
送金カレンダー（2011.09.01改訂）
区分 年額/１人 送金額 摘要 送付先 報告先

人頭分担金 $25.5×会員数 2011. 7. 1現在の会員数 上期 2011. 7.31

（10人未満は10名分） $25.5×会員数 2012. 1. 1現在の会員数 下期 2012. 1.31

半期人頭分担金÷6×在籍月数 2011. 7. 1～12. 1入会の会員数

半期人頭分担金÷6×在籍月数 2012. 1. 1～ 6. 1入会の会員数

ＲＩ規定審議会分担金 $ 1 $ 1×会員数 2011. 7. 1現在の会員数

$12×購買部数 上期 2011. 7.31

$12×購買部数 下期 2012. 1.31

年次プログラム基金
　　　および使途指定寄付

・年次寄付
・ポリオ･プラス
・マッチンググランド
・グローバル補助金
・その他の使途指定寄付災害救
援基金など

恒久基金

・感銘基金
・遺贈友の会
・プロジェクト残金の返金など

三井住友銀行 新宿通支店  普通預金 №0100707
                      Rotary  International

\1,260×購読部数 上期 2011. 7.31

\1,260×購読部数 下期 2012. 1.31

\1,000以上 上期 2011. 7.31

\1,000以上 下期 2012. 1.31

準米山功労者 累計  3万円以上

第1回    米山功労者 累計 10万円

～第9回  米山功労者マルチプル 累計 20万円～90万円（10万円毎）

第10回～ 米山功労者メジャードナー累計100万円以上（10万円毎）

準米山功労法人 累計　5万円

米山功労法人 累計 50万円

米山特別功労法人 累計100万円以上

\12,500×会員数 上期 2011. 7.31

\12,500×会員数 下期 2012. 1.31

¥100 \100×会員数

\100×会員数 上期 2011. 7.31

\100×会員数 下期 2012. 1.31

\150×会員数 上期 2011. 7.31

\150×会員数 下期 2012. 1.31

¥2,000 \2,000×会員数

¥100 \100×会員数

送金項目 納入期限
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$51

（ＲＩ機関雑誌）
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任意

税制上の優遇
措置の対象
合計2,000円

以上

個人寄付と法人寄付、クラブの寄付、地区の寄付
  ＊毎年100ドルで財団友の会（年次寄付のみ）
  ＊1,000ドルでポール・ハリス・フェロー
  ＊2,000～9,000ドルまで1,000ドル毎にマルチプル･ポール･ハリス･フェロー

随時

（原）国際ロータリー
    日本事務局奉仕室
（写）ガバナー事務所

比例人頭分担金 ―
2012. 1.31

2012. 7.31

2011. 7.31

各クラブはＲＩに、名誉会員を除くクラブ会員1人当たりの人頭分担金を次のように支払う：2011-12年度には半年に米貨25ドル50セント、
2012-13年度には半年に米貨26ドル、2013-14年度には半年に米貨26ドル50セント（ＲＩ細則17.030.1.）

The Rotarian
$24 標準クラブ定款第14条を参照

三井住友銀行 新宿通支店  普通預金 №6733244
              国際ロータリー日本事務局
                  事務局長  加倉井  孝  男

Ｒ
の
友
関
係

ロータリーの友 ¥2,520 中途入会者は月割\210
三井住友銀行 浜松町支店 普通預金№7450015
           一般社団法人ロータリーの友事務所

公益財団法人ロータリー日本財団

三井住友銀行 赤羽支店 普通預金№3978101
　　　　　　 公益財団法人ロータリー日本財団

※プロジェクトの返金、ネクタイ/スカーフ、慈善
年金の振込先については、口座が異なりますの
で、ロータリー財団へご相談ください。

国際ロータリー日本事務局へ
メールまたはFAXで報告
kifu@rotary.org
FAX：03-3903-3781

1,000ドルでベネファクター

米ドル建の専用口座

申込先：
一般社団法人
ロータリーの友事務所ロータリーソング・ＣＤ ＣＤの種類によります。 注文次第

㈶ロータリー米山記念奨学会
（米山寄付マニュアル所定の
｢寄付金送金明細｣に記入し、
銀行振込控のコピーも同時に
FAX：03-3578-8281）

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

任意

税制上の優遇
措置の対象
合計2,000円

以上

随時

地
区
関
係

地区資金 ¥25,000
みちのく銀行 弘前営業部  普通預金 №2637210
    ＲＩ第2830地区 地区資金  小山内  康  晴

ガバナー事務所

ＷＣＳアジア献金

米
山
記
念
奨
学
会

普通寄付
（会員数分をクラブで送金）

\2,000以上 \500単位で増額が可能

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

１期  2011. 7. 1～ 9.30
２期  2011.10. 1～12.31
３期  2012. 1. 1～ 3.31
４期  2012. 4. 1～ 6.30

みちのく銀行 弘前営業部  普通預金 №2637210
    ＲＩ第2830地区 地区資金  小山内  康  晴

米山梅吉記念館助成金 2012. 1.31

みちのく銀行 弘前営業部  普通預金 №2637210
    ＲＩ第2830地区 地区資金  小山内  康  晴

ガバナー会運営協力金 ¥200

ロータリー文庫協力金 ¥300

地区大会協力金 2011. 7.31

ＲＩ ＪＹＥＣ維持運営費 2011. 7.31


