
区分 年額／1人 送　金　額 摘　　　要 送　金　先 報　告　先
人頭分担金 $23.5×会員数 2007.7.1現在の会員数 上期 2007.7.31

(10名未満は10名分） $23.5×会員数 2008.1.1現在の会員数 下期 2008.1.31 三井住友銀行

$11.75×会員数 2007.7.1～9.30入会の会員数 新宿通支店 (原) 国際ロータリー

$11.75×会員数 2008.1.1～3.31入会の会員数 普通預金　No.6733244    日本事務局 経理室

RI規定審議会分担金 $1 $１×会員数 2007.7.1現在の会員数 国際ロータリー日本事務局 事務局長 大島 四郎

$ 6×購買部数 上期 2007.7.31 (写) ガバナー事務所

$ 6×購買部数 下期 2008.1.31

年次寄付 注1、注2）　以外の個人または法人の寄付送金先

三井住友銀行本店営業部普通預金　No.0968049
又は三菱東京UFJ銀行本店 普通預金　No.1528228

国際ロータリー日本事務局　事務局長 大島四郎 FAX

恒久基金

￥1,260×購読部数 上期 2007.7.31 三井住友銀行浜松町支店 申込先：

￥1,260×購読部数 下期 2008.1.31 普通預金No.6326314

ロータリーの友事務所

¥2,000 ￥1,000以上 上期 2007.7.31
　　以上 ￥1,000以上 下期 2008.1.31 (財) ロータリー

準米山功労者      米山記念奨学会

米山功労者

準米山功労法人

米山功労法人

米山特別功労法人

(米山寄付マニュアル
所定の「寄付金送金明
細」に記入銀行振込控
のコピーも同時にFAX

03-3578-8281へ）

三井住友銀行京橋支店
普通預金　No.0920373
(財) ロータリー米山記念奨学会

￥500単位で増額が可能

累計50万円以上１００万円未満

累計10万円毎

2008.7.31

標準クラブ定款第13条を参照

1000ドルでベネファクター

三菱東京UFJ銀行赤羽駅前支店普通預金　No.1568210

＊1000ドルでポール・ハリス･フェロー

累計３万円以上

随時
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比例人頭分担金

Ｒ
友
関
係

$12

使途指定寄付　（ポリオ･
プラス、ポリオ･プラス･パー
トナー、マッチング･グラント
の提唱者寄付分など）

任意

2007.7.31

任意
（1万円以
上非課税）

￥12,500×会員
数

¥25,000

上期

累計5万円以上50万円未満

累計100万円以上

ロータリーの友 ¥2,520

地区資金

米
山
記
念
奨
学
会

普通寄付
（会員数分をクラブで送金）

2007－2008年度　国際ロータリー第2830地区 送金カレンダー

$47

　　（RI機関雑誌）

2007.7.31

納　入　期　限

R
I

人
頭
分
担
金

The Rotarian

送　金　項　目

―
2008.1.31

Ｒ
財
団
寄
付

特別寄付
（ロータリアン、ロータリーク
ラブ以外の個人、法人、団
体からも受け付けます）
＊米山寄付金マニュアル参
照

特定非営利活動法人ロータリー日本財団理事長 岩井 敏（イワイ トシ）

＊毎年100ドルで財団友の会（年次寄付のみ）

米ドル建の専用口座
三井住友銀行　新宿通支店　普通預金No.0100707

国際ロータリー日本事務局　事務局長 大島四郎

中途入会者は月割￥210

ロータリーソング・ＣＤ ￥3,000（消費税･送料別）

青森銀行本店営業部
（普通）No.1713559
RI第2830地区地区資金

三井住友銀行本店営業部　普通預金No.8719834

国際ロータリー日本事
務局（03-3903-3781）

ロータリーの友事務所

注文次第

随時

個人寄付と法人寄付、クラブの寄付、地区の寄付

＊2～9000ドルまで1000ドル毎にマルチプル･ポールハリス･フェロー

注1） 個人または法人の10万円以上の年次寄付の送金先

注2）　税制上の優遇措置（個人･法人の20万円以上の教育的分野への寄付。恒久基金と年次プ
ログラム基金の区別は問わない)　の送金先 国際ロータリー日本事務局日本ロータリー奨学金委員会 所長 大島四郎



¥100 ￥100×会員数

￥100×会員数 上期 2007.7.31

￥100×会員数 下期 2008.1.31

￥150×会員数 上期 2007.7.31

￥150×会員数 下期 2008.1.31

¥2,000 ￥2,000×会員数

関係部署一覧

TEL  03-3436-6651　FAX  03-3436-5956

〒105-0011 港区芝公園2-6-15　黒龍芝公園ビル3F TEL  03-3434-8681　FAX  03-3578-8281

TEL  03-3433-6456　FAX  03-3459-7506

〒411-0941 静岡県駿東郡長泉町上土狩東通346-3 TEL  0559-86-2946　FAX  0559-89-5101

Rotary International World Headquarters，One  Rotary  Center，1560 Sherman Ave. Evanston，Illinois 60201-3698，U.S.A

2008.1.31

WCSアジア献金

¥25,000

下期￥12,500×会員
数

地
区
関
係

ロータリー文庫協力金

ガバナー会運営協力金

国際ロータリー（RI）世界本部

¥300

地区資金

¥200

地区大会協力金

米山梅吉記念館助成金

TEL　  1（アメリカの国番号）-847-866-3000　　　FAX　1-847-328-8554

  ・奉仕室　TEL　03-3903-3161　（国際ロータリーと国内のクラブ及び地区との連絡事務)

〒115-0045　東京都北区赤羽2-51-3　ＮＳ3ビル1階　　 FAX（共通）　03-3903-3781

ガバナー会
〒105-0011 港区芝公園2-6-15　黒龍芝公園ビル4Ｆ

TEL 03-3433-6497　FAX 03-3433-7395　      E-mail　govkai@orange.ocn.ne.jp

国際ロータリー日本事務局

  ・経理室　TEL　03-3903-3183　（国際ロータリー、日本事務局及びロータリー財団に関する入出金管理）

  ・財団室　TEL　03-3903-3192　（ロータリー財団と国内のクラブ及び地区との連絡事務･認証処理）

  ・資料室　TEL　03-3903-3194　（国際ロータリー及びロータリー財団の取扱う資料の受注管理）

ガバナー事務所

〒030-0812 青森県青森市堤町1-1-23　ホテル青森2Ｆ
　　　　　　 TEL 017-721-3780　　FAX 017-721-3782　     E-mail  ri2830@star.ocn.ne.jp

ロータリー文庫

財団法人ロータリー米山記念奨学会

財団法人ロータリー米山梅吉記念館

ロータリーの友事務所

国際ロータリー第2830地区

〒105-0011 港区芝公園2-6-15　黒龍芝公園ビル3F

〒105-0011 港区芝公園2-6-15　黒龍芝公園ビル4Ｆ

青森銀行本店営業部
（普通）No.1713559
RI第2830地区地区資金
会計長 沼田　実

2007.7.31

4期   2008. 4.1 ～  6.30

2期   2007.10.1 ～12.31

3期   2008. 1.1 ～  3.31

2008.1.31

青森銀行本店営業部
（普通）No.1713533
RI第2830地区ＷＣＳ
 会計長 沼田　実

1期   2007. 7.1 ～  9.30

ガバナー事務所

RI第2830地区地区資金
会計長 沼田　実（ヌマタ　ミノル）


