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キャンペーン100：LCIF 奉仕に力を

実り多い1年

LCIFはグローバル重点分野を掲げ、奉仕するライオンズを支援する「あなたの財団」です。増加する自
然災害により、家や命が失われ、糖尿病が蔓延し、患者数は2045年までに6億2,900万人に達すると予
測されています。3人に2人の子どもが、いじめにあっていると報告しています。このような状況でライオン
ズは立ち上がり、当事者たちと共に闘っています。ライオンズは社会を変えようという思いを胸に、情熱を
持って奉仕しています。キャンペーン100は、世界中のライオンズに奉仕する力を与えます。

LCIFのキャンペーン100は、今後も世界中のライオンズを支援するために3億ドルの資金獲得を目指し
ています。LCIFの資金により、変化を起こす力がライオンズにもたらされます。

・世界的に視力障害の数を減らし、青少年に力を与え、災害援助を提供することにより、奉仕のインパクトを高めます。

・糖尿病の蔓延に歯止めをかけ、糖尿病と診断された人々の暮らしを改善します。

・小児がん、食糧支援、環境保全の分野にグローバル重点分野を拡大します。

イタリア・ミラノのライオンズクラブ国際大会で、山田實紘キャンペーン100委員長・元国際会長およびフ
ランク・ムーア同副委員長・元国際会長は、LCIFが2018－2019年度の資金調達目標を達成し、寄付
総額が1億1,090万3,738ドルに達したと発表しました。

2019－2020年度の終わりまでに 
1億9,300万ドルを獲得することが目標です。
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100｜100クラブになり、皆さんの奉仕に力を与えるLCIF
への支援を表明しましょう。100｜100クラブとは、家族会
員を除くクラブの正会員全員が毎年100ドル以上をLCIF
に寄付するクラブです。

100｜100クラブは、以下の活動に熱意をもって取り組みます。

・手本となり、他のクラブにも同様の貢献を促します。
・毎月、各会員が8ドル以上を寄付するよう呼びかけます。
・ライオンズ・サポーター・プログラムの二つ星レベル（100ドル）
と三つ星レベル（200ドル）の表彰を目指すよう奨励します。
・一人ひとりが寄付または寄付誓約を行うよう全会員に呼
びかけるなど、様々な方法で寄付を募ります。
・LCIFの重点分野を支援し、クラブの奉仕の一環として
LCIFのために尽力します。

100｜100クラブ 
キャンペーン100を通して奉仕と資金獲得の目標を達成す
るためには、世界中の全てのクラブとライオンズの協力が不
可欠です。モデルクラブは模範となって、キャンペーン100
をけん引します。

・戦略的に資金を獲得します。
　• クラブの資金からLCIFに寄付をします。 
　• ファンドレイジングのイベントを実施します。
　• 個々の会員に寄付または寄付誓約を呼びかけます。
　• 地域の人々に寄付を呼びかけます。
・2022年6月30日までに寄付と寄付誓約で会員一人当た
りの最低平均寄付額（PMA）500ドルを達成できるように
取り組みます。PMAには2017年7月1日以降の寄付が含
まれるため、多くのクラブが達成できるはずです。
・他のクラブがモデルクラブとなるように働きかけます。

モデルクラブ 

キャンペーン100をサポートするために、
ライオンズクラブにできることは何でしょうか？

キャンペーン100：LCIF 奉仕に力を

キャンペーン100の目標は、3億ドルの資金獲得です。 
この目標を達成すべく、私たちは慈善活動の文化を今後も広げていきます。今日、ライオンズが寄付や
ファンドレイジング（資金獲得）を行うことで、財団は今後も引き続き世界中で奉仕を行うライオンズに寄
り添うことができます。     

個人やクラブもLCIFに寄付をし、支援をすることができます。
ここでは、キャンペーンをサポートするためのアイディアをご紹介しましょう。

クラブの会員一人当たり500ドルを寄付するモ
デルクラブは、キャンペーン100の先頭に立つ
存在です。モデルクラブとなり、周囲のクラブに
もモデルクラブになることを呼びかけましょう。
2017年7月1日から2022年6月30日までの期
間の寄付が会員一人当たり500ドル以上である
ことが条件です。

モデルクラブになる

キャンペーン100では、全てのライオンズに、毎
年最低100ドル（毎週2ドル）の寄付を呼びかけ
ています。この呼びかけに応えて、クラブのメン
バー全員が100ドルを寄付すると100｜100ク
ラブの表彰を受けます。

100｜100クラブになる

多くのクラブは様々な慈善寄付を行うための資
金を確保しており、そこからLCIFにも寄付を
行っています。クラブ役員がクラブを代表して
LCIFを支援することができます。

クラブ資金から寄付をする

クラブの会員を集めて、楽しみつつ寄付を募る
活動を行いましょう。ライオンズクラブの会員で
ない地域の一般市民にも、ライオンズの活動や
LCIF、キャンペーン100に参加してもらえる絶
好の機会にもなります。

ファンドレイジングのイベントを主催する

多くのクラブは日頃から、地元の人々や企業と
良好な関係を築いているものです。キャンペー
ン100の目標を達成するには、地域の住民やク
ラブ関係者以外の様々なグループをイベントに
招待したり、支援を呼びかけたりすることが重要
です。

地元の企業や一般市民に支援を依頼する

キャンペーン100への寄付は、メルビン・ジョー
ンズ・フェローシップ（MJF）、累進メルビン・
ジョーンズ・フェローシップ（PMJF）、およびライ
オンズ・サポーター・プログラムの対象となりま
す。またキャンぺーン100への寄付は、キャン
ぺーン独自の表彰だけでなく、100％MJF、ライ
オンズ・サポーター・プログラム、会員平均寄付
額バナーパッチといった既存のLCIFの表彰の
対象にもなります。

表彰を受ける

会員の参加がキャンペーン成功の鍵を握ってい
ます。仲間のライオンズにLCIFとキャンペーン
100への個人寄付を呼びかけましょう。

会員の全員参加を呼びかける
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1 2 3

キャンペーン100 クラブ表彰
キャンペーン100：LCIF 奉仕に力を

100｜100クラブとして目標を達成したクラブは、その寄付を称えて年度末に表彰されます。100｜100クラブ
には、バナーパッチ、賞状、ニュースレターやソーシャルメディアへの掲載、地区・複合地区・国際大会での表彰
の機会が用意されています。 

100｜100クラブ表彰

モデルクラブの条件を満たすと、バナーパッチが贈られるだけでなく、文書や公の場でクラブ名が公表されます。 

モデルクラブ表彰

モデル会員一人あたりの平均寄付金額（米ドル）

モデルクラブとして他のクラブの模範となるクラブは、3つの節目を迎えるごとに特別な表彰を受けます。

3つの表彰

モデルクラブのレベルに応じて、クラブには紫、銀、金のバナーシェブロンが贈呈され、文書や公の場でクラブ名
が公表されます。またキャンペーン終了時に、キャンペーン100モデルクラブの盾が贈られます。

モデルクラブを目指す
意志表明をした時

PMA目標を達成した時 寄付誓約を履行した時

キャンペーン100 個人寄付者表彰

キャンペーンへの累積寄付額が100ドルに達すると、寄付者にはキャンペーン100
のベースピンが贈られます。100ドルを超える寄付によってキャンペーン100を支援
してくださる寄付者には、寄付レベルに応じたアタッチメントが用意されています。

キャンペーン100 寄付者ピン

リードギフトおよびメジャーギフトの寄付者には、キャンペーン100のリーダーから特別な感謝状が贈られます。
また未来のライオンズとレオに向けて「希望のメッセージ」を送ることができます。このメッセージは米国イリノ
イ州オークブルックにあるメルビン・ジョーンズの書斎に保管され、未来の世代に感動を与え続けます。

リードギフトおよびメジャーギフト表彰

キャンペーン100に毎月または毎年の
寄付を誓約した寄付者、またはオンライ
ンでクレジットカードを使用した定期的
な寄付をお申し込みいただいた寄付者
には、バッグと感謝状を差し上げます。

継続的寄付者表彰

100万ドル寄付者の誓約ピン
100万ドル以上

リードギフト寄付者の誓約ピン
10万ドル～99万9,000ドル

メジャーギフト寄付者の誓約ピン
2万5,000ドル～9万9,999ドル

 
モデルクラブ－ 500 ドル 400％モデルクラブ－ 2,000 ドル 

500％モデルクラブ－ 2,500 ドル 

プレミア モデルクラブ－ 3,500 ドル以上 

600％モデルクラブ－ 3,000 ドル  

300％モデルクラブ－ 1,500 ドル 

200％モデルクラブ－ 1,000 ドル 

SUPER モデルクラブ－ 750 ドル

300ドルから599ドル

1,500ドルから2,999ドル

600ドルから899ドル

3,000ドルから14,999ドル

900ドルから1,499ドル

15,000ドルから24,999ドル
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