「使途の報告があいまいになり、不明

金がでる恐れがある」などの指摘があり、また、被害も複数の地区にまたがっていることから、各地区に

て集められた義捐金は一元管理する必要があるとの結論に達し、別紙の通り台風19号被災地支援指定寄付

することに決定致しました。ご存知の通り、災害指定いただいた寄付は100%指定いただいた災害復興支援

に活用されます。この寄付はシェアリング対象には含まれませんが、長野、茨城、千葉、新潟など、この

たびの台風で大きな被害を受けた皆さんのために活かされる寄付となります。 

つきましては、「各クラブから拠出していただく義捐金」、「現在各クラブで進めていただいている募金活

動」の送金方法について別紙にてご連絡申し上げます。皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し

上げます。 

尚、ガバナー公式訪問での募金活動や各クラブからご入金いただきました台風 15 号災害義捐金約 275

万円につきましては、先に拠出した100 万円を愛の泉資金に返金するとともに、残りの約175 万円は全国

ガバナー会にて報告の通り、台風 15 号災害を指定(333-C 地区)した寄付として LCIF に送金させていただ

きます。ご理解の程、宜しくお願いいたします。 

敬具 

 

 

 

 

 



記 

 

１． 各クラブから拠出していただく義捐金について 

 

各クラブからの義捐金につきましては、LCIF へ指定献金（クラブ寄付）をお願いいたします。 

※この義捐金はクラブのLCIF 献金（クラブ寄付）として扱わせていただきます。 

添付の「LCIF 寄付報告書（クラブ寄付用）」を使用してください。 

 

  ※但し、今回の義捐金について LCIF キャンペーン 100 の個人寄付を行う場合には申請方法が異

なりますので以下の点に注意してください。 

 

  ・個人寄付として扱う必要がありますので、添付の「LCIF 寄付報告書（個人寄付用）」を使用し、

併せて添付の「LCIF 個人寄付用・寄付者リスト」を添付してください。 

 

２． 各クラブで実施された、もしくはこれから計画されている「街頭募金」について 

 

街頭募金につきましては、LCIF へ指定献金（クラブ寄付）をお願いいたします。 

（一般の方からの寄付金ですので、クラブ寄付としてご送金をお願いいたします） 

※この義捐金はクラブのLCIF 献金（クラブ寄付）として扱わせていただきます。 

添付の「LCIF 献金報告書（クラブ寄付用）」を使用してください。 

※複数クラブ合同で実施された場合には、代表クラブからご送金いただき、 

代表クラブが「LCIF 寄付報告書（クラブ寄付用）」を記入の上、添付の「複数クラブ合同寄付 

用（街頭募金）クラブリスト」（クラブ名・クラブ番号・どのクラブが何ドルか寄付額の内訳 

を記載したもの）を添付してご提出ください。 

クラブ名は英語で、また寄付額は米ドル（セント単位/小数点第 3位を四捨五入）とし、 

各クラブの合計額は一括送金額とセント単位で必ず一致するようにしてください。 

 

３．LCIF への送金方法 

 

LCIF への振込み、報告については、下記にてお願いいたします。 

 

  ① 各クラブに割り当てられているLCIF の専用口座番号へ直接ご送金ください。 

   （専用口座番号はクラブ三役のID・パスを使用してサバンナから確認可能です） 

  

  ② LCIF へ送金後、速やかに別紙の「LCIF 寄付報告書」を OSEAL 調整事務局内 LCIF へご送信 

ください。その際、キャビネット事務局にご同報ください。 

（Eメールの場合は、 

宛先の欄に OSEAL 調整事務局内 LCIF のアドレス LCIFtokyo@lionsclubs.org を入れ、 

CC 欄に キャビネット事務局のアドレス cab@lions330-a.org を入力してください） 

 

※「LCIF 寄付報告書」は添付の最新版（2019.9 改訂版）をご使用ください。 

※ LCIF への送金は、月末を避けていただきますようお願い申し上げます。 

以上 



 

 2019/9/4 改訂 
キャビネット事務局に写しをご送信ください（E メール：cab@lions330-a.org）(Fax：03-5330-3370)  

 
 

クラブ寄付用               （送信先） E メール：LCIFtokyo@lionsclubs.org または 
                                                             ファックス：03-6811-2342 

                                                                                                                  ウェブサイト： www.lcif.org 

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 ） 
 ￥                              （ $                          ） 

↑ 米ドルは小数点第 3位を四捨五入 

地区 District                              330－A 地区 

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。） 

「Typhoon Hagibis 2019」  令和元年台風 19 号災害 指定献金 



 

 2019/9/4 改訂 
キャビネット事務局に写しをご送信ください（E メール：cab@lions330-a.org）(Fax：03-5330-3370)  

 
 

個人寄付用                （送信先） E メール：LCIFtokyo@lionsclubs.org または 
                                                             ファックス：03-6811-2342 

                                                                                                                  ウェブサイト： www.lcif.org 

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 ） 
 ￥                                  （ $                          ） 

↑ 米ドルは小数点第 3位を四捨五入 

地区 District                              330－A 地区 

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 

      
      別紙に寄付者リストを添付いたします。                                                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。） 

「Typhoon Hagibis 2019」  令和元年台風 19 号災害 指定献金 



［　LCIF寄付者リスト　］

　　　Ｒ　　Ｚ　　　　　　　　　　　　　ＬＣ　（クラブ番号　　　　　　　　　）

LCIFへの送金日　　　　　　　　送金額　￥　　　　　　　　　（＄　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米ドルは（セント単位/小数点第3位を四捨五入）

番号 氏名（ローマ字） 会員番号 寄付額（＄）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

（欄が不足する場合は、セルを増やしてご使用ください）

「LCIF寄付報告書」に 本寄付者リストを添付の上、

　OSEAL調整事務局内LCIFへご提出ください。

（ご提出の際は、キャビネット事務局へご同報ください）



［　LCIF複数クラブ合同寄付用（街頭募金）・クラブリスト　］

代表クラブ名（ローマ字）

　　　Ｒ　　Ｚ　　　　　　　　　　　　　ＬＣ　（クラブ番号　　　　　　　　　）

LCIFへの送金日　　　　　　　　送金額　￥　　　　　　　　　（＄　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米ドルは（セント単位/小数点第3位を四捨五入）

番号 クラブ名（ローマ字） クラブ番号 寄付額（＄）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

各クラブの合計額（＄）

※クラブ名は英語で、また寄付額は米ドル（セント単位/小数点第3位を四捨五入）とし、

　各クラブの合計額は一括送金額とセント単位で必ず一致するようにしてください。

「LCIF寄付報告書」に 本クラブリストを添付の上、

　OSEAL調整事務局内LCIFへご提出ください。

（ご提出の際は、キャビネット事務局へご同報ください）
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