ロータリー財団

寄付と認証

寄付
年次寄付

使途指定寄付

恒久基金寄付

年次寄付は、寄付の基盤であり、この寄付は使い道
を指定することなく、ロータリー財団に寄付するもの
で、３年後に全額使われる。この年次寄付を入れて
おく、いわば、財布の名称が年次プログラム基金か
ら年次基金に変わった。
年次寄付は、その寄付額の50％が、３年後に、国
際財団活動資金（WF）として、財団の管理下に置か
れ、残り50％が地区財団活動資金（DDF）として、地
区の裁量の下に使用されていく。
2015年7月1日より、年次寄付の５％は、管理運営
費、寄付推進費、運営準備金に充てられることにな
った。（2014年1月管理委員会決定）

あらかじめ使い道を決めて寄付する
ものである。
ポリオプラスとグローバル補助金の
提唱者側寄付がその代表的例であ
る。
2015年7月1日より、グローバル補
助金の提唱者側の寄付の５％は、管
理運営費、
寄付推進費、運営準備金に充てられ
ることになった。（2014 年 1 月管理委
員会決定）

恒久基金の名称が英語ではPermanent Fund
からEndowment Fundに変わり、
最低限度のプログラム活動を継続し、将来の
新プログラムまたはプログラムの拡張
を容易にするために、寄付金は原則として使
用せず基金として積み立てておくもの
である。
収益のみが３年後に使用される。
恒久基金に少なくとも米貨1,000ドルを寄付し
た人はベネファクターの認証を受
ける。

認証
寄付者に対して誠意を込めて謝意を表すことは、将来の寄付を促すための第一歩です。寄付者に感謝を伝える方法
として、ロータリー財団では表彰や認証の機会を設けています。
個人に対する認証
寄付
認証
ロータリー財団

年次基金

使途指定

恒久基金

遺贈友の会

毎年 100 ドル以上の寄付
を誓約した人

友の会
ベネファクター

遺言またはそのほかの遺産計画に財団恒久基金を受益
者として指定した方、または恒久基金に 1,000 ドル以上
を現金で寄付された方。ベネファクターには、認証状と
記念の襟ピンが贈られます。

年次基金、ポリオ・プラス、承認された財団補助金のいずれ
かに 1,000 ドル以上を寄付した方。寄付者は、ご本人以外
ロー
の方のお名前で 1,000 ドル以上を寄付することで、ポール・
とマルチプル・ポー ハリス・フェローの称号をほかの人に贈ることもできます。認
証の品は、認証状と襟ピンです。また、さらに追加で 1,000 ド
ルハリス・フェロー
ルをご寄付いただくごとに、「マルチプル・ポール・ハリス・フ
ェロー（8 段階）」として認証され、認証の品は襟ピンです。
ポール・ハリス・ソサ 毎年 1,000 ドル以上を、年次基金、ポリオプラス基金、また
エティ・メンバー
はロータリー財団が承認した補助金プロジェクトに寄付した
方
累積寄付の合計が 10,000 ドルに達した方。クリスタル製認証品とメジャードナーの
メジャードナー
襟ピン（またはペンダント）を受け取ることをお選びいただけます。認証の品は、以
（大口寄付者）
下の寄付レベルに基づいています。
o レベル 4: 100,000～249,999 ドル
o レベル 3: 50,000～99,999 ドル
o レベル 2: 25,000～49,999 ドル
o レベル 1: 10,000～24,999 ドル
累積寄付の合計が 250,000 ドルに達した方。ソサエティ入会者は、米国イリノイ州
アーチ C. クラン
エバンストンにある国際ロータリー本部にて行われるソサエティの入会式に招待さ
フ・ソサエティ
れ、本部にある「アーチ C. クランフ・ソサエティ・ギャラリー」（タッチパネル式スクリ
ーン）に肖像写真と略歴が掲載されます。また、以下の各レベルに応じて、アーチ
C. クランフ・ソサエティの襟ピンとクリスタル製認証品が贈られます。
o 財団サークル：100 万ドル以上
o 管理委員長サークル：500,000～999,999 ドル
o 管理委員会サークル：250,000～499,999 ドル
ポールハリス・フェ

大口寄付者
（遺贈の寄付）

遺産計画を通じて 1 万ドル以上
を寄付した方。遺贈友の会会員
には、財団管理委員会より認証
状が贈られ、そのほかに、彫りの
入ったクリスタルと遺贈友の会襟
ピンを受け取ることをお選びいた
だけます。

ロータリー財団

寄付と認証

クラブに対する認証
名

称

説

明

クラブの正会員全員がポール・ハリス・フェローとなったクラブ（1 度限りの認証）。バナーを受け取る
ことを希望するクラブは、ガバナーにご連絡ください。
クラブの正会員全員が年次基金に 100 ドル以上を個人的に寄付したクラブ（年 1 度、ロータリー年
度末に認証）。
会員一人あたりの平均寄付額が 100 ドルに達し、正会員全員が年次寄付にいくらかの寄付を行っ
たクラブ（年 1 度、ロータリー年度末に認証）。
各地区で一人あたりの寄付額が上位 3 位のクラブ。年次基金への一人あたりの寄付額が少なくとも
50 ドルであるクラブが対象となります（年 1 度、ロータリー年度末に認証）。

100%ポール・ハリス・フェロー・クラブ
100%「財団の友」会員クラブ
「Every Rotarian, Every Year」クラブ
年次基金への寄付が上位 3 位のクラブ

地区に対する認証
恒久基金への寄付に関する次のものが、地区の認証となります。

 ベネファクターの数を報告したり、地区の傑出した活動が認められた場合、財団管理委員長からガバナーに感謝状が贈られます。
 25,000 ドル未満の恒久基金寄付の収益は地区レベルでシェアシステムの対象になります。

メモリアル・コントリビューション
金額に関係なく、亡くなった人を記念して寄付した個人またはクラブのことです。この証書は個人あるいは寄付者の名前で発行されます。
1,000 ドルを寄付した個人、または、ある人の名義でその寄付が行われた場合、その名義人は、財団のメモリアル・ポール・ハリス・フェローにな
ったことが認められた証明書、メダル、襟章が贈呈されます。

冠名寄付の機会
寄付者または特定の方のお名前のついた冠名基金または冠名指定寄付としてご寄付いただくことも可能です。冠名基金を設置した場合、元金
はそのままで、投資収益の一部のみが寄付者が指定したプログラムに恒久的に活用されます。冠名指定寄付は、寄付者が指定したプログラム
にご寄付が活用され、財団と寄付者が合意した一定の期間内に全額が使用されます。

寄付機会
冠名基金

グローバル補助金の冠名指定寄付

ロータリー平和センター冠名基金設置

ロータリー平和センター冠名指定寄付

説

明







1,000,000 ドル以上：寄付者との相談の上で条件が設定されます。
500,000 ドル以上：重点分野と活動地域を具体的に指定することができます。
250,000 ドル以上：活動参加地区を具体的に指定することができます。
100,000 ドル以上：ロータリーの重点分野のいずれかへの一般的な支援に充てられます。
25,000 ドル以上：国際財団活動資金（WF）またはシェアの支援に充てられます。
 30,000 ドル：一つの重点分野を指定した 1 度限りのご寄付（特定地区の指定も可能）です。
 15,000 ドル：一つの重点分野を指定した 1 度限りのご寄付（世界中どの地域でも活用が可能）で
す。
 1,500,000 ドル：毎年、ロータリー平和センターの修士プログラム（2 年間）で学ぶ平和フェローを 1
名支援します。
 1,000,000 ドル：2 年ごとに、ロータリー平和センターの修士プログラム（2 年間）で学ぶ平和フェロ
ーを 1 名支援します。
 1,000,000 ドル：毎年、ロータリー平和センターの客員講師 1 名を支援します。
 750,000 ドル：3 年ごとに修士号取得プログラム（2 年間）で学ぶ平和フェロー1 名を支援します。
 500,000 ドル：4 年ごとに、ロータリー平和センターの修士号取得プログラム（2 年間）で学ぶ平和フ
ェロー1 名を支援します。
 250,000 ドル：ロータリー平和センターへの一般的な支援を、アーチ C.クランフ・ソサエティのレベ
ルで提供します。
 250,000 ドル：毎年、修了証取得プログラムのフェロー1 名を支援します。
 100,000 ドル：1 つのロータリー平和センターで毎年開かれる年次セミナーを支援します。
 25,000 ドル以上：ロータリー平和センター基金への一般的な支援を提供します。
 75,000 ドル：2 年課程のロータリー平和センターで学ぶフェロー1 名を支援します。
 60,000 ドル：修了証取得プログラムのフェロー5 名を 1 年間支援します。
 10,000 ドル：ロータリー平和センタープログラムへの一般的な支援を提供します。
 75,000 ドル：ロータリー平和センターで学ぶフェローのために最高 10 回の実地研修または研究プ
ロジェクトを支援します。
 75,000 ドル：2 年課程のロータリー平和センターで学ぶフェロー1 名を支援します。
 60,000 ドル：修了証取得プログラムのフェロー5 名を 1 年間支援します。
 10,000 ドル：ロータリー平和センタープログラムへの一般的な支援を提供します。
2014 年 8 月（杉田博作成）

