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2660地区 ロータリーカード利用を考える 
～ロータリーカード使用による効果～ 

           地区資金推進小委員会 

                  松下 和彦 （八尾中央ＲＣ） 

  2013年11月2日 クラブ財団委員長会議(薬業年金会館） 



2012-13年度第3ゾーン地区別会員率 
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 2012-13年度累計 全国と2660地区ロータリーカード実績 

 

    
  

2012-13年度 累計 2660地区累計 

新規入会 

ゴールド （名） 132  6 

スタンダード （名） 540  2 

合計 （名） 672  8 

累計入会 

ゴールド （名） 1,097 63 

スタンダード （名） 5,536 103 

合計 （名） 6,633 166 

会員率 （％） 7.50% 4.50% 

  

ZERO CLUB 数 （件） 772 29 

ZERO CLUB 率 33.7% 35.4% 

ご利用 
件数 （件） 130,470  5,301 

金額 （円） 1,310,955,672  51,122,539 

還元金額 

利用金額×0.3％ （円） 3,934,236  153,414 

ゴールド年会費 （円） 3,243,000  192,000 

ポイント交換 （円） 1,260,000  15,000 
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2012-13年度地区別ロータリーカード実績 

◆ ロータリーカード新規入会実績 

   第一位 第2Z 2760地区   入会者数 127名 

   第二位 第3Z 2700地区   入会者数  109名 

   第三位 第3Z 2690地区   入会者数    67名 

◆ ロータリーカード地区別利用金額 

   第一位 第3Z 2690地区   利用額   111,027,883円 

   第二位 第3Z 2650地区   利用額   110,615,145円 

   第三位 第3Z 2710地区   利用額  107,061,530円 
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2012-13年度 全国ロータリーカード実績 
     『微塵（びじん）を積みて山と成す』 

 
  ●ショッピングロイヤリティ0.3％で 
 
  ●ゴールドカード年会費より 
 
  ●ポイント交換 により                     
       

： 3,934,236円  
 
： 3,243,000円 
 
： 1,045,000円 

                        合計  8,222,236 円                           

2,293クラブ ロータリアン数88,937名 カード有効者6,632名 



6 

東日本震災復興基金への寄付額 

2011年7月～2012年12月までの 

ロータリーカードのショッピングロイヤリティ0.3％は 

東日本震災復興基金へ寄付されてます。 

総額   $88,255.06 



7 

      ビジネスカード 
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Rotary International Business MasterCardの発行について  

? 

◆法人代表者向けのビジネスカードを発行しました 

ICチップの 
搭載 

・優れたセキリュティ機能 

・暗証番号を入力することで 

 スムーズかつ安全にお買物 

 ができます 

個々の 
利用明細書が 
一目瞭然 

・カードごとの利用明細が一目で 

 確認できる 

・事業全体の経費はもちろん、 

 個人単位の経費がチェックできる 

カード利用者ごとに 
カード利用額を設定 

・1法人あたり10万円～ 
 1,000万円までご利用できる 
・最大20枚発行でき、1枚ごと 
 にカード利用枠の設定が可能 
 

持って損なし 
ETCカード 

・ETCカード利用分もまとめて 
 カード請求となるので事務効率UP 

カード名称  ：Rotary International Business MasterCaｒd 

カード年会費：カード1枚の発行につき3,150円（税込） 
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Rotary International Business MasterCardの特典について  

カードショッピング 

ご利用金額の 
ビジネスカード年会費 
3,150円（税込）のうち 0.5% 1,500円 

自動的に 

ロータリー財団に寄付されます!! 

会社の経費決済に 

ロータリービジネスカードを利用することで 

ロータリー財団に貢献することができます。 

つまり 



�ロータリーカードでの寄附行為によって生まれる＋α 
          

毎月定額１００ドル基金寄付を12ヶ月カードで支払う 

               １ドル＝98.3円とすると 

100ドル×12ヶ月×0.3%では＝3.6ドル ≒ 353円  

 

    1,203.6ドルを寄付したことになります 

 更にカード実績によるポイントの付与があります 
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�ロータリーカード利用によって得られるポイント            

  他社カードではできない ロータリーらしい利用 

 ⇒ロータリーカードポイント交換による寄付  

    （1,000ポイント＝5,000円）ができます  

     ※1,000円利用で1ポイント（年間利用額に応じてボーナスポイント有）  

 

    他社カードでは利用できない特典です ！ 

     また、カード年会費は、ポリオ撲滅に  

                    貢献してます  
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①eオリコサービス ②オリコテレホンサービス 

eオリコサービスにログイン 
※別途、「ご利用登録」（無料）が必要になります 

http://orico.jp 

パソコンから 携帯電話から 

暮らスマイルメニューをクリック 

24時間受付！ 

交換する商品を選ぶ 

0120-911-004 

携帯・PHSからは 
03-5877-5555 

カード番号と暗証番号を入力 

交換する商品の商品番号・数量を入力 

「ロータリー財団への寄付」は、インターネットまたは電話でカンタン・スピーディに
24時間お申込いただけます。 

■商品番号9405 「ロータリー財団への寄付（個人の年次基金に計上分）」 （1,000スマイル：5,000円分） 

■商品番号9410 「ロータリー財団への寄付（クラブの年次基金に計上分）」 （1,000スマイル：5,000円分） 
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ロータリーカードポイント交換応募方法について 



パキスタン国籍、マララ・ユスフザイさん（16）国連本部での演説 
                                     

 

 

 

One child, one teacher, one book  

and one pen can change the world. 

Education is the only solution.     

Education first. 
 

1人の子ども、1人の教師、1冊の本、そして1本のペン、 

それで世界を変えられます。 

教育こそがただ一つの解決策です。 

エデュケーション・ファースト（教育を第一に）。 
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One Rotarian and One Rotary Card can change the world 

お問い合わせは・・・     ロータリー・カード・ゾーンコーディネーター 
            第3ゾーン：小林 完治（第2690地区 岡山西南RC) 
 
            または2660地区資金推進小委員会（委員長） 今西 敦之（八尾RC) 
 
お申込,資料請求・・・    株式会社オリエントコーポレーション 
       オリコカードセンター（受付時間9：30～17：30/年中無休） 
  札幌011-261-6002 東京049-271-3330  
  大阪06-6821-3860 福岡092-722-5477 
  仙台022-215-2655  名古屋052-735-3525 
  広島082-225-5360 


