
    

 

2005～2006年度国際ロータリー第2830地区送金カレンダー
区分 送　金　項　目 年額／1人 送　金　額 摘　　　要 納　入　期　限 送　金　先 報　告　先

国
 
際
 
ロ
 
ー

 
タ
 
リ
 
ー

 
関
 
係

R
I
人
頭
分
担
金

人頭分担金 $43
$21.5×会員数 2005.7.1現在の会員数 上期 2005.7.31 三井住友銀行

$21.5×会員数 2006.1.1現在の会員数 下期 2006.1.31 新宿御苑前支店

比例人頭分担金
―

$9.75×会員数 2005.7.2～9.30入会の会員数 上期 2005.10.1 普通預金　No.6733244
$9.75×会員数 2006.1.2～3.31入会の会員数 下期 2006.4.1

RI規定審議会分担金 $1 $１×会員数 2005.7.1現在の会員数 2005.7.31 国際ロータリー日本事務局長 (原) 国際ロータリー

The Rotarian
$12 $ 6×購買部数 標準クラブ定款第13条を参照 上期 2005.7.31 大島 四郎      日本事務局 経理室

　　（RI機関雑誌） $ 6×購買部数 下期 2006.1.31

Ｒ
財
団
寄
付

ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ $1,000

随時

三井住友銀行本店営業部 (写) ガバナー事務所

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ $1,000追加毎 普通預金　No.0968049
ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ
財団の友 初回$100 $1,000(PHF)迄何回かに分けて寄付 又は、東京三菱銀行本店

クラブ寄付 限度額なし クラブで集めてクラブ名で寄付 普通預金　No.1528228
メモリアル･ギフト $100以上 友人や最愛の人を追悼して寄付 国際ロータリー日本事務局長

べネファクター $1,000以上 R財団恒久基金への寄付 大島　四郎

＊免税対象の寄付の振込先
    （30万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)

    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長

    日本ロータリー奨学金委員会所長 大島 四郎

Ｒ
友
関
係

ロータリーの友 ¥2,520
￥1,260×購読部数

中途入会者は月割￥210
上期 2005.7.31 三井住友銀行浜松町支店 申込先：港区芝公園2-6-3

￥1,260×購読部数 下期 2006.1.31 普通預金No.6326314 　abc会館8F
ロータリーソング・ＣＤ ￥3,000（消費税･送料別） 注文次第 ロータリーの友事務所 ロータリーの友事務所

米
山
記
念
奨
学
会

普　通　寄　付
¥2,000 ￥1,000以上

￥500単位で増額
上期 2005.7.31

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

　　以上 ￥1,000以上 下期 2006.1.31 (財) ロータリー

特

別
 
寄
 
付

米山功労者 累計10万円毎
特別寄付は、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。

随時

     米山記念奨学会

準米山功労法人 累計5万円以上35万円未満
(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と同
時に　FAX03-3578-8281へ）

米山功労法人
35万円以上

35万円×3回(105万円)で米山特
別功労法人 ＊米山寄付金マニュアル参照

米山特別功労法人 累計100万円以上



区分 送　金　項　目 年額／1人 送 金 額 摘    　要 納　入　期　限 送　金　先 報　告　先

地
区
関
係

　地区資金 ¥24,000
￥12,000×会員数 上期 2005.7.31 青森銀行弘前支店

（普通）No.1168943
RI第2830地区地区資金

ガバナー事務所会計長  平井滉二

ガバナー事務所

￥12,000×会員数 下期 2006.1.31

　WCSアジア献金

1期   2005. 7.1 ～ 9.30 青森銀行弘前支店
（普通）No.1168956
RI第2830地区ＷＣＳアジア献金

ガバナー事務所  会計長  平井滉二

2期   2005.10.1 ～12.31
3期   2006. 1.1 ～ 3.31
4期   2006. 4.1 ～ 6.30

米山梅吉記念館助成金 ¥100 ￥100×会員数 2006.1.31
青森銀行弘前支店
（普通）No.1168943
RI第2830地区地区資金

ガバナー事務所  会計長  平井滉二

ガバナー会運営協力金 ¥200 ￥100×会員数 上期 2005.7.31
￥100×会員数 下期 2006.1.31

ロータリー文庫協力金 ¥300 ￥150×会員数 上期 2005.7.31
￥150×会員数 下期 2006.1.31

　地区大会協力金 ¥2,000 ￥2,000×会員数 2005.7.31
関係部署一覧

国際ロータリー（RI）世界本部
Rotary International World Headquaters，One  Rotary  Center，1560 Sherman Ave. Evanston，Illinois 60201-3698，U.S.A
TEL　  1（アメリカの国番号）-847-866-3000　　　FAX　1-847-328-8554

国際ロータリー日本事務局

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

  ・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）

  ・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）

  ・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）

ガバナー会
〒105-0011 港区芝公園2-6-3　abc会館8F
TEL 03-3433-6497　FAX 03-3433-7395　      E-mail　govkai@orange.ocn.ne.jp

ロータリー文庫 〒105-0011 港区芝公園2-6-3　abc会館7F　　　　　  TEL  03-3433-6456　FAX  03-3459-7506
財団法人ロータリー米山記念奨学会 〒105-0011 港区芝公園2-6-3　abc会館8F　　　　　  TEL  03-3434-8681　FAX  03-3578-8281
財団法人ロータリー米山梅吉記念館 〒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
ロータリーの友事務所 〒105-0011 港区芝公園2-6-3　abc会館8F　                TEL  03-3436-6651　FAX  03-3436-5956
国際ロータリー第2830地区 〒036-8035　青森県弘前市百石町31-1　中村ビル２F-B
ガバナー事務所 　　　　　　 TEL 0172-32-8085　　FAX 0172-32-8086　     E-mail  rid2830@abeam.ocn.ne.jp
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