
更新日：平成 27年 9月 30日 

＜寄付送金明細書記入方法＞ 

寄付送金明細書は、銀行振込で寄付する際に提出する書類です。書式のダウンロードこちら。 

 

①  通信欄 特記すべき事項をご記入ください。（メモリアルコントリビューションの情報お礼状送付先、 

振込や領収証、認証品等に関する連絡事項やご依頼など。） 

大口寄付者が「公表を希望しない」にチェックするとクラブ認証概要レポート（CRS）にも表示されな

くなります。 

② 送金情報 TELは日中連絡が取れる番号をお願いいたします。 

レートは着金日の月の RIレートになります。数字だけを記入してください。 

（記入例）：＄1＝￥120の場合 「120」と記入 

※RIレートは月末の 5営業日前頃に地区へお知らせします。WEBサイトにも掲載します。 

③ 寄付者名 寄付者名義を記入してください。領収証にそのまま記載されますので、正確にお願いします。 

領収証は原則として再発行できません。 

（注意例） 高橋と髙橋、壽と寿 など 

④ ローマ字名 会員は登録情報通りに記入してください。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ので、ID番号が無い方は特にご注意くださ

い。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）Sato と Satouなど 

※正式名称は必ずご本人や会社に確認してください。 

※会社の英語表記がなく、新しく作成する場合は、「Kabushiki-Kaisha」ではなく「CO.」「K.K.」な

ど、できるだけ文字数が少なくなるようお願いします。 

⑤ ID番号 寄付者の ID番号を漏れなくご記入ください。新会員は My ROTARYから会員登録をし、ID番号

を先に取得してください。ID番号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。 

http://piif-rfj.org/contribute.html
http://piif-rfj.org/contribute.html
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＜寄付分類＞ 

（送金明細書⑥「寄付分類」欄に記入） 

寄付分類名 説明 

年次基金 

シェア 
寄付の 50％が 3年後に DDF（地区財団活動資金）に、残り 50％はWF※1

（国際財団活動資金）にあてられます。 

WF（国際財団活動資金） 
寄付を全額 WF※1に指定できます。WF は、グローバル補助金に対する上

乗せやその他財団プログラムの資金等に活用されます。 

重点分野 

6つの重点分野のいずれかを指定して寄付ができます。（重点分野：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） 

ポリオプラス 

ポリオ撲滅活動を支援します。 

例： ワクチン投与、報告・モニタリング、症例分析、輸送手段、ヘルスキャ

ンプの設置、広報活動など 

恒久基金 

シェア 
元金はそのままに、収益の 50％が DDFに、残りの 50％がWFにあてられ

ます。使用可能な収益が通知されるのは 10月頃です。 

WF 
収益の全額がWFにあてられます。WFは、グローバル補助金に対する上

乗せやその他財団プログラムの資金等に活用されます。 

ロータリー平和センター 
ロータリー平和フェローシップ（奨学金）のほか、ロータリー平和センタープ

ログラム全体に係る費用を支援します。 

※2冠名基金 冠名基金を保有している方は、ご自身の基金に寄付を追加することができ

ます。 

その他の基金 

承認済みの補助金プロジェクトへの寄付や上記以外の臨時に設置された

基金（災害復興基金など）への寄付です。補助金プロジェクトへの寄付の

場合は、補助金番号を必ず記入してください。 

※１ WFは、必要に応じてその 5％が運営費となる場合があります。 

※2 冠名基金の設立についてのお問合せは、財団室までご連絡ください。 

 

《参考》 

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：個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。 

寄付分類や金額は自由に設定可能。  

⑥ 寄付分類 「年次-シェア」「ポリオ」「恒久基金-シェア」「GG1412345」のように寄付分類を記入します。 

認証は記入しないでください。 

〈良い例〉・年次-シェア ・恒久基金-シェア ・ポリオ ・恒久-ロータリー平和センター 

〈悪い例〉・ベネファクター ・ポール・ハリス・フェロー ・ポール・ハリス・ソサエティ 

・創立○○周年記念、 ・新会員寄付 など 

※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。 

※各分類の詳細は、My ROTARYの「ご寄付」のページか、＜寄付分類と個人の認証＞参照。 

⑦ 円金額 寄付者、寄付分類ごと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。補助金の提唱者拠出金は、送金時のレートで計算します。 

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。 
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＜寄付分類と個人の認証＞ 

寄付分類と対象となる認証 

寄付の種類 

 

認証(個人のみ) 

年次基金 
ポリオプラス 

その他の基金 
恒久基金 

財団の友 会員（RFSM） ○ 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（PHF） ○ 対象 ○ 対象 × 対象とならない 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

（MPHF 1～８） 
○ 対象 ○ 対象 × 対象とならない 

ポール・ハリス・ソサエティ  会員

（PHS） 
○ 対象 ○ 対象 × 対象とならない 

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（MD) AKS含む ○ 対象 ○ 対象 ○ 対象 

認証レベルと認証品 

ポール・ハリス・フェロー（PHF）･マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（MPHF） 

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 Benefactor（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（MD) アーチ･クランフ･ソサエティ 会員（AKS） 

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 1,000,000～2,499,999.99 ドル クリスタルと襟ピン/ペンダント 

AKS 管理委員会プラチナサークル 2,500,000～4,999,999.99 ドル クリスタルと襟ピン/ペンダント 

AKS 管理委員長プラチナサークル 5,000,000～9,999,999.99 ドル クリスタルと襟ピン/ペンダント 

AKS 財団プラチナサークル 1,000万ドル以上 クリスタルと襟ピン/ペンダント 

 


