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1. LCIFの復習（1）

地域への奉仕
● 青少年育成
● 献血
● 清掃活動
　 etc.

国際的な奉仕
● 大規模災害
● 発展途上国支援
● 視覚保護
　 etc.

両輪

LCIFの資金支援

ライオンズクラブの奉仕活動とは

私達は皆
ライオンズクラブ国際協会の

一員です。



2. LCIFの復習（2）

● あなたが納めるクラブ会費 → クラブ運営費
● あなたが納める国際会費 → 国際協会運営費
● あなたのドネーション → クラブ事業費 ＝ 地域密着
● あなたのLCIFへの寄付 → 世界的な奉仕活動
　　　　　　　　　　　　　 災害支援、人道奉仕 など

● あなたのLCIFへの寄付 → LCIF交付金
LCIFの財源はあなたの寄付のみ！

あなたが納める会費 ・ ドネーション ・ 寄付の行方は～



ライオンズクラブ国際協会設立

　　　　　周年を祝い

　　　　　％全メンバーが一人当たり

　　　　　ドルの寄付を毎年行う
キャンペーン期間は3年間、全世界で3億ドル（約330億円）を集め、
2億人以上にグローバルな奉仕をするキャンペーンです。

100
100

100

3. 「 LCIFキャンペーン100 奉仕に力を 」 とは？



1.

2.
3.
4.

地震、豪雨による水害、台風などによる大規模自然災害が、世界各地で増加している。
（約15パーセント増）
世界各地で続く紛争、貧困、難民問題に取り組んでいくため。
ライオンズクラブが本格的に糖尿病に取り組んでいくため。
ライオンズクラブに求められるグローバルな人道奉仕を実行し、インパクトのある奉
仕を展開するにはヒト・モノ・お金が必要。

※一人100ドル（約1万円）の寄付は人により受け取り方は違うと思います
　が、多くのメンバーの皆さんには抵抗なく消費してしまう1万円。
　しかし、所変われば大きな価値が出る1万円を世界中の弱い立場にいる
　人々に寄付していただけないでしょうか？
　LCIFに寄付するということは単にお金を出すだけではなく、
人の命を救う ことなのです。

4. なぜ今、キャンペーン100なのか？



キャンペーン100の実施と成果により、
壮大なグローバル奉仕が可能となります。

LCIフォワードと連動し、3億ドル（約330億円）を集め、
2億人に奉仕をします。

糖尿病 環境 飢餓 小児がん 視力

5. 奉仕の重点項目



そもそもライオンズクラブの目的は？

奉仕活動（目的）
会員増強（手段）
LCIF（手段）
（お金）

※ 目的達成には何事も

が必要メンバー
クラブ、Z、R
地区
国際協会

6. ライオンズクラブの目的

寄付、会費

LCIF

バックアップ

人 もの お金



7. 「クラブシェアリング」

世界規模で増加する自然災害・飢餓等に対応していくために

お金（事業資金）が必要

キャンペーン100を展開（2018年から3年間）

様々なメニューを用意

その一つが本日のテーマ「クラブシェアリング」

そのため



8. 「クラブシェアリング」って何？

「LCIFに寄付していただいたお金の一部を各クラブに

お返し、奉仕活動に役立てて下さい」

という　　　　　　　　　　　　　　のメニューです。LCIFキャンペーン100

「ライオンズクラブの奉仕活動を支援する新しい交付金」
です。



LCIFのいつもの 「寄付して下さい。寄付して下さい。 」 
とは反対で「クラブにお金を戻します」 の
レアメニュー 「クラブシェアリング」。

本日のセミナーは 「クラブシェアリング」 について
理解を深め活用して頂きたい、というのが一番の目的です !!

LCIFと言えば「何に使われているか解らない」と思っている
メンバーの皆様にも「クラブシェアリング」をうまく利用して
奉仕活動の資金源にして欲しいと思っています。

9. お得なメニュー「クラブシェアリング」



※ 地区クラブシェアリングは10,000$以上の寄付金額が必要。

（会計年度）（災害指定は除く）

（2018-19）

335-B地区ではすでに164クラブ中
38クラブが今年度は対象となっています。

もう少しで5,000$に達するクラブも多くあります。

前年度までの無指定寄付金累計 5,000$以上のクラブです。

10. 「クラブシェアリング」の対象は？



15% です。LCIFに拠出した寄付金額の

例えば、○○○ライオンズクラブの無指定寄付累計は

10,000$だとすると、

その15%の1,500$がLCIF事業資金から交付されます。

11. 「クラブシェアリング」交付額は？



15年 です。

周年で大きな事業を企画されるクラブは累計積立
15年までは可能ですので貯めに貯めてからの活用も
有効です。

キーワードは

（無指定寄付金）
5000$ ・ 15％ ・ 15年

12. 「クラブシェアリング」累計積立期間は？



13. 「クラブシェアリング」 （対象額）



［LCIF交付金事業として認められないもの］

※「クラブシェアリング交付金」を使えば
　LCIF交付金ではできなかった事業が
　ほとんど可能になります。

［LCIF交付金事業の一般的な条件］
① 事業をすることにより困ってる人が助かる → 人道主義的事業。
② 事業の成果が見える → ものとして残る。
③ クラブ、メンバーが関与する → お金を渡すだけではダメ。

④ 直接的な人道奉仕である。
⑤ 受益者は不特定多数である。

14. LCIF交付金とクラブシェアリング交付金

OK・ 小学生サッカートーナメント
・ 中学校への楽器寄贈
・ 記念碑

・ 慰霊碑
・ 植樹
・ モニュメント  等々

1. 人道主義的奉仕ではない

・ 盲導犬
・ 車いす

・ 手術代
・ 奨学金　などの授与

5. 受益者が一人または限られている → 不特定多数ではない特定の人への

・ 英語弁論大会
・ ○○病学会の開催費用

・ 学生○○コンクール  等々
2. 事業の成果がものとして残らない

・ 事業の企画・実施・運営を第三者に委託すること
3. クラブ、メンバーが関与していないもの

・ AED
・ 防災グッズ

・ ユニフォーム  等々
4. 「あれば役立つもの」「もし何かが起こった時に使うもの」



クラブシェアリングをぜひ活用して下さい!!

15. 「クラブシェアリング」335複合地区活用予定例

地 区 クラブ ・ 地区

335-A

交付金額

$900伊丹猪名野ライオンズクラブ

※335-B地区でも

事　業　名

第3伊丹ポッチャ大会

335-C $4,800草津ライオンズクラブ
瀬田ライオンズクラブ

滋賀県立草津養護学校職業訓練機材寄附

335-D $1,500加古川東ライオンズクラブ 子ども将棋大会

335-D $1,050龍野ライオンズクラブ 障がい者スポーツ普及推進福祉教育支援事業

335-D $11,143地区 糖尿病啓蒙プロジェクト



16. 「クラブシェアリング（335-B地区）」対象クラブ

クラブ名
御坊ライオンズクラブ
御坊中央ライオンズクラブ
東大阪ライオンズクラブ
東大阪菊水ライオンズクラブ
茨木ライオンズクラブ
茨木ハーモニーライオンズクラブ
池田ライオンズクラブ
和泉中央ライオンズクラブ
泉大津ライオンズクラブ
いずみそれいゆライオンズクラブ
柏原ライオンズクラブ
岸和田ライオンズクラブ
岸和田千亀利ライオンズクラブ
松原ライオンズクラブ
箕面ライオンズクラブ
守口ライオンズクラブ
大阪東ライオンズクラブ
大阪福島ライオンズクラブ
大阪東淀ライオンズクラブ

大阪港ライオンズクラブ
クラブ名

大阪桜之宮ライオンズクラブ
大阪南ライオンズクラブ
大阪すみのえライオンズクラブ
大阪大正ライオンズクラブ
大阪帝陵ライオンズクラブ
大阪鶴見ライオンズクラブ
大阪夕陽丘ライオンズクラブ
堺ライオンズクラブ
堺浜寺ライオンズクラブ
堺登美丘ライオンズクラブ
摂津ライオンズクラブ
吹田江坂ライオンズクラブ
高槻中央ライオンズクラブ
豊中千里ライオンズクラブ
和歌山ゴールドライオンズクラブ
八尾ライオンズクラブ
八尾中央ライオンズクラブ
八尾菊花ライオンズクラブ

335-B 164クラブ 6,514名（4,984） クラブシェアリング対象クラブ 38/164  23%



正式な申請の流れは説明が細かくなりますので
ここでは大きな流れを説明します。

交付金対象クラブ

● クラブと地区は事業の90日前迄の申請書提出が必須

事業内容・予算の決定 申請書作成

キャビネットへ提出

以降、受理されるまで諸手続きがありますが、
説明が細かくなりますので具体化したクラブには個々説明致します。

複合地区LCIFコーディネーター ・
地区LCIFコーディネーター
（対象事業かどうかのチェック）

17. 「クラブシェアリング」申請について



疑問点や補足説明の必要な方は
ご遠慮なくどんどん挙手して下さい!!

18. 「クラブシェアリング」質疑応答

［メモ］



本日のご参加、誠にお疲れさまでした。
「クラブシェアリング」 についてご理解頂けたと思います。
LCIFを深くご理解頂き、ご協力頂き
そして活用して頂く、これが我々の心からの願いです。

※ まずは、ご相談を地区LCIFコーディネーター
地区LCIFキャンペーン100コーディネーター
地区LCIF・ライオンズクエスト委員長

「クラブシェアリング」
どんどんご活用下さい!!

　１９. 「クラブシェアリング」活用のお願い


