
＜寄付送金明細書記入方法＞＜寄付送金明細書記入方法＞＜寄付送金明細書記入方法＞＜寄付送金明細書記入方法＞    

送金明細書はご送金日または事前に、E-mail（又は FAX）でお送り下さい。    

 
①通信欄：①通信欄：①通信欄：①通信欄：    記入欄がない事項の連絡にお使い下さい。（大口寄付の公表の確認、メモリアルコントリビューシ

ョンの情報お礼状送付先など、振込や領収書、認証品等に関する連絡事項やご依頼など）  

②送金情報：②送金情報：②送金情報：②送金情報：レートは着金日の月の RI レートになります。数字だけを入力して下さい。 例：92 

 TEL は日中連絡がとれる番号をお願いします。 

③寄付者名：③寄付者名：③寄付者名：③寄付者名：領収書の宛名となりますので正確にお願いします。 

（注意例注意例注意例注意例） 高橋と髙橋、壽と寿、㈱と株式会社 など  

④ローマ字名：④ローマ字名：④ローマ字名：④ローマ字名：ローマ字も登録通りにご記入下さい。法人の場合も正確な英語表記が必要です。一字でも登録と

違うと別人とみなされることがあります。パスポートのスペルで登録することをお勧めします。 

（注意例注意例注意例注意例） Sato と Satou、Kogyo と Kougyo など  

⑤ＩＤ番号：⑤ＩＤ番号：⑤ＩＤ番号：⑤ＩＤ番号：ID のない方は NEW と記入して下さい。 

新会員の場合、My Rotary から会員登録し、先に ID を取得するとデーターの重複を防ぐことできます。※ID と

名前が一致しない場合、機械処理上、ID 番号所有者の寄付として扱われることがあります。 

⑥寄付分類：⑥寄付分類：⑥寄付分類：⑥寄付分類：リストから選択して入力できます。補助金番号の入力やその他の寄付、シェア以外を選択する場合

には詳細をご記入下さい。ダブルクリックで入力可能になります。記入は「年次」「ポリオ」「恒久基金」「MG#12345」

「GG＃67890」のように記入します。シェア以外の WF や重点分野を指定する場合には、「年次-WF」、「年次-

母子」「年次-識字」「年次-水」「年次-疾病」「年次-経済」「年次-平和」、「恒久基金－WF」、「恒久基金-RPC」（ロ

ータリー平和センター）、のようにご記入下さい。寄付分類の記入がない場合、年次基金-シェアとさせていただ

く場合があります。寄付の種類については別紙ご参照下さい。 

⑦円金額：⑦円金額：⑦円金額：⑦円金額：寄付者、寄付分類毎に円金額を記入します。経費負担を軽減するため、できるだけ一口２千円以上で

お願い致します。補助金の提唱者負担分は、送金時のレートで計算します。  

⑧＄金額：⑧＄金額：⑧＄金額：⑧＄金額：パソコン入力の場合、RI レートと円金額の入力で自動計算されます。手書の場合は、小数第 3 位を

四捨五入し、第 2 位までご記入下さい。※機械の処理上、レートにより、１セント単位の誤差が生じる場合があ

ります。 

※※※※累計・認証累計・認証累計・認証累計・認証のののの記入は不要になりました記入は不要になりました記入は不要になりました記入は不要になりました。今までの累計は、My Rotary http://www.rotary.org/myrotary/ja の

各種レポートから、クラブ寄付認証概要レポート（CRS）でご確認いただけます。 
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＜寄付の種類＞＜寄付の種類＞＜寄付の種類＞＜寄付の種類＞     ※寄付送金明細書※寄付送金明細書※寄付送金明細書※寄付送金明細書    寄付分類の欄⑥にご記入下さい。寄付分類の欄⑥にご記入下さい。寄付分類の欄⑥にご記入下さい。寄付分類の欄⑥にご記入下さい。 
年次基金年次基金年次基金年次基金 （（（（認証：認証：認証：認証：ポール・ハリス・フェロー、ポール・ハリス・ソサエティ会員、財団の友会員、メジャードナー） 

年次基金は以下のどれを指定しても、Every Rotarian Every Year（EREY）、一人当たりの寄付額や年次基金

目標の対象となります。DDF の対象となるのはシェアのみです。 

・シェア：・シェア：・シェア：・シェア：使途を指定せずロータリー財団のプロジェクトを支援します。ご寄付はシェアシステムの下、地区

財団活動資金（DDF）と国際財団活動資金（WF）に分けられます。地区は DDF を特定のプロジェクト

に利用したり、財団の基金等へ寄贈することができます。 

・・・・WFWFWFWF：：：：全額が WF となります。使途はロータリー財団管理委員会で決定します。 

・重点分野：・重点分野：・重点分野：・重点分野：全額が指定の重点分野を支援するプロジェクトに使われます。現在次の 6 つの重点分野があり

ます。平和と紛争予防/紛争解決、疾病予防と治療、水と衛生、母子の健康、基本的教育と識字率向上、

経済と地域社会の発展。 

ポリオポリオポリオポリオプラスプラスプラスプラス    （認証認証認証認証：：：：ポール・ハリス・フェロー、ポール・ハリス・ソサエティ会員、メジャードナー） 

「ポリオのない世界」の実現に向け、全世界的なポリオ撲滅活動を支援します。寄付はポリオの撲滅が確

認されるまで継続します。 

その他の基金その他の基金その他の基金その他の基金 （認証認証認証認証：：：：ポール・ハリス・フェロー、ポール・ハリス・ソサエティ会員、メジャードナー） 
� 承認済の補助金―提唱者負担分： 

承認済みのマッチング・グラント（MG）、グローバル補助金（GG）プロジェクトのための寄

付。補助金番号を必ずご記入下さい。送金時の RI レートが適用されます。個人寄付について

は、税制上の優遇措置やポール・ハリス・フェロー等の認証の対象となります。 

� その他：新たな基金が設立された際はお知らせします。 

 

恒久基金恒久基金恒久基金恒久基金（認証認証認証認証：ベネファクター、メジャードナー）  

元金は使わず、使用可能な収益のみを寄付者の指定に基づいて使います。恒久基金への寄付は、財団の未来を

長期にわたり堅実なものとするために永遠に投資されます。   

・シェア：・シェア：・シェア：・シェア：収益はシェアシステムの下、地区財団活動資金（DDF）と国際財団活動資金（WF）に分けられま

す。地区は DDF を特定のプロジェクトに利用したり、財団の基金等へ寄贈することができます。 

・・・・WFWFWFWF：：：：収益の全額が WF となります。使途はロータリー財団管理委員会で決定します。 

・ロータリー平和・ロータリー平和・ロータリー平和・ロータリー平和センタセンタセンタセンターーーー（（（（RPCRPCRPCRPC）：）：）：）：ロータリー平和センタープログラムを支援します。 

・冠名基金－・冠名基金－・冠名基金－・冠名基金－25,00025,00025,00025,000 ドル以上ドル以上ドル以上ドル以上    ：：：：恒久基金のご寄付が 25,000 ドルに達しますと、寄付者の名前をつけて別個

のユニットで運用します。収益の使途は金額によって様々に指定できます。詳細は財団職員にお問い合

わせ下さい。（TEL03-5439-5805） 

 

 

《《《《参考参考参考参考》》》》 

大口寄付大口寄付大口寄付大口寄付：：：：寄付の種類を問わず、一括 1 万ドル以上の寄付。 

メモリアルコントリビューションメモリアルコントリビューションメモリアルコントリビューションメモリアルコントリビューション： 

故人を偲んで寄付をするなど、寄付者が特別な思いを持って行う寄付。寄付の種類や金額は問わない 

（Nov-2013） 

  



寄付の種類と認証寄付の種類と認証寄付の種類と認証寄付の種類と認証    

＜＜＜＜寄付の種類寄付の種類寄付の種類寄付の種類と認証＞と認証＞と認証＞と認証＞    

寄付の種寄付の種寄付の種寄付の種類類類類    

認証認証認証認証((((個人のみ個人のみ個人のみ個人のみ))))    

年次基金年次基金年次基金年次基金    
ポリオポリオポリオポリオプラスプラスプラスプラス    

その他の基金その他の基金その他の基金その他の基金    
恒久基金恒久基金恒久基金恒久基金    

財団の友財団の友財団の友財団の友    会員会員会員会員（（（（RFSMRFSMRFSMRFSM））））    ○ 対象 × 対象とならない × 対象とならない 

ポール・ハリス・フェローポール・ハリス・フェローポール・ハリス・フェローポール・ハリス・フェロー

（（（（PHFPHFPHFPHF））））    
○ 対象 ○ 対象 × 対象とならない 

マルチプル・ポール・ハリス・マルチプル・ポール・ハリス・マルチプル・ポール・ハリス・マルチプル・ポール・ハリス・

フェロー（フェロー（フェロー（フェロー（MPHF 1MPHF 1MPHF 1MPHF 1～８）～８）～８）～８）    
○ 対象 ○ 対象 × 対象とならない 

ポール・ハリス・ソサエティポール・ハリス・ソサエティポール・ハリス・ソサエティポール・ハリス・ソサエティ    

会員会員会員会員（（（（PHSPHSPHSPHS））））    
○ 対象 ○ 対象 × 対象とならない 

ベネファクターベネファクターベネファクターベネファクター    × 対象とならない × 対象とならない ○ 対象 

メジャードナー（メジャードナー（メジャードナー（メジャードナー（MD)MD)MD)MD)    ○ 対象 ○ 対象 ○ 対象 

＜認証レベルと認証品＞＜認証レベルと認証品＞＜認証レベルと認証品＞＜認証レベルと認証品＞    

ポール・ハリス・フェロー（ポール・ハリス・フェロー（ポール・ハリス・フェロー（ポール・ハリス・フェロー（PHFPHFPHFPHF）･マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（）･マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（）･マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（）･マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（MPHFMPHFMPHFMPHF））））    

PHF 1,000 ～ 1,999.99 ドル 

ポール・ハリス・フェロー襟ピンと認証状 

（メダルは希望者のみ・有料） 

MPHF 1 2,000 ～ 2,999.99 ドル 襟ピン サファイア 一粒 

MPHF 2 3,000 ～ 3,999.99 ドル 襟ピン サファイア 二粒 

MPHF 3 4,000 ～ 4,999.99 ドル 襟ピン サファイア 三粒 

MPHF 4 5,000 ～ 5,999.99 ドル 襟ピン サファイア 四粒 

MPHF 5 6,000 ～ 6,999.99 ドル 襟ピン サファイア 五粒 

MPHF 6 7,000 ～ 7,999.99 ドル 襟ピン  ルビー  一粒 

MPHF 7 8,000 ～ 8,999.99 ドル 襟ピン  ルビー  二粒 

MPHF 8 9,000 ～ 9,999.99 ドル 襟ピン  ルビー  三粒 

    

ベネファクターベネファクターベネファクターベネファクター    BenefactorBenefactorBenefactorBenefactor（恒久基金への寄付または誓約）（恒久基金への寄付または誓約）（恒久基金への寄付または誓約）（恒久基金への寄付または誓約）    認証品は初回のみ 

ベネファクター 1,000 ドル以上    ベネファクター認証ピンと認証状 

    

メジャードナーメジャードナーメジャードナーメジャードナー（（（（MD)MD)MD)MD)    アーチ･クランフ･ソサエティアーチ･クランフ･ソサエティアーチ･クランフ･ソサエティアーチ･クランフ･ソサエティ    会員会員会員会員（（（（AKSAKSAKSAKS））））    

MD レベル 1 10,000～24,999.99 ドル クリスタルと襟ピン/ペンダント 

MD レベル 2 25,000～49,999.99 ドル クリスタルと襟ピン/ペンダント 

MD レベル 3 50,000～99,999.99 ドル クリスタルと襟ピン/ペンダント 

MD レベル 4 100,000～249,999.99 ドル クリスタルと襟ピン/ペンダント 

AKS 管理委員会サークル 250,000～499,999.99 ドル クリスタルと襟ピン/ペンダント 

AKS 管理委員長サークル 500,000～999,999.99 ドル クリスタルと襟ピン/ペンダント 

AKS 財団サークル 100 万ドル以上 クリスタルと襟ピン/ペンダント 

（Nov-13）  


