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質問タイプ大分類 質問タイプ中分類 質問 回答

寄付報告書関連 クレジットカード寄付
クレジットカード使用の場合も、この寄付報告書は提出するので
しょうか

オンライン寄付を進められた場合には別途報告書は必要ございません。
クレジット請求の処理及び報告を書式でご依頼いただく場合には所定のクレジット寄
付申請書式がありますのでそちらをご利用ください。オセアル調整事務局の管理する
以下、日本語情報サイトより入手いただけます。
https://drive.google.com/file/d/1r6Bu0cescc6KhnfKr1pCexhptkswunEx/view

寄付報告書関連 クレジットカード寄付 カード寄付の場合セキュリティコードは必須？
オンライン寄付の場合、またクレジットカード寄付申請書式利用の場合どちらもセ
キュリティコードは必要です。

寄付報告書関連 クレジットカード寄付 MJF個人寄付の際、支払いはカードでできるのか？
はい、可能です。オンライン寄付の申請、クレジットカード寄付申請書を使っての申
請どちらも受け付けています。

寄付報告書関連 クレジットカード寄付 クレジットの時は寄付報告書式が必要ですか？
クレジットカードでオンライン寄付をされた場合、報告書の送付は必要ございませ
ん。

寄付報告書関連 クレジットカード寄付
クレジットカード寄付専用申請書は最新2020年11月改訂でOKで
しょうか？

はい、そのとおりです。オセアル調整事務局の管理する以下、日本語情報サイトにも
掲載中です。
https://drive.google.com/file/d/1r6Bu0cescc6KhnfKr1pCexhptkswunEx/view

寄付報告書関連 クレジットカード寄付
クレジットカードでの寄付の場合は、このクラブ使用書式は使用
しませんか？

クレジットカード寄付専用の書式をご用意しています。
オセアル調整事務局の管理する以下、日本語情報サイトにも掲載中です。
https://drive.google.com/file/d/1r6Bu0cescc6KhnfKr1pCexhptkswunEx/view

寄付報告書関連 レート換算
いつも頂いているライオンズレート換算表に100㌦の参照例を加え
て頂きたいです。

今後参照列の追加を検討いたします。ご意見ありがとうございます。

寄付報告書関連 レート換算
今月（3月）の17名で100ドル寄付の場合アメリカドル100から日本
円10,618円となり10,618円×17で180,506円となりアメリカ
＄1,700.05となりますがこのような算出でよろしいですか？

はい、それで構いません。実際に100ドル17名分を超す金額についてはクラブからご指
定がない場合にはクラブ寄付という形で記録されるよう処理しています。超過分の金
額に指定がある場合にはそれも含めた報告書をご提出ください。

寄付報告書関連 入金関連
送金を月末にすると、LCIFに届くのは何日くらいかかりますか？
レートが今月扱いにならないのはいつまでくらいですか？

送金を月末にした場合、その寄付金がクラブ寄付口座へ届くのが月内扱いであればそ
の月の記録としてLCIF側では記録がされます。月末に送金をされ、その寄付金がクラ
ブ寄付口座へ届くのが翌月扱いになった場合には翌月のレートで換算されます。金融
機関の月内処理時限もご確認下さい。

寄付報告書関連 入金関連
ATMから振込む場合、振込限度額があるので同日に２度に分けて振
込したいのですが、合計金額が一致であれば良いでしょうか？

はい、合計金額が報告書のドル額と一致していれば問題ありません。

寄付報告書関連 寄付報告全般
旧書式で報告も済んでいますが改めてにこの書式で報告が必要で
すか？

いいえ、必要ありません。すでにご報告いただいているものを再度報告されますと、
二重に受け受けてしまう恐れがあります。再提出は不要です。

寄付報告書関連 寄付報告全般
以前は、アメリカへFAXしていたのですが、今後は、オセアル調整
事務局へFAXまたはメールで寄付報告書を送るということでよろし
いですか？

はい。以下のオセアル調整事務局内のLCIF事務局へ送付をお願いします。
Eメールアドレス：LCIFTokyo@lionsclubs.org （大文字小文字どちらでも可）
FAX:03-4540-6766

寄付報告書関連 寄付報告書式 エクセル版の新書式はもう配布されていますか？

はい。地区キャビネット事務局を通じて配布されております。地区キャビネット事務
局にお尋ねいただいても構いませんし、オセアル調整事務局が管理している日本語情
報サイト（https://drive.google.com/file/d/1pjTIb0C9QMgb84XC-
vS6a7p5S6WHfyJL/view ）にも掲載していますのでこちらから取り込んでいただいても
構いません。

寄付報告書関連 寄付報告書式 寄付報告書はMyLionから入手できますでしょうか。
いいえ。現在オンライン上にあるものはオセアル調整事務局が管理している日本語情
報サイト上のみとなります。以下のURLにアクセスの上、入手してください。
https://drive.google.com/file/d/1pjTIb0C9QMgb84XC-vS6a7p5S6WHfyJL/view

寄付報告書関連 寄付報告書式 この報告書はいつから使用でしょうか？ ご利用は始まっております。できる限り今後は新書式での報告をお願いいたします。
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質問タイプ大分類 質問タイプ中分類 質問 回答

寄付報告書関連 寄付報告書式
キャンペーン100の寄付の場合もクラブ使用書式を利用して報告す
るのでしょうか？その使用目的は？

はい。キャンペーン期間中にいただいたご寄付はすべてキャンペーン100のご寄付とし
て処理いたします。どのような場合も個人寄付またはクラブ寄付の場合にはクラブ使
用書式をご利用ください。いただきましたご寄付の使用目的は寄付タイプを「奉仕に
力を」を選択された場合には、LCIFが支援する災害以外の人道支援活動への寄付にあ
てられます。一方、「災害指定」を選択した場合には、災害救援のための寄付にあて
られます。

寄付報告書関連 寄付報告書式 報告書は2枚になってもいいでしょうか？
はい。原則送金1件に対し報告書は1枚ですが、寄付者が多い場合には報告書を2枚に分
けてご提出いただいて構いません。

寄付報告書関連 寄付報告書式
報告書の「振込専用口座」の欄の説明がありましたが、具体的に
は送金先の口座番号を入力するのでしょうか？送り主の口座番号
を入力するのでしょうか？

送金先の口座番号、クラブ寄付口座（専用口座2番）の7桁の番号をご記入ください。

寄付報告書関連 寄付報告書式
全会員寄付の場合、$50×全会員は、個人寄付欄へ一人一人を記入
するのでしょうか？これまでは、クラブ寄付で名簿一覧を添付し
ていました。

1人50ドル寄付をメンバー個々人の寄付として記録する場合は、個人寄付です。MyLCI
に登録されている会員数全員からの寄付という場合には名簿は必要なくクラブ会員全
員と単価を寄付者名欄と金額欄に入力してください。

寄付報告書関連 寄付報告書式
寄付報告書式の寄付者行を増やしても行が足りない場合にはどう
すればよいでしょうか？

必要なだけ増やしてください。印刷の際きれても、Excelのまま送っていただければ問
題ありません。行を増やす場合には計算式が途切れないようご配慮ください。

寄付報告書関連 寄付報告書式 会員数が20名以上の場合の寄付者の書き方は?
寄付者行を必要なだけ増やしてください。印刷の際きれても、Excelのまま送っていた
だければ問題ありません。行を増やす場合には計算式が途切れないようご配慮くださ
い。

寄付報告書関連 寄付報告自動返信
寄付報告をメールでしておりますが、確認メールは届いておりま
せん。

基本的には自動返信が送られる設定になっていますが、現在、自動返信機能に不具合
が生じており自動返信が送信されないエラーが起きているようです。現在そのエラー
について確認中です。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。念のため返信メール
が迷惑メールボックスに入っていることも考えれますので、念のため迷惑メールフォ
ルダをご確認いただくか、送信時の宛先のメールアドレスの入力に間違いがなかった
かをご確認いただけますと助かります。

寄付報告書関連 寄付報告自動返信
以前は報告用紙受領のメール返信ありましたが、現在はあります
か？

基本的には自動返信が送られる設定になっていますので、特に確認事項がない限りご
返信は差し上げておりません。ただし、現在、自動返信機能に不具合が生じており自
動返信が送信されないエラーが起きているようです。現在そのエラーについて確認中
です。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。念のため返信メールが迷惑メール
ボックスに入っていることも考えれますので、念のため迷惑メールフォルダをご確認
いただくか、送信時の宛先のメールアドレスの入力に間違いがなかったかをご確認い
ただけますと助かります。

寄付報告書関連 寄付報告自動返信
自動送信で返信が来ない場合どのようにして確認すればよいので
すか？

お手数ですがメールをいただければ確認させていただきます。ただし、返信メールが
迷惑メールボックスに入っていることも考えれますので、念のため迷惑メールフォル
ダをご確認いただくか、送信時の宛先のメールアドレスの入力に間違いがなかったか
をご確認下さい。

寄付報告書関連 指定寄付
寄付タイプの選択でクラブシェアリング交付金に含まれないとは
知らずに災害指定を選択してしまっていました。寄付タイプの変
更は可能なのでしょうか？

訂正可能です。メールにて提出済み報告書の訂正である旨、訂正箇所が分かるよう訂
正版報告書を添付してご送付ください。

寄付報告書関連 確定申告
寄付金は、確定申告の寄付に該当しますか、また証明書の発行は
可能ですか

日本の税法上、LCIFへの寄付は税金の寄付控除の対象には該当いたしません。その他
確定申告上の取り扱いは税理士等にご相談ください。

寄付報告書関連 記録
今月（3月）1,000ドル寄付金の時には106,177円入金したほうがよ
いのか、それとも107、000円入金したほうが良いのか。オーバー
した823円は個人の累積になるのか

寄付報告書についてのウェビナーでもご説明した寄付額換算シートをご利用くださ
い。　日本円に換算した時に不足が出ない最少額が計算されます。3月に107,000円分
のドル額をお一人のご寄付としていただいた場合には、その額を換算したドル額にて
個人寄付として報告します

寄付報告書関連 記録
クラブで保存している寄付に関するデータが正しいのかどうかを
確認したいですが、可能でしょうか？

はい、可能です。それが個人寄付に関する記録照会の場合には、個人寄付記録は個人
情報となることからその対象者の会員番号、会員名および使用目的と使用目的以外に
は利用しないという点を明確にしていただいたご依頼内容にて、クラブ会長よりご依
頼をいただければ対応いたします。
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質問タイプ大分類 質問タイプ中分類 質問 回答

寄付報告書関連 記録
報告書上の寄付の回数は、年度単位の回数でしょうか？また1000
ドルを何回かに分けて個人寄付する分割寄付の場合などは年度を
またいでの今までの累計寄付回数となるのでしょうか？

分割でご寄付をいただいている場合には年度を問わずこれまでの累計となります。そ
の累計が50回目までは1,000ドル（1口）に到達した時に1回とカウントされますので、
分割寄付で50回目までの場合には1口に到達した時点の回数を入力してください。寄付
回数箇所は不明であれば空欄でも構いません。

寄付報告書関連 記録
MJF回数について、分割MJFの1000ドル到達時の1回カウントもLCIF
側で計上してもらえるのでしょうか？

はい。念のため〇回達成と御記入いただければ、そのままサービス課へお伝えしま
す。

寄付報告書関連 記録
毎年の小額の寄付をしている場合、MJFとしての分割となっている
のでしょうか？

はい、分割でのご寄付でも個人寄付の場合にはMJFとして累計されていきます。

寄付報告書関連 記録 100ドル献金を会員数でした場合、個人寄付であっていますか？
はい、1人100ドルの記録を個人それぞれに記録する場合は、個人寄付となります。一
方、クラブメンバー×100ドルを一括してクラブの記録として記録する場合はクラブ寄
付となります。

寄付報告書関連 記録 期中に寄付を追加する場合の、合計額は随時積算されますか？ 個人寄付の場合には年度を問わず分割でいただいた寄付額が累計されていきます。

寄付報告書関連 領収書 寄付の経費処理に対応は、進めているのですか?

領収書の発行ということであれば、寄付後の領収書発行について手配を進めていると
ころです。
寄付を会計上の経費として処理できるようにするという意味であれば、会計法規上の
問題であるため国際財団で対応を進めている状況にはありません。

表彰関係 1人100ドル寄付について 4年目は全会員100ドル献金という事ではないのでしょうか？ 1人100ドル寄付は毎年単年度毎に1人100ドルをお願いするものです。

表彰関係 1人100ドル寄付について
聞き逃しましたが、１００ドル献金は１年間のトータルでしょう
か

年度毎の合計寄付額として1人100ドルです。

表彰関係 1人100ドル寄付について
MJF$1000献金をした時には同時にキャンペーン＄100をしたとみな
されますか？

みなされます。

表彰関係 1人100ドル寄付について
会員が２０名　2人が１０００＄ずつ献金したとして全員１００
＄献金したことになりますか？

なりません。1人100ドル寄付の考え方は、平均100ドルではなく、会員のお1人おひと
りに100ドル寄付をお願いするものです。

表彰関係 MJF/PMJFアワード MJFとPMJFとはなんですか？

MJF（メルビン・ジョーンズ・フェローシップ）とははじめての＄1000を到達した時の
アワードです。PMJF（プログレッシブ・メルビン・ジョーンズ・フェローシップ＝累
進メルビン・ジョーンズ・フェロー・シップ）とは2回目以降の＄1000を到達したとき
のアワードです。

表彰関係 MJF/PMJFアワード MJFを昨年11月に3名したのですが、何も届いていません。
アワードが届いていないとのことご心配をおかけしており申し訳ございません。恐れ
入りますがその時の寄付報告書を再度お送りください。アワード不達の旨をお知らせ
いただければ調査いたします。

表彰関係 MJF/PMJFアワード
MyLCIからLCIFの寄付報告を確認したことがありますが、MJF
GOLD CONTRIBUTING MENBER PINというのはレベルは何になるの
でしょうか？

ご質問の報告書はMyLCIの地区カテゴリにアクセスできる方がダウンロードできる「メ
ルビン・ジョーンズ・フェロー報告書」より見られる地区別MJF/PMJF表彰者リストの
内容上のことでしょうか。そちらであれば各PMJFのその時点で最高位のアワードレベ
ルのピン名称が記載されています。またピンの名称「MJF GOLD CONTRIBUTING MENBER
PIN」に合致するピンはございませんが、「CONTRIBUTING　MENBER　PIN」というもの
であればかつてあった献金会員プログラムの対象者へ交付されていたピンとなりま
す。

表彰関係
アワードとシェアリング
交付金の関係

ピンのチェックをするとクラブシェアリング交付金にならないと
お聞きしましたが、それでよろしいでしょうか。

アワードとシェアリング交付金は何ら関係ありません。シェアリング交付金に影響を
及ぼすのは寄付タイプです。災害指定の寄付は災害に100％使われるよう指定されてい
ますので、シェアリング交付金の原資になりません。

表彰関係
アワードとシェアリング
交付金の関係

サポーターピンをもらわなくても、MJF累計されますか？ 全ての寄付がMJFの累計になります。

表彰関係
アワードとシェアリング
交付金の関係

ピンの交付にチェックを入れるとクラブシェアリングの対象にな
らないと言われたことがありますが、それは正しいでしょうか。

いいえ、そのようなことはありません。ピンの交付の有無で対象にならないというこ
とはありません。

表彰関係 アワード全般 アワードなど申請できるかどうかはどこでわかるのでしょうか？

各種アワードの対象になっているかどうかはアワードの種類をお知らせいただければ
お調べいたします。ただし、アワードが個人寄付に伴うものの場合には、個人情報で
ある個人記録を開示する必要が出てくる場合がありますので、状況により使用目的と
その目的以外では使用しないという点を明確にいただいた文書等をクラブ会長よりご
提出いただくようお願いする場合があります。
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質問タイプ大分類 質問タイプ中分類 質問 回答

表彰関係
アワード申請時期につい
て

昨年クラブ寄付金を行ったのですが、クラブ楯をうけとることは
可能ですか？旧用紙は記入ヶ所がなかったように思うのです
が・・・

はい、可能です。一旦記録状況をお調べしますので、クラブ楯をご希望の旨と併せ
て、ご寄付時の寄付報告書を再度ご提出ください。

表彰関係
アワード申請時期につい
て

2月にキャンペーン100への寄付を行いましたが、ピンの申請は後
からでも行えるのでしょうか？

サポーターピンの申請ということでしょうか。そうであればご連絡いただければ記録
を確認の上、交付は可能です。LCIF Tokyoへ該当する寄付報告書をお送りいただき依
頼をしてください。キャンペーン100のピンは自動発送されるため申請は必要ありませ
ん

表彰関係 キャンペーン100 キャンペーン１００は、今年度末で終了？ 2021-2022年度まで１年延長されています。

表彰関係
クラブ会員の寄付記録の
確認

MJFの対象となる分割献金の合計額について、クラブのデータと
LCIFのデータが合っているのか、一度確認したいのですが対応し
ていただけるでしょうか？

MJFの盾やピン、PMJFのピンが遅滞なく届いていれば、クラブのデータとLCIFのデータ
が合っている１つの目安になりますが、LCIFでは寄付者の生涯寄付累計のデータがあ
りますので、累計額を確認することはできます。寄付記録は個人情報ですので、個人
情報保護のため、データの依頼はクラブ会長のお名前で、寄付記録確認の目的以外に
データを使用しないことを明記し、LCIFTokyoまでご依頼ください。

表彰関係 サバンナ
1000＄献金を3回しているが、サバンナには2回の記録しか残って
いない。どのようにすればいいか教えてください。

サバンナは国際本部ではなく日本ライオンズが管理している日本独自のシステムで
す。日本ライオンズにご確認ください。

表彰関係 サポーターピン PMJFピンは届いていますが、サポーターピンが届いていません。

アワードの種類によっては交付頻度が異なっております。正しく交付記録がついてい
るかなど確認しますので、ご提出いただいた寄付報告書を利用していただいて構いま
せんので、サポーターピンが届いていない方の情報をいただけますでしょうか。状況
の調査をいたします。

表彰関係 サポーターピン
＄50,＄100,＄200のサポーターピンの発送は、年に何回でしょう
か。

通常おおよその目安で月に1回は発送を行っておりますが、今年度はコロナ禍による遅
れで年度前半の発送が行われませんでした。

表彰関係 その他

今回のテーマからは外れますが、クラブ宛に送られた後のパッチ
の取り扱いに少々困っております。他クラブがどのように飾って
いらっしゃるか？アイディアを紹介して頂けると参考になりま
す。

パッチはクラブ旗にアイロン接着剤などで貼り付け飾っていただくためのものです。
ほかのクラブの飾り方については存じ上げませんが、LCIFリーダーに確認し、次回ご
案内させていただきます。

表彰関係 その他
LCIFのAWARD多すぎます、ボランティア団体ですので、表彰関係は
限定すべきと思います。ぜひ理事会で協議お願いしたい。

ご意見ありがとうございます。キャンペーン後に向けて、表彰制度を整理していくべ
く、LCIF理事会でもすでに協議が始まっております。

表彰関係 モデルクラブ
モデルクラブの累進はクラブ会員1名が多くしても平均で達成とみ
なされますか？

モデルクラブはクラブ会員の個人寄付及びクラブ寄付の総額で誓約金額を達成いただ
くプログラムです。

表彰関係 モデルクラブ
確認ですが、モデルクラブ表彰の期間は2017.7～2023.6と延長さ
れたのでしょうか。

モデルクラブの誓約は2022年6月30日まで出来ます。誓約の達成は2023年6月30日まで
にお願いします。

表彰関係 モデルクラブ
モデルクラブ誓約は2022年6月末まで、達成は23年6月までとのこ
とでしたが、誓約していないクラブについても2023年6月までの寄
付集計でモデルクラブ表彰を受けることができるのでしょうか。

誓約のない「事実上のモデルクラブ」も誓約していただいたモデルクラブと同じよう
に表彰します。

表彰関係 企業寄付
MJF＄1000を企業寄付とした場合は、企業の代表がライオンである
時に個人の寄付回数にカウントしないのでしょうか？

企業寄付はクラブ寄付として記録されます。

表彰関係 分割MJF ＭＪＦ寄付の分割の期間に制限はありますか？ 期限は設定されておりません。

表彰関係 分割MJF
100＄献金を10回して、1000ドルになったらMJFの賞を頂けるので
しょうか。

はい、個人としての寄付累計が1000ドルに到達したら、MJFの表彰対象となります。
100ドル寄付だけでなく、個人としていただいたその他の寄付もすべて対象になりま
す。

表彰関係 寄付全般
キャンペーン100にクラブ費から支出したが、会員の年会費から支
払っているので個人とするべきかクラブとするべきかどちらが適
当でしょうか。

LCIFとしてはどちらでも可能です。個人につければMJFへの積み立てになりますが、ど
うされるかは寄付者であるクラブとその会員のご判断になります。クラブ理事会や例
会で意思を確認されたらよいのではないでしょうか。

表彰関係 寄付報告自動返信
2020年11月や12日にメールにて報告したLCIF寄付の返信がない、
ピンも届いていない

何らかの理由で書式が届いていない可能性もございます。確認いたしますので、ア
ワードが届いていない方の情報（提出済み寄付報告書）をお送りいただけますでしょ
うか。

表彰関係 表彰に関わる会員種別 キャンペーン100には不在会員も寄付が必要ですか
クラブ表彰の母数となる会員の種類には不在会員は含まれません。詳しくはプレゼン
資料をご確認ください。
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表彰関係 表彰に関わる会員種別 支部会員は会員数の母数にはいるのでしょうか？ 支部会員もクラブの正会員ですので入ります。
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