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国際ロータリー第 2580 地区
2020-21 年度地区大会 登録関係書類ご送付について

拝啓 大雪の候、貴クラブにおかれましては、ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
さて、２０２１年４月７日（水）、８日（木）に開催する地区大会のご登録に関する書類をお
送りいたします。登録は Web 登録システムにて行います。ご登録の労を宜しくお願い申し
上げます。
本年度はプログラムを簡略化の為、第１日目（４月７日）は国際ロータリー会長代理歓迎
晩餐会、第２日目（４月８日）は本会議のみとなります。またソーシャルディスタンス対応の為
登録人数の限定をさせていただくことといたしました。
宜しくお取り計らいの程、お願い申し上げます。

敬具

記
１． 地区大会登録関係書類ご送付について（本状）

１枚

２． 地区大会プログラム（概略）

１枚

３． 登録要領とお願い

５枚

４． 地区大会提出書類（別添エクセル「登録用紙」）
① ポール・ハリス・フェローなどについて
② 物故会員名簿
③ 青少年関係・派遣事務局員氏名

以上

2020-21 年度地区大会プログラム（概略）
2021 年4 月7 日（水）

2021 年4 月8 日（木）

国際ロータリー会長代理歓迎晩餐会

各種委員会 <地階>
<鶴の間>

18:00 開宴

※特定の委員のみが出席

12:00 開会 信任状・選挙管理・決議委員会
12:50 閉会

国際ロータリー会長代理ご夫妻入場
歓迎のことば

本 会 議 <鶴の間>

国際ロータリー会長代理挨拶

12:00 登録開始

乾杯

13:00 点鐘、国歌・ロータリーソング斉唱

祝宴

開会のことば

アトラクション

来賓紹介及びクラブ紹介

日本舞踊 大和楽「江戸風流」

歓迎のことば

出演 花柳寿楽氏、花柳奈々寿美氏

ガバナー挨拶並びに地区の現況報告

大和櫻笙社中

国際ロータリー会長メッセージ並びに
国際ロータリーの現況報告

20:00 閉宴のことば

休憩
15:15 委員会報告 （信任状、選挙管理、決議）
大会決議採択／表彰
五大奉仕委員長報告

記念講演
16:00 記念講演
東京都知事 小池百合子氏
ガバナー謝辞
17:00 休 憩
17:20 ガバナーエレクト挨拶
ガバナーノミニー挨拶
ガバナーノミニーデジグネート挨拶
次年度地区大会ホストクラブ代表挨拶
国際ロータリー会長代理所感
ガバナー挨拶
18:00 閉会点鍾

登 録 要 領 とお願 い
１． 国際ロータリー会長代理歓迎晩餐会の登録について
本年度はソーシャルディスタンス対応の為登録者の上限を３００名としております。その関
係からご出席は、下記の方々とさせていただいております。

* 地区役員
ガバナー、パストガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニー、
ガバナーノミニーデジグネート、ガバナー補佐、地区幹事、
地区クラブ運営支援委員長、地区公共イメージ向上委員長、地区職業奉仕委員長、
地区社会奉仕委員長、地区国際奉仕委員長、地区青少年奉仕委員長、
地区ロータリー財団委員長、地区米山奨学委員長、
「ロータリーの友」地区代表委員、分区幹事、地区副幹事

* クラブ会長、クラブ幹事

ご了承の上、ぜひともご出席賜りますようお願いいたします。
尚、本晩餐会は着席形式で行われますので、準備の関係上、当日登録はご遠慮申し
上げます。

2. 本会議の登録について
多くのロータリアンの皆様、そしてご家族の皆様のご登録とご参加を賜りたく存じます
が、今般の地区大会では参加される皆様の安全を第一に考え、ソーシャルディスタンス
対応を取らせていただいております。そのため例年の本会議では約2,000 名の方にご
登録をいただいておりますが今般は来賓の方々を含め登録者総数を 700 名とさせてい
ただきたく存じます。その為、各クラブからご登録をいただく人数についてご案内申し上
げます。
(1)貴クラブに所属の下記の方々はぜひともご登録をお願いいたします。
* 地区役員
ガバナー、パストガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニー、
ガバナーノミニーデジグネート、ガバナー補佐、地区幹事、
地区クラブ運営支援委員長、地区公共イメージ向上委員長、地区職業奉仕委員長、
地区社会奉仕委員長、地区国際奉仕委員長、地区青少年奉仕委員長、
地区ロータリー財団委員長、地区米山奨学委員長、
「ロータリーの友」地区代表委員、分区幹事、地区副幹事
* クラブ会長、クラブ幹事

(2)貴クラブ所属の上記、地区役員・クラブ会長・クラブ幹事の方々を除き

12 月 1 日時点の貴クラブ正会員数の約 15％に相当する人数を目安に
ご登録をお願い申し上げます。
(3)衛星クラブ会員の登録について
各衛星クラブの議長、幹事のみの登録となります。
衛星クラブの議長、幹事の役職を明記の上スポンサークラブより Web にて
ご登録をお願いいたします。

3. 大会登録について
(1) 登録料
会員（衛星クラブ会員含む）
本会議

国際ロータリー会長代理ご夫妻
歓迎晩餐会

１０，０００円

ご家族

５，０００円

地区ローターアクト代表・幹事

２，０００円

会員・ご家族

各 ２０，０００円

(2) 登録料の送金について
2021 年2 月１２日（金） までに下記の銀行口座へお振り込みくださいますようお願いいたします。

お振込先：みずほ銀行 千束町支店（631）

普通預金 3008930

東京浅草中央ロータリークラブ 地区大会実行委員会
トウキヨウアサクサチユウオウロータリークラブ チクタイカイジツコウイインカイ

・２月１２日以降の返金はご容赦ください。
・Web 登録は２月１5 日(月)１２時をもちまして閉鎖いたします。その後の追加登録は、メールにてホストクラブへ
連絡の上、お振り込みをお願いいたします。
・追加登録を除き、すべてのお申込み締め切りは２０２１年２月１２日（金） 必着とさせていただきます。
・パストガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニーにつきましてもご本人宛の個別案内はお送りいたしません
ので、所属クラブでの Web 登録をお願いいたします
(3) 登録申込の方法 〈 Web 登録システム 〉
今年度もクラブ会員および会員家族の登録は、〈Web 登録システム〉を利用します。
下記URL よりアクセスし、クラブ毎にまとめて入力をお願いいたします。

https://entry.rid2580.com/chiku/
イベント名 「2020 年―21 年度RID2580 地区 地区大会」
・クラブコード（ 3 桁 ）及びパスワードを入力しログイン
クラブコードとパスワードは、地区研修会等のWeb 登録で使用しているものと共通です。
・参加者の「お名前」
「役職」を入力し、出席される項目のチェックボックスにチェックを入れ
右下の「登録変更」ボタンをクリック
・
「参加登録受付完了」のメールが送信されます。登録は完了です。
・
「参加登録受付完了」メールには、登録料として参加費用計が記載されていますので、記載されている金額に
地区ローターアクト代表・幹事（対象クラブのみ）の登録料を加えお振込みをお願いいたします。
・登録料のお振込み確認メールは配信されません。最終的な登録人数と振り込み金額に相違があった
場合のみ、メールにてご連絡いたしますので、銀行での振り込み票は大切に保管ください。

登録時注意事項
・入力（登録）途中での自動保存機能及び手動保存機能はございませんが、途中で登録クリックをしますとすべて送
信され、混乱を招きかねませんので、できるだけ最終の登録のみ送信してくださるようお願いいたします。
・登録期間中は、何度でも変更登録は可能です。
・Web 登録の役職欄には、クラブ会長、クラブ幹事とご入力ください。
会長・幹事以外のクラブ内での役職は不要です。
・地区役員、委員におかれましては地区の役職名をご記入願います。
・会員のご家族の方は、
「お名前」を入力し、
「家族」欄をクリックし、出席される項目のチェックボックスにチ
ェックを入れてください。
※2021 年2 月１５日（月）12：00 以降は、Web からの登録・変更は行えませんので、お早めにご登録ください。
※2021 年2 月１２日（金）17：00 以降の欠席連絡の場合、事務処理上、返金ができませんので、ご注意ください。

（4）クラブ会員以外の登録（ローターアクター2 名、クラブ事務局員11 名のみ対象 ※詳細次ページ）
・エクセル登録用紙にご記入のうえ、データにて送付ください。
・対象者がいない場合でも「対象者なし」として
登録録書類（①～③）のすべてをご提出頂きますようお願いいたします。
・会員のご家族は、Web 登録にてお願いいたします。

4. 選挙人（代議員）選出について 〈Web 登録〉
国際ロータリー細則第15 条の規定により、2020 年7 月1 日現在の貴クラブ会員数に基づいて下表で定められた人数の
地区大会選挙人を選出し、選出された方を Web 登録システム「選挙人」にチェックをお願いします。 尚、選挙人の会合
は必要に応じて開催されるもので、必ずしも開催されるものではございません。開催の場合は別途でご案内申し上げま
すので、この旨を選挙人の皆様にご伝達いただきますようお願いいたします。
◆選挙人選出数（2020 年7 月1 日現在の会員数）※現時点ではなく 7 月1 日現在の会員数が基準になります。
会員数

選挙人数

会員数

選挙人数

会員数

選挙人数

25 未満

1名

113～137

5名

238～262

10 名

25～37

1名

138～162

6名

263～287

11 名

38～62

2名

163～187

7名

288～312

12 名

63～87

3名

188～212

8名

313～337

13 名

88～112

4名

213～237

9名

338～362

14 名

5．ポール・ハリス・フェローなどについて 〈登録申込書①〉
2019 年12 月1 日～2021 年1 月31 日に寄付実績がある方のご氏名と種別を登録申込書①「ポール・ハリス・フェローな
どについて」にご記入ください。「マルチプル・ポール・ハリス・フェロー」には回数を、「メジャードナー」「アーチ・クラン
フ・ソサエティ」にはレベルのご記入もお願いいたします。該当者がいない場合も、空欄のままで結構ですので、必ず
ご提出願います。提出後の実績は、新たにご連絡いただくか次年度に繰越をお願いいたします。

6．物故会員名簿について 〈登録申込書②

2019 年12 月1 日～2021 年1 月31 日に亡くなられた会員のご芳名ならびにご逝去年月日を登録申込書②「物故会員名
簿」にご記入ください。該当者がいない場合は、空欄のままで結構ですので、必ずご提出願います。
また、本会議のスクリーンにてお写真と共に偲びますので、顔写真の画像データを添付願います。

7．青少年関係の登録について 〈登録申込書③〉
本年度につきましてはソーシャルディスタンス対応により登録者数の上限を設けさせていただいた関係で、下記２名の
方のみの登録とさせていただきます（残念ですが、インターアクター、青少年交換学生、米山奨学生、平和フェロー、
RYLA 参加者、地区代表と地区幹事以外のローターアクターはご参加いただくことができかねます）。
地区ローターアクト代表
地区ローターアクト幹事

8．事務局員派遣のお願い 〈登録申込書③〉
本会議当日（2021 年4 月8 日）の登録受付のご協力をお願い申し上げます。本年度は登録者数の上限を設けた関係で
例年の 22％位の登録者となる為、大変恐れ入りますがガバナー補佐が所属する下記の在京１１クラブの事務局員１名の
派遣をお願いいたします。
東京練馬西ロータリークラブ 東京新都心ロータリークラブ 東京紀尾井町ロータリークラブ 東京北ロータリークラブ
東京池袋ロータリークラブ

東京王子ロータリークラブ

東京東ロータリークラブ

東京向島ロータリークラブ

東京武蔵野中央ロータリークラブ

東京江北ロータリークラブ

東京青梅ロータリークラブ

派遣予定の貴クラブ事務局員の氏名、フリガナをご記入願います。（登録料は不要です。）尚、当日の集合場所と時間
等の詳細につきましては、後日、改めて書面にて貴クラブ事務局へご連絡申し上げます。

9．地区大会プログラムの詳細及び内容等の変更について
開催時間又はプログラム内容が開催までに変更される事がありますのでご承知おきください。プログラム内容等に変更
があった場合は、できるだけ事前にご連絡いたしますが、最終的なプログラムは大会当日の登録時にお渡しします。

10．地区ホームページについて
第2580 地区のホームページに、地区大会の情報を掲載（随時更新）しています。
https://www.rid2580.org/meeting/

