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2021年 11月吉日 

地区内ロータリークラブ会員各位 
                      国際ロータリー第 2580地区 

                ガバナー 若林英博 
地区幹事 新保雅敏 

                                         地区大会実行委員長 稲川一
                                                

国際ロータリー第 2580地区 
2021-22年度地区大会のご案内 

 

拝啓 立冬の候、貴クラブますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

 新型コロナウイルスが蔓延して以来、我々は ZOOM会合を選択せざるを

得ない状況でした。せっかく入会したのに、地区委員になったのに、    

他のメンバーにオンラインでしか会ったことがないという話も耳にします。   

SNS や ZOOM は、コストをかけずに大勢に情報を届けることができる  

便利な方法です。しかし、メンバーへの愛着や仲間としての連帯感を  

感じ、ロータリーを自らの居場所と感じるためには、互いに目と耳を向け合うリアルな体験が必要です。 

 

2021-22 年度地区大会を、2022 年 3 月 2 日（水）、3 日（木）にホテ

ルニューオータニにて開催いたします。 

私から皆さんにお願いがあります。今年度の地区大会では、今まで以

上に参加し、楽しんでもらいたいのです。他クラブのご友人に会うためだけ

でも、ご自身のクラブのアワードを盛り上げに来るだけでも構いません。 

方法は何であれ、会員こそが、つまり私たち一人ひとりが、クラブの活動

を推進し、地区を支えています。“会員とクラブのための地区大会”を  

目指し、ホストクラブ会員一同で準備を進めております。 

 

今年度は、大きな目標「世界で、日本で、地域で、良いことをしよう」

と５項目を掲げ活動を推進しております。2021-22 年度、１２月までの活

動の集大成として、クラブが実施した奉仕活動のアワードや、活動時に撮影され

た写真のフォトコンテストを行います。外部から芸能人や著名人を記念講演に招くことは

せず、その時間を使って、各クラブの活動に焦点を当てます。メンバーのモチベーション

や想いの積み重ねは、活動のエネルギーになり、事業の原動力にもつながると信じています。 

 

多くのロータリアンの皆様、そしてご家族の皆様にご参加いただきたく、心よりお願い申し上げます。  

                                                  敬具 
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【開催日】 2022年 3月 2日（水）・3日（木） 
【会 場】 ホテルニューオータニ 

〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町 4-1 
TEL 03-3265-1111 
https://www.newotani.co.jp/tokyo/access/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

RI会長代理として千玄室様（京都 RC）をお迎えす

ることが決定いたしました。千玄室様は、1988-90

年度 RI理事を筆頭に、国際ロータリーの要職を歴

任なさり、現在は公益財団法人ロータリー日本財団

の理事長でいらっしゃいます。 

               

 

ロータリアンの皆様へ 

今年度、若林ガバナーは大きな目標として「世界で、日本で、地域で、良い

ことをしよう」と ①コロナで困っている人への支援 ②ポリオ根絶 ③元気なク

ラブになろう ④会員増強とクラブ拡大 ⑤公共イメージアップ の５項目を掲

げ活動を推進しています。そしてガバナーは「クラブと会員が主役の地区大

会」を目指しており、各クラブが行っている奉仕活動のアワードや、活動時のフ

ォトコンテストへのエントリーをお願いして若林年度の一連の流れやストーリーを

感じてもらえる地区大会にすること考えております。 

１日目は地区内７０クラブの「会長・幹事会」を行います。そして千玄室ＲＩ会長代理を歓迎する晩

餐会を開催します。２日目は素晴らしい講演者をお迎えして「新入会員昼食会」等を開催。「本会

議」では地区役員、ガバナー補佐、地区内メンバーのご協力を得ながら各クラブの活動に焦点を当

て、今までにはなかった映像と音の世界でエネルギッシュな舞台を演出していきます。どうぞこの場

が思い出に残る地区大会となりますよう「全員登録・全員参加」でのご協力をお願い申し上げます。

なお、コロナの状況が悩ましいところですが、逐次情報を抑えつつ慎重な判断を重ねながら皆様の

安全を最優先に準備を進めてまいりますので、なにとぞご理解ご協力のほどお願い申し上げます。        

地区大会実行委員長  稲川一 
地区大会実行委員会事務局 TEL 03-3985-7577 FAX 03-3590-6644 E-mail info@toshimah-rc.jp 

  

https://www.newotani.co.jp/tokyo/access/
https://www.newotani.co.jp/tokyo/access/
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第１日目（3月2日 水曜日） ホテルニューオータニ 

 

会長・幹事会  <鳳凰の間> 

15:00 開会 ガバナー挨拶 

RI 会長代理講演 

新クラブ紹介 

16:30 閉会 

 

RI 会長代理歓迎晩餐会 <芙蓉の間> 

17:00  ＲＩ会長代理ご入場 

        開会のことば 

        ＲＩ会長代理 ご挨拶 

        乾杯 祝宴  

表彰（ロータリー財団・米山記念奨学会・ 

希望の風奨学金・バギオ基金への寄付に関する表彰） 

19:30 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

呈茶席 一碗からピースフルネスを 

芙蓉の間の前室の“おこしやすコーナー”にて、椅子

に腰かける立礼形式のお茶席を体験ください。各ク

ラブの活動 VTR放映やフォトコンテストの写真展示
も行います。  

会長・幹事会 初日：晩餐会 二日目：本会議 

おこしやすコーナー（呈茶席、写真展示、希望の風ビール販売など）暫定 

https://www.newotani.co.jp/fileadmin/res/tokyo/banquet/guidemap.pdf
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第2日目午前 （3月3日 木曜日） ホテルニューオータニ 

 

新入会員昼食会 <おり鶴 麗の間> 

10:00～10:45 山崎直子様 講演会（予定） 

11:00～12:30 新入会員昼食会<おり鶴 麗の間> 

 

ポール・ハリス・ソサエティとメジャードナーの集い 

10:00～10:45 山崎直子様 講演会（予定） 

11:00～12:30 集い <翠鳳の間> 

 

 

第2日目午後 （3月3日 木曜日） ホテルニューオータニ 

 

本会議  <芙蓉の間>  

12:15 受付開始・“おこしやすコーナー”オープン 

13:00 （第一部）開会 

    挨拶（ｶﾞﾊﾞﾅｰより地区現況報告、RI 会長代理講演） 

    信任状委員会、選挙管理委員会、決議委員会報告 

    挨拶（ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ、ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ等） 

～休憩～ 

15:15 （第二部）開会 

東京 RC 百周年記念報告 

     青少年プログラム紹介 

    参加クラブ紹介 

フォトコンテスト 

アワード 

18:30 閉会 

※残念ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため懇親会は行いません。 

時間やプログラムは、変更される可能性がございます。  
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登録要領とお願い  

１．大会登録について 

・登録料がかかる方（会員、家族、学友、非会員）の登録は、クラブでまとめて、ウェブ登録システム

からお願いいたします。登録専用ウェブサイトはこちら https://entry.rid2580.com/chiku/ 

・無料の方（青少年：インターアクター、ローターアクト、ロータリー平和フェロー、米山奨学生および事

務局の方）の登録は、クラブでまとめて、エクセルの登録用紙を使ってご登録をお願いいたします。 

お申込み締め切りは 2022年 1月 28日(金)13 時必着とさせていただきます。これ以降については

全て当日登録扱いとし、実行委員会は問合せ対応、情報提供の業務のみ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は、ご案内をご本人宛てにお送りい

たしますが、登録料のご負担をお願いしております。所属クラブより登録をお願いいたします。 

    

     会長・幹事会 / 3月 2日（水）15:00～16:30 

      出席対象者はロータリークラブのクラブ会長、クラブ幹事、地区役員・委員とローターアクトクラブの

クラブ会長と地区役員といたします。 

 

ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 / 3月 2日（水） 17:00～19:30 

ＲＩ会長代理を囲んで歓迎会を開催いたします。ご出席は会場の都合上、原則としてクラブ会長、

クラブ幹事、地区役員・委員、ローターアクトクラブのクラブ会長と地区役員とそのご家族とさせて

いただきます。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。本晩餐会は着席形式

で行いますので、当日登録はできません。前記以外に特別の出席希望者がある場合は、大会事

務局までご相談ください。 

 

新入会員昼食会 / 3月 3日（木） 10:00～12:30 

おおむね入会３年までの会員とそのご家族を対象とした昼食・交

流会です。元 JAXA 宇宙飛行士でロータリー財団学友の山崎直

子様をお迎えいたします（予定）。山崎様の講演を聞いた後、軽

食を取りながら、語り合いましょう。新しい仲間と出会い、ロータリ

ーとのつながりを深めましょう。 

 

PHS（ポール・ハリス・ソサエティ）とメジャードナーの集い /  

3月 3日（木） 10:00～12:30 

RI 会長代理の千玄室様は、公益財団法人ロータリー日本財団 

の理事長でもいらっしゃいます。理事長ご挨拶 http://piif-

rfj.org/chairmans-message.html 

地区大会本会議の前に、ＰＨＳとロータリー財団メジャードナーの皆様に感謝を込めて、午餐会を

開催いたします。元 JAXA 宇宙飛行士でロータリー財団学友の山崎直子様の講演や、美味しい

ランチをお楽しみください。対象者の一覧は改めてお送りいたします。 

●ロータリー財団メジャードナー：ロータリー財団へのご寄付累計１万ドル以上 

PHS（ポール・ハリス・ソサエティ）：年次基金、ポリオプラス基金、または承認された財団補助金

に、毎年 1,000 ドル以上をご寄付くださる方を認証するプログラムで、財団に継続的な支援を寄

せてくださる寄付者の方々に感謝の気持ちを示すことを目的としています。 

予定 

https://entry.rid2580.com/chiku/
http://piif-rfj.org/chairmans-message.html
http://piif-rfj.org/chairmans-message.html
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 登録料                                                  （円） 

 会員 家族 学友 非会員 

本会議 10,000 5,000 5,000 5,000 

会長・会長エレクト・幹事会 無料 無料   ―   ― 

RI会長代理歓迎晩餐会 20,000 20,000   ―   ― 

新入会員昼食会 5,000 5,000   ―   ― 

PHS、メジャードナーの集い 7,000 7,000   ―   ― 

※インターアクター、ローターアクト、ロータリー平和フェロー、米山奨学生は、 

全ての登録料が無料です。 

 

登録料の送金について  

2022年 1月 28日（金）の登録締め切り後に、口座をご連絡いたします。 

2月中に登録料を一括でお振込みいただきますようご協力をお願いいたします。 

（※例年、追加登録や登録間違いよる追加送金や返金があり、ホストクラブの事務負担となっておりま

した。今年度は全ての登録が確定した後に、最終金額を一括でお振込みいただくという方法を取らせ

ていただきます。） 

 

２．  アワード 

世界で、日本で、地域で頑張るメンバーとクラブにスポットを当てる企画として、１5の賞およびグランプリ

の表彰いたします。2019-20、2020-21、2021-22年度に実施した活動が対象で、応募期限は

2021年 12月 15日です。 

詳細はこちら https://drive.google.com/file/d/1woAiIKCpaa42raFY8IW5wLI8RFfIYB2X/view?usp=sharing 

 
３．  フォトコンテスト  

テーマは「ロータリーのひとこま」で、応募期限は 2021年 12月 15日です。応募や、オンライン投票で

行う一次審査にご協力をお願い申し上げます。地区大会二日目（3月 3日）は、“おこしやすコーナー”

に上位 10点の写真を展示し、12：15～15：15にシール投票を行います。ぜひご参加ください。 

詳細はこちら 

https://drive.google.com/file/d/1woAiIKCpaa42raFY8IW5wLI8RFfIYB2X/view?usp=sharing 

 

地区大会ウェブサイト 

https://www.rid2580.org/meeting/ 

【フォトコンテスト 一次審査準備中】 
 

４． 晩餐会での表彰に関して 

地区大会初日（3 月 2 日）の RI 会長代理歓迎晩餐会では、ロータリー財団・米山記念奨学会・ロータリ

ー希望の風奨学金・バギオ基金への寄付に対する表彰品の贈呈をいたします。表彰は、主に昨年度の

業績に対して行われます。表彰されるクラブが複数の場合は、1 クラブに代表して賞状等を受けていた

だきます。登壇いただくクラブには改めてご連絡申し上げます。 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1woAiIKCpaa42raFY8IW5wLI8RFfIYB2X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1woAiIKCpaa42raFY8IW5wLI8RFfIYB2X/view?usp=sharing
https://www.rid2580.org/meeting/
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５． 本会議 第二部 登壇のお願い 

地区大会二日目（3 月 3 日）の本会議は、第一部、休憩、第二部という構成です。第二部は、壇上にロ

ータリークラブの会長 70 名、ロータリー衛星クラブの議長 3 名、ガバナー補佐 13 名の席を設けます。

該当の皆様は、恐れ入りますが、休憩時間の間に（第二部の開会までに）壇上へお進みください。会長

（議長）が欠席の場合や登壇することができない場合には、代理の方にお座りいただきたく貴クラブ内で

ご調整をお願い申し上げます。 

参加クラブ紹介時は、その場でご起立願います。アワードを受賞した場合には、壇上中央で記念品をお

受け取りいただき、フォトエリアでの撮影がございます。 

 

６． 参加クラブ紹介用 写真提供のお願い 

地区大会二日目（3月 3日）の本会議の「参加クラブ紹介」時に、スクリーンにそのクラブの写真をスライ

ドショーで表示いたします。「会長の笑顔のお写真」と「集合写真」の 2 枚の写真データを、12 月 15 日

までにガバナー事務所へお送りいただきたくお願い申し上げます。 

 

７． 認証報告  

2021 年 2 月 1 日～2021 年 1１月 3０日の認証者を登録用紙「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。プログラムに掲載いたします。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、次年度に繰越をお願いいたします。 

 

８．物故会員名簿について  

2021年 2月 1日～2021年 11月 30日に亡くなられた会員について登録用紙「②物故会員名簿」に

ご記入ください。また、本会議のスクリーンにてお写真と共に偲びます提出願います。 

 

９． 青少年関係の登録について  

貴クラブが提唱やお世話している、インターアクター、  

ローターアクター、ロータリー平和フェロー、米山奨学生

にご案内いただき、ご出席いただける場合は、エクセル

の登録用紙の「③-1 青少年関係者登録用紙」にご記

入ください。学友で連絡を取り続けている方がいらっしゃ

れば、ぜひその方へもご案内をお願いいたします。 

 

1０．ライブ配信に関して 

地区大会二日目（3月 3日）の本会議は、YouTubeでライブ配信する

予定です。リンクは直前にお知らせいたします。（本会議以外のプログラ

ムのライブ配信は予定しておりません。開催後に発行する記念誌で内容

をご確認いただければ幸いに存じます。） 

 

1１．おこしやすコーナー に関して 

地区大会二日（3月 3日）は本会議場（芙蓉の間）の前室に“おこしやすコーナー”を 

設けます。呈茶席、フォトコンテスト一次審査通過写真の展示と投票スペース、 

ロータリー希望の風ビールの販売、ロータリー用品販売などを行いますので 

ぜひお立ち寄りください。“おこしやすコーナー”は、本会議受付開始の 

12：15にオープンし、第二部開始の 15：15にクローズいたします。 
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１２．事務局員派遣のお願い 

・本会議（3 月 3 日）の受付に貴クラブのご協力をいただきたく、大変恐れ入りますが、可能であれば事

務局員１名の派遣をお願いいたします。登録用紙「③-2 派遣事務局員」の最終欄に派遣予定の貴ク

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）。派遣が難しい場合には、空欄

のままご提出ください。お弁当の用意はございません。昼食を済ませ、12 時までに会場受付にお越しい

ただきたくお願い申し上げます（事務局控室がございますのでそちらでお持ちになったお菓子や軽食をお

召し上がりいただくことは可能です）。 

・本会議の第一部が始まって受付が落ち着いたら、“おこしやすコーナー”の呈茶席で、ぜひ交代でお茶

とお菓子をお楽しみください。 

・当日ご参加いただける事務局の皆様には、お一人 1票、フォトコンテストに投票いただきたくお願い申し

上げます。 

・本会議の第二部は、ぜひ事務局の皆様も会場内に入ってアワードなどをご覧ください。本会議場内は、

分区毎に大まかにエリアを分けますが、事務局の方用のお席のエリアも設ける予定です。ぜひご利用くだ

さい（もちろん、会員の方々と一緒に、分区毎のお席にお座りいただいても問題ございません）。 

・フォトコンテストやアワードを貴クラブやメンバーが受賞したら、SNSや週報用に写真撮影をしたいクラブ

が多いかと存じます。地区大会公式カメラマンの横でクラブの方々も撮影できるフォトエリアを設けますの

で、ぜひ沢山写真を撮影して、地区大会の思い出を記録してください。 

 

１３．選挙人の選出について   

国際ロータリー細則第 15条の規定により、2021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いただきますようお願いいたします。 

ウェブ登録システムで「選挙人の定員数を算出する」とクリックし、2021 年 7 月 1 日時点の会員数を入

力してください。「選挙人」という欄にチェックをしてください。 

3月 3日（木）の本会議に出席できる方を選挙人として選任いただきますようお願いいたします。 

 
◆選挙人選出数（2021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 

 

ウェブ登録画面のイメージ 
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ご参考：ウェブ登録手順 

 

ウェブサイトを開いてください https://entry.rid2580.com/chiku/ 

クラブコードとパスワードを入力してください（ワークショップの登録時と同じものです） 

ログインをクリックしてください 

 

 
 

 
 

 

お名前、フリガナ、役職を入力し、登録する会合をチェックしてください。 

選挙人が決まったら、その方にチェックをしてください。 

ページの最下部にある赤色の登録ボタンを押すと記録されます。 

 
 

 

 

https://entry.rid2580.com/chiku/
https://entry.rid2580.com/chiku/
https://entry.rid2580.com/chiku/
https://entry.rid2580.com/chiku/
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ご参考：ホテルニューオータニ 館内案内 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

地区大会実行委員会事務局  国際ロータリー第 2580地区 東京豊島東ロータリークラブ 

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-61-8 アゼリア青新ビル 705号 

TEL 03-3985-7577 FAX 03-3590-6644 E-mail info@toshimah-rc.jp 

鳳凰の間 

初日：会長・幹事会 

芙蓉の間 

初日：晩餐会 二日目：本会議 

二日目 12：15～15：15 

おこしやすコーナー（呈茶席、写真展示、希望の風ビール販売など）暫定 

おり鶴 

二日目：山崎直子様講演会 

翠鳳の間 

二日目 

PHS とﾒｼﾞｬｰ

ﾄﾞﾅｰの集い 

 

 

https://www.newotani.co.jp/fileadmin/res/tokyo/banquet/guidemap.pdf
https://www.newotani.co.jp/tokyo/map/

