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国際ロータリー第 2790 地区 
各クラブ ロータリー財団委員長 各位 
 

今年度の第 2790 地区国際ロータリーのロータリー財団委員会の委員長を務めます、 
北村謙介です。 
 
 最新版２０２０－２１年度２月分の MCR レポートを配信いたします。 
 
７７クラブが年次基金への寄付をしてくださっており、うち２４クラブについては年次

基金寄付一人当たり１５０ドルの目標を達成していただいております。皆様のご協力に心
から感謝申し上げます。 
 

寄付ゼロクラブゼロですが、８２クラブ中５クラブが寄付ゼロクラブとなっておりま
す。寄付ゼロクラブの会長・幹事・財団委員長におかれましては、お忙しいとは存じます
が別紙の各クラブ寄付実績をご確認いただき、$10、$20 という一部からでも寄付をお願
い申し上げます。 
 

また、財団室 NEWS3 月号によりますと、 
２０２０－２１年度 1 月末現在 の 1 人当たりの年次基金寄付  
関東近隣地区実績は以下のようになっております。（ ）は会員数です。 
 
1 位 2770 地区(2,415) 埼玉南東            159.57＄ 
2 位 2750 地区(4,631） 東京・グアム・ミクロネシア・パラオ   157.28＄ 
3 位 2580 地区(2,867) 東京・沖縄 147.46＄ 
4 位 2590 地区(1,930) 神奈川（横浜・川崎） 144.23＄ 
5 位   2780 地区(2,286) 神奈川                139.93＄ 
6 位 2820 地区(1,881) 茨城  137.63＄ 
7 位 2570 地区(1,557) 埼玉西北                     122.24＄ 
8 位 2790 地区(2,733) 千葉 117.02＄ 
9 位 2550 地区(1,697) 栃木    108.67＄ 
10 位 2840 地区(2,081) 群馬    100.96＄ 
 

 
とうとう、関東１０地区において 2 地区が１５０ドルの目標を達成しました。 



 
今年度の地区の寄付の目標も、年次基金寄付 1 人当たり 150 ドル、ポリオプラス 30 ド

ルとなっております。 
目標の達成に向けて皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 
 
今現在、年次基金 1 人当たり 150 ドルを達成するまでに、 

目標額       地区数２，７３３人×￥１５０＄＝￥４０９，９５０＄ 
現在寄付金額                    ￥３３５，４６１＄ 
目標額不足金                     ￥７４，４８９＄ 
 
となっております。一人当たりの不足額は、￥１５０＄－￥１２３＄＝￥２７＄ 

寄付ゼロクラブ以外の皆様とも情報共有させていただきます。 
台風被害、コロナ禍と厳しい時勢ですので、余裕のあるロータリアンの皆様にはご寄付

に一層のご協力をいただければ幸甚です。 
 
 

ロータリー財団への寄付はロータリー基本理念実現のひとつの手段です。 
「寄付は第 2 の奉仕」 
 

今後ともよろしくお願い致します。 
 
第 2790 地区国際ロータリーのロータリー財団委員会 
委員長 櫻木英一郎 
財団資金管理・寄付推進小委員会 委員長 北村謙介 
（本配信に関してのお問い合わせ先 E-Mail: kensuke.kitamura@kms-lex.com） 
 



     1 千葉 98        船橋東 306     千葉 23,575      千葉       5,711 柏南 3,481      市原中央 50,000    市原中央 55,450       1
     2 成田コスモポリタン 71        柏西 302     柏西 17,529      柏西       2,760 茂原 2,100      千葉 1,445      千葉 30,731       2
     3 柏 64        習志野 292     柏 12,000      柏       2,630 新千葉 -           船橋東 1,000      柏西 20,289       3
     4 成田 64        佐倉中央 280     習志野中央 11,000      勝浦       2,362 流山中央 -           船橋西 1,000      柏 15,630       4
     5 松戸 60        船橋西 278     八千代 10,302      習志野       1,914 流山 -           柏 1,000      習志野中央 12,000       5
     6 市原 59        四街道 267     市川東 9,558       君津       1,710 野田セントラル -           木更津 1,000      習志野 10,970       6
     7 柏西 58        市川東 245     習志野 9,056       富里       1,554 野田 -           野田 1,000      八千代 10,802       7
     8 君津 57        習志野中央 244     君津 8,550       船橋南       1,333 木更津東 -           柏東 1,000      船橋東 10,270       8
     9 茂原 57        千葉 241     船橋東 8,270       成田コスモポリタン       1,280 木更津 -           八日市場 1,000      君津 10,260       9
   10 野田 55        冨里 230     船橋西 7,780       富津中央       1,095 茂原中央 -           市川シビック 1,000      市川東 9,558        10
   11 八千代 54        白井 229     冨里 7,589       館山       1,020 野田東 -           浦安 308        船橋西 9,501        11
   12 新千葉 53        柏東 206     四街道 7,200       佐原       1,007 富里 -           我孫子 -           柏南 9,167        12
   13 千葉南 51        船橋 192     柏東 7,000       船橋東       1,000 富津中央 -           旭 -           冨里 9,143        13
   14 千葉西 51        八千代 191     松戸 6,977       市原       1,000 富津シティ -           千葉中央 -           勝浦 8,560        14
   15 館山 49        柏 188     佐倉中央 6,450       成田       1,000 八日市場 -           千葉南 -           柏東 8,000        15
   16 佐原 46        鎌ヶ谷 183     成田コスモポリタン 6,320       習志野中央       1,000 八千代中央 -           千葉西 -           松戸 7,637        16
   17 松戸東 45        木更津 166     木更津東 6,225       市川シビック          960 八千代 -           千倉 -           成田コスモポリタン 7,600        17
   18 習志野中央 45        東金 158     勝浦 6,198       船橋          894 八街 -           銚子 -           四街道 7,200        18
   19 市原中央 45        松戸西 156     千葉西 5,770       千葉西          833 白井 -           銚子東 -           佐倉中央 7,140        19
   20 木更津東 43        鴨川 155     船橋 5,750       小見川          810 柏東 -           船橋 -           船橋 6,644        20
   21 市川 42        大原 154     柏南 5,686       船橋西          721 柏西 -           船橋南 -           市川シビック 6,610        21
   22 勝浦 42        君津 150     野田 5,600       佐倉中央          690 柏 -           富津中央 -           千葉西 6,603        22
   23 浦安 42        多古 150     市原中央 5,450       松戸          660 東金ビュー -           市原 -           野田 6,600        23
   24 旭 39        千葉緑 150     館山 5,400       流山          623 東金 -           市川 -           館山 6,420        24
   25 市川東 39        我孫子 149     成田 5,000       多古          570 銚子東 -           市川東 -           木更津東 6,225        25
   26 柏南 39        千葉港 148     八日市場 5,000       東金          540 銚子 -           市川南 -           成田 6,000        26
   27 八日市場 39        勝浦 148     鴨川 4,972       八千代          500 大網 -           印西 -           八日市場 6,000        27
   28 銚子 38        柏南 146     我孫子 4,756       白井          476 大多喜 -           鎌ヶ谷 -           木更津 4,987        28
   29 松戸中央 37        木更津東 145     鎌ヶ谷 4,750       八千代中央          476 大原 -           鴨川 -           鴨川 4,972        29
   30 千葉幕張 37        印西 143     市川シビック 4,650       浦安ベイ          450 多古 -           柏南 -           我孫子 4,786        30
   31 富津中央 36        野田セントラル 142     松戸西 4,200       東金ビュー          330 袖ヶ浦 -           柏西 -           鎌ヶ谷 4,750        31
   32 佐倉 36        市川シビック 141     千葉港 4,000       大原          308 船橋南 -           勝浦 -           松戸西 4,200        32
   33 柏東 34        浦安ベイ 140     木更津 3,987       千葉東          288 船橋東 -           上総 -           市原 4,000        33
   34 松戸北 33        鋸南 139     銚子 3,717       船橋みなと          150 船橋西 -           君津 -           千葉港 4,000        34
   35 富里 33        船橋みなと 136     千葉緑 3,450       佐原香取           96 船橋みなと -           木更津東 -           銚子 3,717        35
   36 市川シビック 33        八日市場 128     千葉幕張 3,429       市川           95 船橋 -           鋸南 -           東金 3,540        36
   37 我孫子 32        市原中央 121     野田セントラル 3,400       我孫子           30 千葉緑 -           松戸 -           千葉緑 3,450        37
   38 鴨川 32        富津シティ 120     松戸東 3,300       旭             - 千葉幕張 -           松戸中央 -           千葉幕張 3,429        38
   39 習志野 31        松戸 116     大網 3,300       千葉中央             - 千葉北 -           松戸東 -           多古 3,420        39
   40 千葉若潮 31        千葉西 113     千葉若潮 3,100       千葉南             - 千葉南 -           松戸北 -           野田セントラル 3,400        40
   41 銚子東 30        館山 110     八街 3,081       千倉             - 千葉東 -           茂原 -           松戸東 3,300        41
   42 船橋 30        大網 110     千葉南 3,000       銚子             - 千葉中央 -           流山 -           大網 3,300        42
   43 千葉北 30        八街 106     市原 3,000       銚子東             - 千葉西 -           習志野 -           富津中央 3,286        43
   44 大網 30        野田 102     市川 3,000       市川東             - 千葉若潮 -           成田 -           小見川 3,240        44
   45 八街 29        千葉若潮 100     東金 3,000       市川南             - 千葉港 -           野田東 -           千葉若潮 3,100        45
   46 成田空港南 29        大多喜 99      多古 2,850       印西             - 千葉 -           大多喜 -           市川 3,095        46
   47 船橋西 28        銚子 98      白井 2,522       鎌ヶ谷             - 千倉 -           大原 -           八街 3,081        47
   48 船橋東 27        市川南 97      小見川 2,430       鴨川             - 成田空港南 -           小見川 -           千葉南 3,000        48
   49 四街道 27        小見川 93      松戸北 2,404       柏南             - 成田コスモ -           佐倉 -           白井 2,998        49
   50 千葉港 27        千葉幕張 93      銚子東 2,285       上総             - 成田 -           佐原 -           松戸北 2,404        50
   51 松戸西 27        成田コスモポリタン 89      市川南 2,224       木更津             - 上総 -           新千葉 -           銚子東 2,285        51
   52 千葉中央 26        佐原香取 84      富津中央 2,191       木更津東             - 松戸北 -           白井 -           浦安ベイ 2,272        52
   53 鎌ヶ谷 26        館山ベイ 79      佐原香取 2,019       鋸南             - 松戸東 -           袖ヶ浦 -           市川南 2,224        53
   54 小見川 26        成田 78      印西 2,000       松戸中央             - 松戸中央 -           多古 -           佐原香取 2,115        54
   55 袖ヶ浦 26        東金ビュー 77      鋸南 1,950       松戸東             - 松戸西 -           館山 -           茂原 2,100        55
   56 八千代中央 26        銚子東 76      船橋みなと 1,900       松戸北             - 松戸 -           東金 -           船橋みなと 2,050        56

 恒久基金計  合計

2790地区　各クラブ寄付実績　　　2021年２月　　単位＄　小数点以下切捨て

 会員数 単位：人  年次基金　（個人平均）  年次基金計（0 は寄付ゼロ）  ポリオプラス  その他計



 恒久基金計  合計 会員数 単位：人  年次基金　（個人平均）  年次基金計（0 は寄付ゼロ）  ポリオプラス  その他計

   57 木更津 24        流山 74      館山ベイ 1,900       茂原             - 小見川 -           八街 -           印西 2,000        57
   58 野田セントラル 24        松戸東 73      浦安ベイ 1,822       野田             - 勝浦 -           八千代 -           鋸南 1,950        58
   59 館山ベイ 24        松戸北 73      千葉中央 1,820       野田東             - 習志野中央 -           八千代中央 -           館山ベイ 1,900        59
   60 佐原香取 24        市川 71      千葉東 1,600       大多喜             - 習志野 -           成田空港南 -           千葉東 1,888        60
   61 市川南 23        千葉中央 70      大原 1,542       佐倉             - 市川南 -           四街道 -           大原 1,850        61
   62 千葉東 23        千葉東 70      成田空港南 1,542       新千葉             - 市川東 -           冨里 -           千葉中央 1,820        62
   63 佐倉中央 23        茂原中央 69      松戸中央 1,500       柏東             - 市川シビック -           千葉港 -           流山 1,811        63
   64 千葉緑 23        上総 63      富津シティ 1,442       袖ヶ浦             - 市川 -           松戸西 -           船橋南 1,717        64
   65 流山中央 20        富津中央 61      茂原中央 1,371       浦安             - 市原中央 -           習志野中央 -           八千代中央 1,619        65
   66 茂原中央 20        千葉南 59      袖ヶ浦 1,260       八街             - 市原 -           流山中央 -           成田空港南 1,542        66
   67 多古 19        野田東 56      流山 1,189       八日市場             - 四街道 -           千葉幕張 -           松戸中央 1,500        67
   68 東金 19        成田空港南 53      八千代中央 1,143       成田空港南             - 佐倉中央 -           千葉東 -           富津シティ 1,442        68
   69 野田東 18        市原 51      佐倉 1,009       四街道             - 佐倉 -           野田セントラル -           茂原中央 1,371        69
   70 流山 16        袖ヶ浦 48      旭 1,000       千葉港             - 佐原香取 -           富津シティ -           東金ビュー 1,330        70
   71 上総 15        八千代中央 44      野田東 1,000       松戸西             - 佐原 -           茂原中央 -           佐原 1,307        71
   72 印西 14        松戸中央 41      東金ビュー 1,000       流山中央             - 君津 -           船橋みなと -           浦安 1,298        72
   73 鋸南 14        船橋南 29      浦安 990          市原中央             - 鋸南 -           館山ベイ -           袖ヶ浦 1,260        73
   74 船橋みなと 14        佐倉 28      上総 952          千葉幕張             - 館山ベイ -           成田コスモポリタン -           佐倉 1,009        74
   75 船橋南 13        旭 26      大多喜 594          野田セントラル             - 館山 -           佐倉中央 -           旭 1,000        75
   76 東金ビュー 13        浦安 24      船橋南 383          富津シティ             - 鴨川 -           佐原香取 -           野田東 1,000        76
   77 浦安ベイ 13        佐原 7        佐原 300          茂原中央             - 鎌ヶ谷 -           千葉北 -           上総 952          77
   78 富津シティ 12        千倉 -        千倉 -             館山ベイ             - 我孫子 -           千葉緑 -           大多喜 594          78
   79 白井 11        茂原 -        茂原 -             千葉北             - 浦安ベイ -           千葉若潮 -           千倉 -              79
   80 大原 10        新千葉 -        新千葉 -             千葉緑             - 浦安 -           大網 -           新千葉 -              80
   81 大多喜 6         流山中央 -        流山中央 -             千葉若潮             - 印西 -           東金ビュー -           流山中央 -              81
   82 千倉 4         千葉北 -        千葉北 -             大網             - 旭 -           浦安ベイ -           千葉北 -              82

-           
合計 2,733    平均 123     合計 335,461     合計 38,878    合計 5,581      合計 59,753    合計 439,673   

クラブと地区の会員数は、7月1日現在の会員数です。この数は各ロータリー年度の9月に出力され、翌年度まで変更されることはありません。年度中に終結するクラブは、リストに記載
されていなくとも、地区会員数の合計に含められます。


