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LCIFの表彰制度

LCIFの表彰制度の目的

寄付によってもたらされる奉仕の受益者に代
わって、寄付をくださったドナーに感謝を示す

会員の手本となり、社会のために寄付をしてい
ることは誇りと称賛の対象

目標や目安となる表彰はドナーの道しるべとな
り、意欲喚起となる
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現在のLCIF
寄付者表彰制度

常設LCIF表彰【LCIF運営方

針に規定されているもの】

個人表彰

クラブ表彰

役職への表彰

特別表彰・

その他表彰

キャンペーン100表彰
【キャンペーンの期間中のみ設け

られるもの】

個人表彰

クラブ表彰

役職への表彰

日本独自の表彰【日本の

リーダーが国内向けとして提案
しLCIFが承認したもの】

個人表彰

クラブ表彰

LCIF理事会の決定、または
LCIF理事会の指示により、
LCIFスタッフが決定・実施

キャンペーン委員長・
副委員長の決定により、
LCIFスタッフが実施

日本でのプロモーショ
ンのため、コーディ
ネーターの意見などを
もとにLCIFに要望し国
内で実施



4

LCIFの振込寄付と報告、アワード交付の流れ

寄付者
OSEAL

調整事務局

LCIF

寄付者サービス課

<寄付金送金～報告>

■寄付金の振込
■寄付報告入力と提出

■寄付金の入金と報告書の確認
送金と報告が合致しない場合や報告書
記載事項が不詳な場合に寄付者へ確認
，その上でLCIFへ報告書を転送

■寄付実績の記録
■MJF楯発送手続き
■PMJFアワードピン発送手続き

寄付者
OSEAL

調整事務局

LCIF

寄付者サービス課

■寄付記録計上
■アワード発行リスト
が出力

■リストに応じ
てアワードを
発送

■アワード受領

<寄付実績記録～ピン発送>

1-2営業日
内

交付指示発行より
約2週間後

速やかに

約10日
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LCIFの表彰に関する
基本事項

• LCIFへの寄付＝キャンペーン100への寄付＝
MJF(PMJF)への寄付
すべてのLCIFへの寄付は同時にアワードの対象

になります。

• キャンペーン100アワードの対象となる寄付は、
原則として2017年7月1日以降の寄付です

• 寄付の種類（災害または奉仕に力を）に関わら
ずアワード対象になります

• アワードには累積していくものと、単年度ごと
など一定期間中のものを対象にしたものがあり
ます
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LCIFの表彰に関する
基本事項 つづき

• 同時に寄付をしたのにアワードの届く時期がバ
ラバラなのはなぜか？

➡考えられる理由 サポーターピンリスト、
PMJFピンリスト、キャンペーン１００アワード
リスト、MJFアワードリスト。。。とそれぞれの
アワードのリストは別々に作られ、別々の経路を
たどってお手元に届くため。

• 手元に届いたアワードが破損していた➡LCIF担
当までお知らせください。再度お送りいたしま
す。

• 受け取ったアワードを紛失、破損したのでもう
いちどもらいたい➡LCIF担当までお知らせくだ
さい。無償または有償で再発行いたします。
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常設LCIF
寄付者表彰制度 カテゴリー 表彰内容

サポーターピン
(MJF 対象)

1 スターピン 50ドル
2 スターピン 100ドル
3 スターピン 200ドル

メルビンジョーン
ズフェロー

MJF楯とピン 初めて1000ドルに到達
したとき
PMJF ピン 1000ドルごとに表彰
PMJF顕彰ピン 10,000ドルごとに表彰
ヒューマニタリアンパートナーピン

10万ドル以上の寄付をした方々を
「ヒューマニタリアンパートナー（人道
奉仕のパートナー）」と呼び称える

常設LCIF表彰
個人の寄付に対する表彰

寄付は原則すべてMJF表彰に
向けて積み立てられる



ライオンズサポーターピン
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• 年間の個人寄付50ドル以上に対して以下の
レベルに応じて授与する

• 3 レベル:
• 1 ★: US$50-$99.99
• 2 ★: US$100 – US$199.99
• 3 ★: US$200 and above

• MJFへの累計にカウントされる

• 寄付申込書上で希望した場合にのみ発送

• ピンは単年度ごとに年度が入ったものを
発行している

• 定期的にクラブへリストとともに発送

現在、遅延発生
中。申し訳あり
ません



Melv in  Jones Fe l low Plaqueメルビンジョーンズフェロー楯
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• 累計で1000ドル（＝1口）の個人寄
付または、第三者の名前で累計1000
ドルの寄付に対して贈られる

• 年間で約25,000個

• 今年1月から、日本国内で名前を入れ、
各クラブへの発送を開始

• MJF（PMJF)の寄付は、個人であれ
ば誰を表彰対象にすることも可能。

（故人や非会員やクラブメンバーを称
えるためなど）
寄付者＝表彰受賞者である必要はあり
ません

国際会長
の署名

LCIF理事長
の署名



PMJFピン
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• US$2,000 - US$50,000までの累計寄
付に対して、1000ドル刻みでピンを
授与

• 全部で49種類

• 年間平均で約16,000個を発行

• 日本国内から定期的にクラブあてに
リストとともに発送



PMJF顕彰ピン
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• 累計の個人寄付 US$51,000 - US$91,000
が対象

• ピンはUS$10,000刻みで発行

• 5種類のピンがある

• 年間発行数は平均100個程度

• 2021年2月以降、PMJFピン同様に定期
的にクラブに発送



ヒューマニタリアンパートナーピン
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• 10万ドル以上の寄付者
• 10万ドルから50万ドルまでの間は、2万ドル刻みで
ピンを授与

• 60万ドルから100万ドルまでは10万ドル刻みでピン
を授与

• 年間およそ200個弱新たに発行している

• 自動的には発送されないー本来は、理事長公式訪問、国
際大会、年次大会など特別な場で表彰される。寄付者の
希望を確認し、相応しい場で授与する。

• 2021年2月以降、クラブに発送を開始。クラブで授与を
受けた後、別途公式訪問などの場で再表彰を行う。
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常設LCIF表彰制度
種類 表彰タイプ

100％寄付参加クラブ バナーパッチ

MJFクラブ（MJFが新たに所属したクラブ） バナーパッチ
100／100クラブ表彰（全員が100ドル）年度末
時点 表彰状とバナーパッチ

会員一人当たり寄付表彰（各種レベル） バナーパッチ
会則地域トップ５クラブ（寄付合計金額） 表彰状
会則地域トップ5クラブ（一人当たり金額） 表彰状
クラブ寄付表彰楯（クラブとしての1000ドル以
上の寄付）※希望した場合 楯

クラブ100％MJF表彰（会員全員が1000ドル寄
付）【イエローフラッグ】 旗とMJF昼食会での表彰状

クラブ寄付一人当たり1000ドル表彰【ブルーフ
ラッグ】 旗と表彰状

クラブ200％以降のMJF表彰（会員全員が2000
ドル～） バナーパッチと表彰状

常設LCIF表彰

クラブ表彰
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現在のLCIF
寄付者表彰制度

常設LCIF表彰
クラブに対する表彰

クラブ楯
クラブ寄付として
1000ドル以上達成時

寄付報告書で、楯か
パッチを選択

100％会員サポート
バナーパッチ
第1回目は円形の
パッチと年度のシェ
ブロン。その後は年
度のシェブロンが贈
られる
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常設のLCIF
寄付者表彰制度

常設LCIF表彰
クラブに対する表彰

会員一人当たり（PMA)寄
付額パッチ

この表彰のために使われ
る会員数は12月31日現在
ただし、寄付金額は7月1
日から6月30日までのもの

MJFクラブバナーパッチ
第1回目は円形のパッチと
年度のシェブロン。その
後は年度のシェブロンが
贈られる
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常設のLCIF
寄付者表彰制度

常設LCIF表彰
クラブに対する表彰

注意！

LCIFで、会員一人当たり（PMA)の寄付金額を求める場
合などの「会員」には、以下の会員籍の方々は含まれ
ていません。

• 家族会員の子会員
• 優待会員
• 名誉会員
• 準会員
• 賛助会員
• 不在会員

※終身会員は含まれますのでご注意ください

会員数をどの時点の会員数とするかは、アワードの種
類によって異なります



17

常設寄付者表彰制度

クラブに対する表彰

100/100クラブ表彰

年度中に、100％の会員が100ドル以上寄付
したクラブに授与されます。

100/100クラブは当該年度の末日（6月30
日）現在の会員を対象としていますのでご注
意ください。また、その時対象となる会員は
前述PMAの際の会員籍と同様です
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常設LCIF
寄付者表彰制度

常設LCIF表彰
クラブに対する表彰

100％MJFクラブバナー

全会員が1000ドル寄付
（MJF寄付）を達成し
た時に送られるバナー
通称
「イエローフラッグ」
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常設LCIF
寄付者表彰制度

常設LCIF表彰
役職（地区）に対する表彰

種類 表彰タイプ
トップテン寄付地区 表彰状
各会則地域トップ５寄付地区（合計額） 表彰状
トップ複合地区 表彰状
各会則地域トップ５寄付地区（会員一人当

たり平均）
表彰状

100％クラブ参加地区表彰 表彰状

100％会員サポート地区 メダルとバナーパッチ

LCIF理事長メダル メダル
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LCIFの常設表彰制度

常設LCIF表彰
その他特別表彰

サービスアワード

推薦により、LCIF理事長
が決定
LCIFのために大きな貢献
があった会員などに対し
て授与される

人道の友 Friend of Humanity メダ
ル

毎年全世界で50人までにしか与えられ
ないLCIFで最も栄誉ある賞

ヘルピング・ハンズ Helping Hands
表彰

より幅広く、LCIFのために貢献したラ
イオンズ会員を称えるアワード

企業・団体組織からの寄付
表彰（1000ドルまたは10
万円以上の寄付）

企業楯
企業名を刻んだ楯を授与
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キャンペーン100
表彰制度
個人表彰 種類 表彰タイプ

キャンペーン100表彰ピン（100ドルから24,999ドル） ピンとアタッチメント
メジャーギフト誓約ピン（25,000ドル） ピン

リードギフト誓約ピン（100,000ドル） ピン

ライオンオブコミットメント楯（3,000ドル） アクリル楯

ライオンオブエンパワーメント楯 アクリル楯

メジャーギフト楯 名入りアクリル楯

ダブルメジャーギフト楯 名入りアクリル楯
リードギフト楯 名入りアクリル楯

ダブルリードギフト楯 名入りアクリル楯

キャンペーン100表彰
【キャンペーンの期間中のみ、
キャンペーンのプロモーショ
ンのために設けられるもの】



キャンペーン100ピン
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• キャンペーン100への寄付として認められる2017年7月1日以降のす
べての個人寄付が対象。

• ベースレベル 100ドル 以降6つのレベル:
• 300ドル-599ドル ライオンオブサービス 黄
• 600ドル－899ドル ライオンオブカインドネス 緑
• 900ドル-1,499ドル ライオンオブアクション 水色
• 1,500ドル-2,999ドル ライオンオブデディケーション 紺
• 3,000ドル-14,999ドル ライオンオブコミットメント 紫
• 15,000-24,999ドル ライオンオブエンパワーメント 赤

• 並行してMJFの表彰も金額に応じて受けられる

• 一定期間ごとにクラブに自動的にリストとともに発送

• キャンペーンが終了する2022年6月30日（デリー大会期間中の
寄付も含める）までが対象

ベースピン



メジャーギフト、リードギフト誓約ピン
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• キャンペーン100への寄付の誓約を行い、誓約書式を提出
した会員に授与される

• メジャーギフトは25,000ドル以上の寄付を誓約の日から5
年以内に行う

• リードギフトは、100,000ドル以上の寄付を誓約の日から
5年以内に行う

• 誓約日に関わらず、寄付は2017年7月1日以降のものが含
まれる

• 誓約ピンは多くの場合セミナーや行事の会場で授与され
るが、それ以外の場で誓約が行われた場合などはクラブ
または本人の指定先に郵送される



ライオンオブコミットメント＆ライオンオブエンパワーメント楯 新
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3,000ドル-14,999ドル
ライオンオブコミットメント

15,000-24,999ドル
ライオンオブエンパワーメント

2021年2月末の寄付成績に基づいて配布を
準備中

以降は定期的に達成した寄付者の所属クラ
ブに発送



リードギフト・メジャーギフト楯

ゴールド
50万ドルから100万ドルの寄付達成者

シルバー

累進（ダブル）リードギフト
US$200,000 – US$499,999

リードギフト
US$100,000 – US$199,999

ブロンズ

累進（ダブル）メジャーギフト
US$50,000 – US99,999

メジャーギフト
$25,000 – US$49,000

* 達成時に授与
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キャンペーン100
表彰制度

クラブ表彰 種類 表彰タイプ

モデルクラブ表彰 モデルクラブ認証状と
バナーパッチ

モデルクラブ修了楯 楯
キャンペーン100表彰

【キャンペーンの期間中のみ、
キャンペーンのプロモーショ
ンのために設けられるもの】



モデルクラブプログラム
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• 会員一人当たり（PMA)500ドル以上の寄付
の誓約・達成で表彰

• 8段階の表彰とシェブロン
• 最初の表彰でバナーパッチ、以降はレベル
を示すシェブロンを授与

• 会員一人当たりの算出には、家族会員子会
員、賛助会員、不在会員等は含めない（ス
ライド＃１３を参照）

• 誓約書による制約をすれば、誓約時に自己
申告する会員数で固定することができる
（会員数の変動の影響を受けずに目標に向
かうことができる）



モデルクラブプログラム
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• モデルクラブ達成のための寄付には2017年7月1日
以降のすべてのクラブに帰属する寄付が含まれる

➡個人寄付、クラブ寄付、クラブ所属会員スポン
サーによる企業寄付、イベントやチャリティで集め
LCIFに寄付したものもすべて対象

• 誓約しているクラブは、誓約達成までキャンペー
ン終了から1年後まで（2023年6月末まで）の寄付
が対象になる

• 最終的に達成したレベルに応じて、モデルクラブ
楯が贈呈される
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キャンペーン100
表彰制度

役職その他への表彰
種 類 表彰タイプ

キャンペーン100国際会長メダル メダル
会長メダル・リーダーシップメダル メダル

キャンペーン100表彰
【キャンペーンの期間中のみ、
キャンペーンのプロモーショ
ンのために設けられるもの】

キャンペーン100国際会長
メダル

モデルクラブの実績に応じ
て地区ガバナーと地区コー
ディネーターに授与
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日本独自表彰

個人表彰
種類 表彰タイプ
ライオンズ寄付者感謝アワード（新

規）
ライオン像

LCIF 理事長感謝状 感謝状

国際会長感謝状 感謝状
企業寄付スポンサー（紹介者）感謝状 額縁入り感謝状

理事長サークルメダル メダル

日本独自表彰は、LCIFの表彰制度にそいな
がら、年度ごとの会員の貢献に対して感謝
を示すために検討し、LCIFの了承をえて導
入されている。

通常、年度末の地区年次大会表彰の時期に
あわせて用意される



個人表彰
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• ライオンズ寄付者感謝アワード 年間1,000ドル以上の寄
付をされたライオンズ会員に対してライオン像を授与

• LCIF 理事長感謝状 単年度中にMJF（US$1,000）寄付を
3 回以上もしくは3,000ドル以上の寄付を行った会員を表
彰

• 国際会長感謝状－単年度中にMJF（US$1,000）寄付を5 回
以上もしくは5,000ドル以上の寄付を行った会員を表彰

• 企業寄付スポンサー（紹介者）感謝状 企業寄付楯を授
与されるレベルの企業寄付を紹介した会員への感謝を示
す表彰状を授与

• 理事長サークルメダル 年度内の高額寄付者への感
謝を示すメダルを授与
年次大会時に前年度のメダルを授与する
ブロンズ：5,000ドル～9,999ドルの寄付
シルバー：10,000ドル～24,999ドルの寄付
ゴールド：25,000ドル～99,999ドルの寄付
プラチナ：100,000ドル以上
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日本独自表彰

クラブ表彰

種類 表彰タイプ

LCIF 理事長感謝状 感謝状

各年度、以下の基準のいずれかを満たしたクラブにLCIF理事長
感謝状を授与し表彰する

• メンバー20 名以上がMJF 寄付をしている
• メンバーの30％以上がMJF 寄付をしている
• クラブの寄付総額が家族会員の子会員を除いた会
員数×$300 を超えている
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LCIFの表彰に関する
問い合わせ先

• アワード受賞基準の確認
• 寄付をしたのにアワードが届かない、違うア
ワードが届いた➡該当する寄付の寄付報告書
をそえてお問い合わせいただくと迅速に対応
できます

ライオンズクラブ国際協会OSEAL調整事務局内
LCIF日本担当事務局

Eメールアドレス LCIFTokyo@lionsclubs.org
（大文字小文字どちらでも可）

F A X 03-4540-6766 
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