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クラブを成功に導くリーダーシップ：会計編」（2015年版）は、2016-17年
度、2017-18年度、2018-19年度のクラブ会計用です。本手引きに収めら
れた情報は、ロータリーの定款と方針文書に基づいています。詳しい方針
については、これらの文書をご参照ください。定款と方針文書に変更が加
えられた場合、その変更が優先されます。

地区研修・協議会への出席に先立ち、この手引きで会計の役割と責務を
理解しておきましょう。また、次年度を通じてこの手引きを参考資料として
ご活用ください。

お問い合わせ

会計の役割についてご不明な点がある場合は、ガバナー補佐や会計経験
者に相談することをお勧めします。さらに質問がある場合は、クラブ・地区
支援担当職員にお問い合わせください。また、この手引きを含む研修資
料についてのご質問は、下記までお問い合わせください。

国際ロータリー研修・開発チーム 
Eメール：learn@rotary.org
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クラブ会計の仕事
会計の役割は、適切な資金管理を通じてクラブの財務の健全
性を保つことです。
責務
地区研修・協議会と地区大会に出席する。

クラブの財務を正確に記録する。

会費の徴収と支払いを行う。

財務記録を保管する（書類の保有期間に関する法律があるかどうかを調べる）。

クラブとプロジェクトの資金を管理する（経費・補助金・奨学金などの支払いを含む）。

ロータリー財団の寄付と補助金を管理する。

クラブが予算に沿って活動していることを確認する。

次年度の予算案を作成する。

クラブ理事会に毎月、会計報告書を提出する。

例会と理事会会合で定期的に財務状況を報告する。

年度末までに次年度の予算を立てる。

次期会計にすべての会計書類を渡し、引継ぎを行う。

年度末に詳細な年次財務報告書を作成し、発表する。

年度末に、クラブと関係のない公認会計士にクラブの財務記録を検査してもらう。

地元や国の税法に従って確定申告をする。
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あなたのクラブは 
「元気」ですか？

「元気なクラブづくりのために」の手引きには
以下の内容が紹介されています
•  日本の活気あるクラブの紹介
•  アイデア「クラブでやってみよう」
•  My ROTARYから利用できるリソース

shop.rotary.org　から 
ご注文ください



1 MY ROTARYを活用する

MY ROTARYを活用する

ロータリーのウェブサイト（Rotary.org）にある「My ROTARY」は、クラブ役員がオンライン
でロータリーの手続きを行ったり、会員専用の機能を利用したりできるサイトです。会計の
役割を円滑にこなし、国際ロータリーの記録にあるクラブの情報を常に最新にしておくため
に、My ROTARYのアカウントを作りましょう。会計は、My ROTARYで以下を行うことがで
きます。

• 個人情報の更新
• ロータリークラブ・セントラルの目標と各種レポート（詳細はこちら）
• クラブ役員向けレポートのダウンロード
• クラブ情報の更新（更新方法）
• クラブの未納額に関するレポート（毎日更新）
• 寄付と認証に関する各種レポート
• シェア指定寄付レポート／ポリオプラスレポート
• 公式名簿の検索
アカウントの作成方法は、補遺1をご覧ください。

上記の機能やレポートを利用するには、会計の氏名が国際ロータリーに記録されている必要
があります。クラブ役員の情報を更新できるのは、会長と幹事のみです。

任命情報が記録されると、会計に必要な情報や機能をMy ROTARYで利用できるようにな
ります。利用するには、ログイン後、「運営する」 → 「クラブの運営」を開いてください。

第1章



2 クラブを成功に導くリーダーシップ：会計編

リーダーのネットワークへ／アイデアを広げよう／行動しよう  www.rotary.org/ja/strategicplan

価値観を行動に
私たちは、親睦を通じて生涯にわたる友情をはぐくみ、国や文化を超えた理解を促します。
私たちは高潔性をもって約束を守り抜き、倫理を守ります。
多様性を誇るロータリーは、さまざまな考え方をつなぎ、多角的なアプローチで問題に取り組みます。
私たちは、奉仕を通じてリーダーシップと職業のスキルを生かし、地域社会の問題に取り組みます。

クラブのサポートと強化
• クラブの刷新制と柔軟性を育てる
• さまざまな奉仕活動への参加を
奨励する
• 会員基盤の多様性を奨励する
• 会員の勧誘と維持を改善する
• リーダーを育成する
• ダイナミックな新クラブを結成す
る
• クラブと地区における戦略計画の
立案を奨励する

人道的奉仕の重点化と増加
• ポリオを撲滅する
• 青少年や若きリーダーの支援、お
よびロータリーの6つの重点分野
と関連したプログラムや活動にお
いて持続可能性を高める

• 他団体との協力やつながりを深
める

• 地元と海外の地域社会で多大な
成果をもたらすプロジェクトを生
み出す

公共イメージと認知度の向上
• イメージとブランド認知を調和さ 
せる

• 行動を主体とした奉仕を推進する
• 中核的価値観を推進する
• 職業奉仕を強調する
• ネットワークづくりの機会、ならび 
にクラブ独自の活動について広 
報するようクラブに奨励する

戦略的目標

戦略計画
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第2章

財務の管理

クラブの財務と資金管理は会計が担当します。会計の責務には以下が含まれます。

• クラブ資金、プロジェクト資金、補助金の管理
• 会費の徴収
• 地区賦課金とRI人頭分担金の支払い
• クラブや理事会への定期的な財務報告
• ロータリー財団への寄付記録の確認
• クラブ予算の作成、予算のモニタリング
• 次期会計への引継ぎ
• 年次財務報告書の作成

就任に備えて
就任の数カ月前から準備を始め、以下について前任の会計と事前に確認してください。

• クラブ用銀行口座の管理と銀行手続き
• 会費の徴収方法
• クラブの未納金
• 各種委員会への予算配分
• 現行の会計手続き
• 保存すべき財務記録
• クラブ理事会、地区、国際ロータリー、政府への提出書類
• 次年度予算の内容作成
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また、会計の責務の一部は幹事の責務と関連しているため、上記の点について幹
事と確認し、責務の分担を明確にしておきましょう。また、会計が担う役割はクラ
ブや地区によって異なる場合があるため、必要であれば、クラブ理事会や地区財
務委員会に問い合わせることをお勧めします。

地区研修・協議会は、会計の役割について学ぶだけでなく、他クラブの会計と情報
やアイデアを交換し、ガバナー補佐と地区財務委員会と会う機会となります。地区
研修・協議会への出席に先立ち、補遺2の質問への答えを考えておきましょう。

クラブ資金の取り扱い
会計は、収支を管理、記録し、予算に沿ってクラブが運営されるよう確認します。
会費や経費などを正確に記録し、必要であれば、領収証を発行しましょう。予算超
過が避けられない場合は、支出前に理事会から承認を得てください。

国によって財務記録
の保管に関する要件
が異なるため、地元の
法律を調べておきま
しょう。

募金で集めた資金は、確実に慈善目的に使用できるよう、慈善目的の資金と運営
資金を分けて管理してください。特定の奉仕活動を目的として募金した資金は、そ
の活動のための専用口座で管理することをお勧めします。

会費、人頭分担金、その他の費用
会員から徴収すべき費用と、クラブが支払うべき会費の種類について理解し
ておきましょう。会員が支払う年会費には、通常、クラブ会費、地区賦課金、 
RI人頭分担金が含まれています。

徴収
• クラブ会費
• 入会金
• 地区賦課金
• RI人頭分担金
• RIへのその他の費用
• 雑誌購読料

支払い
• 地区賦課金
• クラブ請求書
• RI人頭分担金
• 新会員の比例人頭分担金
• RIへのその他の費用（『The Rotarian』誌購読料、規定審議会のための特
別人頭分担金）
• 未納金（ある場合）
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クラブ会費と入会金
クラブ会費と入会金の額、また支払期日は、クラブによって異なります。クラブ会費
は、例会費、食事代、卓話者への謝礼、備品などの費用に充てられます。

支払期日から30日以内に会費を支払わなかった会員がいる場合、会計が幹事に
連絡し、その会員に未納金額と最終支払い期日（催告の日付から10日後）を記し
た催告通知を送付します。最終支払い期日までに会費が支払われなかった場合、
理事会が同意すれば、この会員を終結とすることができます。ただし、この会員が
復帰を請願し、クラブへの未納額を全額支払った場合、理事会はこの会員を復帰
させることができます。

地区賦課金
クラブとは別に、多くの地区が人頭賦課金を徴収しています。この場合、会計が会
員から会費を集め、まとめて地区に支払います。金額は毎年の地区研修・協議会、
地区大会、PETSのいずれかで承認されます。

RI人頭分担金
全会員は、国際ロータリーに人頭分担金を支払う義務があります。人頭分担金は
ロータリーの一般運営費となり、国際ロータリーの支援業務やリソース（各言語の
資料と出版物、クラブ・地区・プロジェクトの支援、研修、指針の提供、次期クラブ
役員のための資料、ロータリーウェブサイトなど）にかかる費用を支えています。人
頭分担金の詳細は「国際ロータリー細則」をご参照ください。

RIへのその他の費用
国際ロータリーは上記以外に、『The Rotarian』誌購読料（購読者がいる場合。ま
た、同じ住所に住む2名のロータリアンは、雑誌を合同で講読できる）、規定審議
会費用、その他の費用を国際ロータリーに支払う必要があります。ただし、地域雑
誌（『ロータリーの友』）の購読料は各編集社が別個に徴収します。

（会費改正などの
ために）クラブ細則
を変更する際に、
それを政府に報告
することを義務付
けている国もあり
ます。

クラブ請求書
2015年1月から、人頭分担金の請求手続きが変更となりました。それまでの「半期
報告書（SAR）」に代わり、「クラブ請求書」と呼ばれる1ページの請求書が各クラ
ブに年2回（7月と1月）、国際ロータリーから送られます。2016-17年度の人頭分担
金は、会員一人につき、半年ごとに28米ドルとなります。

請求額は、1月1日または7月1日までにRIに報告されている会員実数に基づいて算出
されます。請求書送付後に請求額の変更はできないため、幹事と協力して常に最
新の会員情報を国際ロータリーに知らせておくことが重要となります。クラブ請求
書の支払いについては、補遺4をご参照ください。

請求書が1月末または7月末までに届かない場合、My ROTARYから印刷する
か、Eメール（data@rotary.org）でご連絡いただくか、日本事務局にお問い合わせ
ください。



6 クラブを成功に導くリーダーシップ：会計編

クラブの終結と復帰
クラブ請求書の支払いが遅れた場合、そのクラブは終結され、ロータリーと地区か
らの支援が受けられなくなります。また、会員がロータリー財団の資金を不正に使
用した場合にも、そのクラブの加盟は一時停止または終結となる可能性がありま
す。加盟の終結および復帰に関する方針は以下の通りです。

終結：1月と7月の請求書の発行日から4カ月後に国際ロータリーへの人頭分担金や
そのほかの会費が未納となっているクラブは、加盟終結となります。終結から150
日以内に未納金全額を納入しなかったクラブは、当初の加盟身分を失い、復帰す
る資格がなくなります。

復帰：加盟終結となったクラブが復帰するには、終結から150日以内に、国際ロー
タリーへの未納金全額と会員一人につき30ドルの加盟復帰料を納入する必要があ
ります。復帰の際には、正確な会員データの記録として、その時点での会員リスト
を提出する必要があります。

財務報告
会計は毎月、クラブの財務状況（毎月の収支、募金、予算を含む）を理事会に報告し
ます。また、必要に応じて例会でも報告をし、年度末には年次財務報告書を作成
する必要があります。報告書の見本は、補遺5をご覧ください。

理事会会合と例会の議事録には、クラブ口座の正確な残高と支出を記録しましょ
う。また、国によっては財務記録の保管期間に関する法律が定められています。

毎年、第三者の（クラブと関係のない）公認会計士がクラブの財務記録を検査す
る必要があります。確定申告が必要かどうかも調べておきましょう。クラブが独自
の基金や財団を設けている場合や、クラブが法人化している場合は、特別な要件
が適用される場合もあります。税金に関して不明な点がある場合は、税理士その
他の専門家に相談してください。

ロータリー財団への寄付と補助金
ロータリー財団は、ロータリアンをはじめとする財団支援者からの自発的な寄付の
みによって支えられています。多くのクラブでは、寄付の送金や補助金の申請・管
理を会計が担当しています。

寄付
財団への寄付は、国際ロータリーに支払う人頭分担金とは別のものです。クラブに
よっては、会計がクラブを代表して、または他の会員に代わって寄付を行うことも
あります（会計以外の役員が行う場合もあります）。

寄付は以下の2種類の方法で受け付けています。

• 寄付送金明細書による寄付
• オンライン寄付
寄付の受理日から90日以内であれば、寄付指定先（ポリオプラス、年次基金など）
の変更を要請できます（ただし、同じロータリー年度内に限ります）。
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また、オンラインで寄付することも可能です（クレジットカードでのお支払いとなり
ます）。オンライン寄付は、迅速、安全、かつ効率的に寄付できる方法です。この
方法で寄付するには、My ROTARYにログインし、寄付のページで「ご寄付はこち
ら」をクリックしてください。

公益財団法人ロータリー日本財団へのご寄付は、税優遇措置の対象となります。

寄付と税金の優遇措
置に関するお問い合
わせは、RI日本事務局
財団室までご連絡くだ
さい。

現金での寄付のほか、国によっては、株式、生命保険証券、有価証券、不動産寄
付などの方法で寄付できます。詳しくは、RI世界本部の担当職員あるいはRI日本
事務局財団室までお問い合わせいただくか、『寄付の受理に関する方針』をご参
照ください。

ロータリー財団が6月30日までに受理した寄付のみが、現ロータリー年度の寄付と
して扱われます。6月30日を過ぎてから受理された寄付は、翌ロータリー年度の寄
付として計上されます。また、その年の寄付として税金優遇措置を受けるには、でき
るだけ12月20日までに寄付をご送金いただくようご協力をお願いいたします。

補助金
補助金を受領したクラブは、徹底した資金管理を行い、財団の指針に従って報告
義務を果たす必要があります。

会員が財団の資金を不正に使用した場合、クラブの加盟が一時停止または終結と
なる可能性があります。

インドでは補助金に
ついて国が定める
特別な報告要件が
あり、インド国内の 
クラブはこれに従う
必要があります。 クラブの基金や財団

クラブが基金や財団を設けている場合、あるいはこれから設ける場合は、関連す
る法律や規制を調べましょう（寄付、税金、提出書類、報告義務など）。

次年度予算の作成
会計は、理事会と協力して次年度の予算を作成します。予算を作成する前に、クラ
ブの財務記録に目を通し、主な収入源や支出分野を把握し、次期役員とともに次
年度の計画を話し合っておきましょう。予算は、クラブ運営費と慈善活動資金の2
つに分け、不測の出費に備えて予備金を設けるとよいでしょう。

予算は理事会が承認する必要があります。予算のワークシート（補遺3）は、My 
ROTARYの会計のページからダウンロードできます。

クラブの運営のページ
（My ROTARYへの
ログインが必要）から、
クラブの未納金や会員
に関する各種レポート
を見ることができます。

後任との引継ぎ
後任の会計が選ばれたら、財務記録、報告、予算作成、資金管理などの会計の役
割について説明してください。可能であれば、役割の一部を後任者と分担して行う
のも一案です。6月の最終例会後に、帳簿や会計書類をすべて後任者に渡してくだ
さい。
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学び”の可能性 
を広げるロータリーの 
ラーニングセンター
• コースを受講する

• 参考資料を探す

• 国内外のロータリアンと意見交換する

• 自分のプロフィールを作成し、利用状況を確認する

補助金、ロータリー活性化、戦略計画、会員増強など、 
ロータリーに関するさまざまなトピックに関するコースが 
用意されています

ラーニングセンターについて詳しくは www.rotary.org/myrotary/ja を 
ご覧ください 
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第3章

財務の手続

クラブの資金を責任をもって管理し、賠償責任のリスクから会員とクラブを守るために、本章
で紹介されているベストプラクティスをご参照ください。前任の会計と相談し、どのような管
理が行われてきたか、また就任年度に取り入れるべきことは何かを検討してみましょう。

危機管理
クラブに起こりうるリスクを最小限に抑え、会員と活動参加者を守ることが重要です。活動や
行事を計画する際には、以下の点について考えておきましょう。

• どのような事態が起こりうるか。
• 恐れていた事態が起きた場合、会計またはクラブとしてどのように対応すべきか。
• 損害が生じた場合、その賠償金をどう支払うか。
リスクが高い場合、以下の方法でその可能性を減らすことができます。

• 行事や活動を中止する。
• リスクが最小限となるよう、行事や活動の内容に変更を加える。
• 起こりうる問題への対応策を立てておく。
• 行事や活動で協力する他団体を探す際に、リスクを共同で負うことに同意してもらう。
握手や口約束で物事を取り決めるやり方は一般的に行われていますが、ロータリーでは、極
力、署名や捺印の入った文書を交わすことが奨励されています。契約書や同意書には、各当
事者の役割と責務を明確に記載し、リスクを回避するための規定を盛り込むことをお勧めし
ます。契約書や同意書を作成する際は弁護士に相談し、署名・捺印する前に必ず全文を読み
ましょう。賠償請求があった場合のために、法的な文書は行事の後も数年間は保管しておき
ましょう。

賠償責任から身を守る方法について、弁護士や保険専門家に相談することをお勧めします。
この方法には、クラブ（あるいは活動）の法人化や賠償責任保険への加入などが考えられま
す。詳細は「手続要覧」をご参照ください。
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財務管理
資金を適切に管理し、資金の悪用に対する申し立てから会計とクラブを守るため、会計の標
準的な手続きを決めておきましょう。以下のような手続きを取ることをお勧めします。

• 報告書を公表する前に、Eメールで理事会に送り、正確であることを確認してもらう（報告
書の見本は、補遺5をご参照ください）。

• 理事会への毎月の財務報告を行った後に、質問を受け付ける。
• 銀行明細書を会計に渡す前に、会長が必ず目を通す。
• 毎月、銀行明細書と帳簿を照合する。
• すべての預金の引き出しに、複数の署名を義務づける。
• 財務に関する責務は、一人がすべて担当せずに、複数の人で分担する。例えば、銀行口座
の照合、総勘定元帳の管理、財務報告書の確認、預金と引き出しを、それぞれ異なる役
員が担当する。

• 慈善活動の支出には、その活動の実施責任者の署名を義務づける。
• 一定の金額を超える支出に対し、理事会の承認を義務づける。
• 会計の任期に制限を設ける。
• 次期会計との引継ぎの方法について、標準的な手続きを定める。
• 納税義務や財務関連の法律について、定期的に確認する。
• 会計の監督や引継ぎを支援する財務委員会を任命する。
• 財務関係の法律について不明な点は、地区財務委員会と相談する。
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第4章

リソース＆参考資料

地区や事務局からのサポート
• 地区財務委員会：ガバナーと協力して地区資金を管理。
• ガバナー補佐：クラブの管理においてガバナーを援助するために任命され、担当クラブを
四半期に一度訪問／連絡するほか、年度を通じてクラブを支援（連絡先は地区にお問い
合わせください）。

• 国際ロータリー日本事務局：人頭分担金その他の財務については日本事務局の経理室
に、寄付や補助金については財団室にお問い合わせください。

• クラブ・地区支援室職員：RI日本事務局の職員が管理運営に関するさまざまな質問にお
答えするほか、その他のお問い合わせについてはRI世界本部に照会。

方針と組織規定
• ロータリー章典
• ロータリー財団章典
• 推奨ロータリークラブ細則
• 標準ロータリークラブ定款
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オンラインのリソース
ラーニング＆参考資料

• 役割別：会計：会計のための情報やリソースを紹介。
• ラーニングセンター：スキルを向上し、知識を深めるためのオンライン学習コー
ス。

• 公式名簿：RIと財団の役員、各委員会、支援グループ、事務局職員の連絡先世
界中の地区とガバナーの一覧、地区ごとのクラブ情報（アルファベット順）。毎
年発行。

アイデアを広げる

• フォーラム：世界中のロータリアンと関心のあるトピックについて情報や意見を
交換できます。また新しいグループを立ち上げることも可能です。

運営する

• Shop.rotary.org：ロータリーの出版物、DVD、各書式、その他の品をご注文い
ただけるオンラインショップです。

• クラブの運営：クラブ請求書や各種レポートが閲覧できます。
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補遺 1

４-1.「My Rotary」アカウント登録方法
1 ／５ページ

1

2

「My Rotary」をクリッ
クします。

「ログインする /アカウ
ント登録」をクリックし
ます。
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「アカウントを作成」を
クリックします。

①氏名・メールアドレス
を入力し、②「はい」に
チェックを入れて、③「続
ける」をクリックします。

２／５ページ

3

4

③「続ける」の後左記のように
住所欄が表示された場合は、
クラブ役員までご連絡下さい。

①
②③ 氏名は半角英数字で会員登録し

てある通りに入力してください。

携帯アドレスは不可

４-1.「My Rotary」アカウント登録方法
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３／５ページ

5

6

左記の画面が表示された
ら「国際ロータリー」か
ら登録したメールアドレ
スにメールが届きます。

登録したメールアドレス
の受信箱を開き、届いた
メールをクリックしま
す。

４-1.「My Rotary」アカウント登録方法

受信箱の一例です。
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7

8

４-1.「My Rotary」アカウント登録方法
４／５ページ

①
②
③

パスワードは英数字 8文字以上で、大文字
1つ ( 大文字入力の際は　　　キーを押し
ながら )、小文字 1つ、数字 1つ以上を含
んで設定して下さい。メールアドレスと類
似したパスワードは設定できません。

「ロータリーウェブサイ
ト：登録完了まであと少
しです」というメールが
届くので、文中の「アカ
ウントを有効にする」を
クリックします。

①ご希望のパスワードを設定
し、②「セキュリティ保護用の
質問」を一覧から選び、「答え」
(4文字以上 )を入力します。
次に③「CREATE ACCOUNT」
を一回だけクリックします (ダ
ブルクリックすると 2回登録
されます )。
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9

５／５ページ

①「はい」と
②「REMEMBER ME」
にチェックを入れて、
③「CONTINUE／ SIGN 
IN」をクリックします。
これでアカウントの登録
完了です。

４-1.「My Rotary」アカウント登録方法

①

②
③
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考えてみよう
地区研修・協議会に出席する前に、以下の質問について考えておきましょう。

会計としての役割に、どのように備えることができるでしょうか。

今年度、クラブではどのような募金活動が実施されますか。またその活動に、会計としてどのようにかかわり
ますか。

あなたのクラブは会計監査にどのように備えますか。

クラブの資金の管理において、ほかの役員や各委員会とどのように協力できますか。

次年度の目標を一つ挙げてください。その目標はクラブの戦略計画をどのように支えるものですか。

どのような問題が起こると予想されますか。またその問題にどのように対処しますか。

補遺 2
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予算の見本
 ロータリークラブ

 年7月1日に始まる会計年度の予算

収入
前年度の 
収入予算

前年度の 
実際の収入

前年度の 
超過／（不足）

今年度の 
予測収入

運営
会費
入会金4

ビジターからの徴収額
その他の収入

小計

慈善・奉仕
クラブ・プロジェクトへの
寄付
クラブの募金活動
その他の収入

小計
合計

4 当該年度に入会する新会員の推定人数に基づく

補遺 3
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支出
前年度の 
支出予算

前年度の 
実際の支出

前年度の 
超過／（残高）

今年度の 
予測支出

運営

幹事事務所
 名札・名入れ
 切手代、送料
 印刷費
 事務用品
 電話・ファックス代
 年次報告
  ウェブサイト・ 
ホスティング料
 家賃
  雑費
 その他

小計

地区会費
小計

国際ロータリー
 人頭分担金
 機関雑誌購読料
 賠償責任保険5

 RI国際大会
 規定審議会
 その他

小計

会合経費
  クラブ例会：卓話者謝礼
 クラブ例会：その他
  会長エレクト研修 
セミナー
 地区大会
 地区協議会
 その他

小計

5 該当する場合
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支出
前年度の 
支出予算

前年度の 
実際の支出

前年度の 
超過／（残高）

今年度の 
予測支出

委員会経費6

 管理運営
 クラブ会報
 会員増強
 広報
 奉仕プロジェクト
  ロータリー財団

小計

雑費
 銀行手数料、弁護士料
 官庁への支払い
 花代
 道路標識

小計

その他の運営費

小計

慈善・奉仕
  ロータリー財団への寄付
  クラブプロジェクト 
（項目別に記載）

委員会経費
  奉仕プロジェクト
   ロータリー財団
その他の慈善関連費用

小計
合計

6  管理や事務を目的とした委員会経費は「運営」に分類され、奉仕プロジェクトや奉仕活動に関連した委員会経費は「慈善・奉仕」に分類され 
ます。
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補遺 5
荲裝 1: 膱萡ળ߳ߩႎ๔ᦠߩᧄ

XXXႹࡉࠢ࠲
耿访ኻᾖᧄ

20XX羭6袎30襲躇觥

覣葦 20XX羭6袎30襲躇觥
衪༡⋡⊛ߩ㌁ⴕ㗍㊄ $3,800
覔蓙ᄺ⋡⊛ߩ㌁ⴕ㗍㊄ 2,795               
荪赦螗罬 4,300               
蔮緍 $10,895

緖話覣葦
ႚࡦࠦ࠰ࡄ࠻ $2,325
LCDႣႹႄၳၻႋ 875                  
ါြ贓 -                  
蔮緍 $3,200

覣葦踵緍 $14,095

莹谇
糉諷ળวߩᡰᛄ㧦㘩 $300
Ⴙ࠲⽷࿅߳ߩᡰᛄ 300                  
莹谇踵緍 $600

ၻႵႢ覣莇
缽薨ြ覣莇 $8,630
羭聏ြ藆膦襑 4,865               
缽致ြ覣莇 $13,495

莹谇ံၻႵႢ覣莇ြ踵緍 $14,095

報告書の見本
XXX ロータリークラブ
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ロータリークラブ・セントラルの
メリット

多くのデータを一つの場所で管理
できる

地球に優しい 

リーダーシップの継続性を促す 

クラブの進捗を確認できる 

透明性を保つ

世界全体のロータリー活動の影響
を把握できる 

ロータリークラブ・セントラル
計画を立て
進捗を確認し
目標を達成しよう

ロータリークラブ・セン
トラルを利用するには？
ウェブサイト（www.rotary.org/
clubcentral）から開くことができ
ます。 

誰が利用できますか？
ロータリーアンなら誰でも、自分のク
ラブの目標と達成状況を確認できま
す。クラブの現・次期会長、幹事、事
務員、会計、財団委員長、会員増強
委員長は、情報を入力、編集するこ
とができます。 

One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA 
www.rotary.org 220-JA—(315)


