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「ロータリーの寛容の精神で。
奉仕をしよう。」
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葛飾北斎描く千住より眺望の富士
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例会再開
12 月 24 日（木）2020 年最後の例会が無事に終了
し、2021 年初例会は 1 月 14 日に予定しておりまし
た。
年末年始にコロナ感染者数が激増して 1 月 8 日か
ら 2 月 7 日の 1 カ月間、東京、千葉、埼玉、神奈
川の１都３県に緊急事態宣言が発令。その後、緊急
事態宣言は 2 月 8 日から 3 月 7 日迄の 1 カ月間延
長され、更に 3 月 8 日より 21 日迄の 2 週間再延長
され、当クラブの例会は休会していましたが、3 月
25 日 例会の一部を変更して再開することとなり
ました。

ＲＩ会長メッセージ
2020-21 年度会長 ホルガー・クナーク
2021 年が始まるにあたり、この 1 年間以降のことも
ロータリーは見据えています。2022 年、2023 年、さ
らにそれ以降に自分が何をしているか、お考えでし
ょうか。
未来を見ることはできませんが、行きたい方向へと
向かうことならできます。どのロータリークラブに
とっても、少なくとも年に一度は戦略会議を開くの
は大事なことです。今月は、クラブの計画づくりに大

きくかかわってきたグレッグ・ヤンク元 RI 理事が話
してくれました。
「『準備の失敗は失敗の準備』という有名な金言があ
ります。ロータリーだけでなく、人生のどの局面でも、
成功するために計画は欠かせません。ロータリーは
年を追うごとに計画作りのスキルを向上させていま
す。
多くのロータリークラブが戦略計画で成果をあげて
います。これまで数多くのクラブと一緒に、私が青写
真と呼んでいるものを作ることで、道筋をつけるお
手伝いをしてきました。
『クラブのビジョンは何か』
という根本的な問題の答えとなる複数年計画のこと
です。その中でもすぐれた計画は、クラブが有する最
高の機会にリソースを一点集中させていました。会
員や地域社会のために、すべてのニーズに応えるこ
とはできません。人的、金銭的、時間的リソースが限
られていますから。会員のための道筋を描く上で、持
てるもの、持たざるものを考慮に入れるのが成功す
る計画づくりの秘訣です。
続きは My Rotary
ＲＩ会長メッセージをご覧ください。
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地区大会
WEB（YouTube）配信のご案内

4 月～6 月の予定
４月１日（木） 通常例会
卓話／橘右之吉氏
橘流寄席文字、江戸文字書家
８日（木） 休会
地区大会 規模縮小で開催
※WEB(YouTube)配信
１５日（木） 通常例会
卓話／鈴木喬会員
職業奉仕卓話
２２日（木） 通常例会
卓話／千葉まい氏
北辰一刀流千葉道場顧問
シリーズ北辰一刀流千葉家の秘話

２９日（木） 休会
５月６（木）日 休会
１３日（木） 通常例会
クラブ協議会
２０日（木） 通常例会
卓話／吉田正行会員
職業奉仕卓話
２７日（木） 通常例会
卓話／東分区ＩＭビデオ放映
６月３日（木）長寿・永年在籍会員を祝う会
※通常 or 夜間例会

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
地区大会実行委員長 藤掛靖元

国際ロータリー第 2580 地区
2020-21 年度地区大会
WEB(YouTube)による配信のご案内
拝啓 早春の候、ますますご隆盛のこととお慶び
申し上げます。
さて、地区大会の登録につきましては感染症対策
の為、登録人数の制限をさせていただきました。
各クラブ会員皆様のご協力に感謝申し上げます。
この度、より多くの会員の方々にご参加いただけ
るよう新たに WEB(YouTube)による配信をさせて
いただくことといたしました。配信方法につきま
しては下記の通りでございます。宜しくお願い申
し上げます。
敬具
1.
2.
3.

4.

記
視聴 URL https://youtu.be/3JTDcPn2N2E
4 月 8 日（木）本会議当日のライブ配信で
す。
本会議開会は 13 時ですが、12 時半よりアク
セスが出来ます。アクセス可能時間は閉会時
間（18 時）までとなります。
動画や画面のイメージ保存、転載はお控えく
ださいますようお願い申し上げます。

１０日（木）通常例会

※4 月 8 日以降の視聴について

１７日（木）通常例会
クラブ協議会

大会のプログラム別の部分閲覧が出来
る よ う に い た し ま す 。配 信 時 期 は 4 月 中
旬 以 降 を 予 定 し て い ま す 。改 め て 配 信 の
ご案内をさせて頂きます。

２４日（木）2020-21 年度最終例会
※通常 or 夜間例会
卓話／一年を顧みて
会長 守屋裕之
幹事 高橋史郎

本日の卓話
「2021 年 4 月東京あだちキャンパス誕生について」

文教大学 理事・経営企画局長
本田勝裕氏
紹介者 土屋君

以上

次週卓話予定

「江戸文字の世界(仮)」
橘流寄席文字、江戸文字書家
橘右之吉氏
紹介者 プログラム委員会

コロナウイルスによるロータリーへの影響：
よくある質問
補助金
行動を重んじるロータリー会員は、新型コロナウ
イルスへの対応を支援し、その影響を受けている
人びとを助けたいと感じています。ロータリー財
団は、地元や海外の人びとを守り、助けるために
ロータリアンが活用できるいくつかの選択肢を提
供しています。
Q: 新型コロナウイルス関連のプロジェクトのた
めに災害救援補助金を申請できますか。
A: いいえ。新型コロナウイルス関連のプロジェク
トを支援するための災害救援補助金は現在利用す
ることができません。
Q: 地区は、未完了の地区補助金からの臨時費を使
用したり、以前に計画していた活動を新型コロナ
ウイルス対応のために使うことができますか。
A: はい。2020-21 年度の新しい地区補助金申請書
を提出する準備を地区で進めていると思います
が、資金を新型コロナウイルス対応に配分するこ
とを財団は奨励しております。
Q: 地区が既に新型コロナ関連の活動を実施した
場合、これに地区補助金を使うことができますか。
A: 1 度限りの例外として、財団は、新型コロナウ
イルスと関連して 2020 年 3 月 15 日以降に発生し
た費用を、2020-21 年度地区補助金を通じて賄う
ことを認めます。
新型コロナウイルスのワクチン
Q: 新型コロナウイルスのワクチンに関して、ロー
タリーが担う役割はありますか。
A: はい。ロータリーは、ポリオを根絶間近にして
きた長年の経験を通じて、ワクチンの効果を示し
てきました。ロータリーの粘り強さ、戦略的パー
トナーシップ、革新性はすべて、新型コロナウイ
ルスから地域社会を守る活動を支える力となりま
す。
ロータリーとポリオ根絶推進活動（GPEI）のパー
トナー団体は最近、ワクチンの導入と配布を支援
する準備ができていることを発表しました。また、
新型コロナウイルスワクチンの公平な配布に取り
組み、すべての地域社会が平等にワクチンを利用
できるよう支援します。
クラブと地区のためのより詳しい情報とリソース
が近日中に利用可能となる予定です。

Q: RI 理事会と財団管理委員会は、ワクチンに関
して何か行動を起こしますか。
A: はい、既に行動しています。理事会と管理委員
会は、最近の合同会合で、ロータリークラブとロ
ーターアクトクラブによる新型コロナウイルスワ
クチンの導入と配布の支援を奨励する共同タスク
フォースを設置しました。
Q: ロータリークラブとローターアクトクラブは、
どのように関与できますか。
A: 会員は、いくつかの方法で関与できます。地元
の保健当局や政府の保健機関が発信する情報を拡
散したり、その取り組みを支援したりすることで、
新型コロナウイルスワクチン投与に関する認識向
上を促すことができます。会員は、最も支援が必
要とされる分野を特定するために、地元保健当局
と連絡を取る必要があります。また、地元保健当
局や保健機関（地元にある場合は WHO や UNICEF を
含む）と連携し、すべての地域社会でワクチンが
公平に行き渡るようにするための取り組みを支援
できます。
Q: ワクチンに関する誤った情報やワクチン接種
へのためらいにどのように対応できますか。
A: ロータリーでは、事実に基づく正確な情報（地
元保健当局が提供する情報）を拡散することを会
員にお願いしています。また、ソーシャルメディ
アでは、ワクチンの有効性についてメッセージを
拡散（#vaccineswork のハッシュタグを使用）し、
その際、ロータリーによるポリオ根絶活動を例と
して紹介することを勧めています。
医療従事者または地元保健当局の職員をオンライ
ンでクラブ例会に招き、話をしてもらうこともで
きます。また、地元メディアと連携（編集者に書
簡を送る、など）して活動を取り上げてもらうこ
とで、地元での取り組みサポートすることもでき
ます（その際、ポリオ根絶活動の成功例をワクチ
ン効果の例として提示）
。
Q: 新型コロナウイルスは、依然として世界中で猛
威をふるっています。ウイルスの拡散を阻止する
ために、会員は何をすべきですか。
A: 会員は、マスク着用、人との距離、適切な衛生
週間を推進する活動や、防護具を寄贈する活動に
引き続き参加すべきです。
より重要なこととして、会員はマスクを着用し、
常に人との物理的距離を保つことで模範を示すべ
きです。オンラインでシェアする写真には、その
ような模範を示す写真を使いましょう。また、ワ
クチンが利用可能となったら接種し、その経験を
ソーシャルメディア等でシェアしましょう。

クラブと地区の会合
Q: クラブと地区は引き続き会合を開催すべきで
しょうか。
A: 国際ロータリーは、地区およびロータリークラ
ブとローターアクトクラブが、会合やイベントを
オンラインで行うか、中止または延期とすること
を推奨しています。旅行や行事への参加を検討す
る際には、健康面といった個人的事情も慎重に考
慮してください。
オンラインでの会合の実施について各地のクラブ
が紹介するベストプラクティスをラーニングセン
ターからご覧いただけます。

ロータリー青少年交換
Q：ロータリー青少年交換は実施されますか。
A：
【2020 年 11 月更新】コロナウイルス流行のリ
スクアセスメントの結果を検討し、かつウイルス
流行が世界各地に及ぼしている影響をモニタリン
グした結果、国際ロータリー理事会は、2021 年 6
月 30 日まで、短期・長期の両交換を休止すること
を決定しました。安全ガイドラインとプログラム
への修正事項を厳守できる地区は、2021-22 年度
から交換を再開できます。理事会は定期的に状況
の再評価を行い、それに応じて参加者の安全と福
利を守るために決定を変更していきます。

ロータリーのリーダーシップ、委員会、RI 事務局
Q: RI 理事会とロータリー財団管理委員会は、引
き続き会合を開きますか。
A: はい。RI 理事会と財団管理委員会は、直接顔
を合わせずに、ウェビナーを通じてオンラインで
会合することとなります。

Q: インターアクトとロータリー青少年指導者養
成プログラム（RYLA）について知っておくべきこ
とがありますか。
A: 計画されているイベント、旅行、地元活動によ
り青少年が大きなリスクにさらされるかどうかを
検討し、必要不可欠ではない旅行または大勢が集
まる行事は中止または延期とすることをご検討く
ださい。

Q: RI 理事会は最近、新型コロナウイルスに関連
する決定を行いましたか。
A: はい。国際ロータリー理事会は 2021 年 1 月の
会合で、コロナウイルスの拡大を抑えるというロ
ータリーの明らかな責務を反映した決定を行いま
した。引き続き世界の多くの地域でコロナ禍が猛
威を振るう中、会員・職員とその家族、地域社会
の健康を守ることがロータリーの最優先事項とな
ります。
理事会は、今年度もロータリー国際大会をバーチ
ャル（オンライン）で開催することを決定しまし
た。また、RI 理事会は、本ロータリー年度の残り
の期間、会長、会長エレクト、財団管理委員長を
除くロータリーリーダーが、直接対面式の会議に
出席する経費（旅費その他の経費）を支給しない
ことを決定しました。この決定は、理事、管理委
員、地域リーダー、地区ガバナー、ガバナー補佐、
そのほかのリーダーに適用されます。RI 理事会会
合と委員会会合も、引き続きバーチャルで実施さ
れます。
この決定を通じて、世界保健機関（WHO）と国の公
共保健当局による指針に従い、ロータリーは、不
必要な旅行を制限し、最善の公共保健の慣行を実
践し、会員と地域社会を守ることになります。
Q: 国際ロータリー事務局では感染予防対策が取
られていますか。
A: RI 職員によるすべての旅行は、国外・国内を
問わず、2021 年 6 月 30 日まではキャンセルされ
ました。世界本部と各国事務局のほとんどの職員
は、テレワーク（在宅勤務）となります。

学校を拠点とするプログラムの参加者に影響を与
える休校または始業の遅延については、学校の指
示に従ってください。また、学校が再開するまで
学生の安全を守りつつ、どのように参加を維持で
きるかについて検討してください。ロータリー活
動・行事の参加者が感染する可能性とその他の悪
影響を最小限とするために、ロータリークラブと
地区がどのような対策を取っているかを親・保護
者に説明してください。
Q: ほかの種類のロータリープログラムや交換に
ついて知っておくべきことはありますか。
A: ロータリー友情交換の参加者およびロータリ
ー行動グループとその関連支部は、イベント、会
合、活動の中止または延期を検討する際に、世界
保健機関および現地の国・地域の保健当局からの
勧告に従うべきです 。
ロータリー友情交換や新世代交換といった国際交
換を行っている地区は、現在高まりつつある感染
リスクに参加者をさらしてしまう可能性がありま
す。運営者は、予定している旅行や活動の中止や
延期を検討する際、世界保健機関や参加国・地域
の保健当局が定めるガイドラインに従うべきで
す。
My Rotary 2021 年 3 月 24 日現在

