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次回例会予定

臨時休会のお知らせ

2021 年 3 月 18 日（木） 第 2468 例会

2021 年 2 月 18 日（木） 第 2466 例会
3 月 4 日（木） 第 2467 例会

臨時休会
◆会長挨拶◆

河野

優作

まだまだ先行きが不透明なうえ、この後より一層、難し
いロータリーの活動にはなると思いますが、「出来ない」で

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、1 月

はなく「どうしたらできるか」を第一に考えロータリアンと

29 日付でホルガー・クナーク国際ロータリー会長より本年

して箕面ロータリークラブとして今できることに精一杯、取

6 月 12～16 日の日程で台北にて開催予定でありました

り組んでいきたいと思っております。会員皆様のご指導、

「2021 年ロータリー国際大会」をバーチャルにて開催と

ご協力お願いいたします。

することが決定いたしました。
台湾はコロナウイルス対策で成果を上げていますが、
世界保健機関ならびに台湾の公共保健機関によるガイ
ダンスのもと規模の大きなイベントである国際大会を安全
に開催するのは不可能であることが明らかになったようで
す。大会を心待ちにされていた全ての皆様、また長年に
わたり準備にあたってこられた大会関係者の皆様のお気
持ちを思いつつ苦渋の決断をされたクナーク会長のご心
中察するに余りあります。

◆2021-2022 年度 RI 会長テーマ 発表◆
当 2660 地区におきましても、緊急事態宣言が行われ、
予断を許さない状況です。手指の消毒、マスクの着用、3

「SERVE TO CHANGE LIVES」
「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」

密を避ける、テレワークの推進、そして不要不急の外出を
控え、新型コロナウイルスの抑え込みの方法を考え実行
しウイルスの広がりを抑えましょう。

１ 真実かどうか

4 つのテスト 言行はこれに照らしてから
２ みんなに公平か
３ 好意と友情を深めるか
４ みんなのためになるかどうか
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◆幹事報告◆

前田

建司

・今後の例会について

委員長

西宮

富夫

【ロータリアンの寄付領収書】

２月１８日

臨時休会

３月

臨時休会

４日

◆国際奉仕委員会報告◆

国際奉仕委員会の今年度の方針は『＜ロータリアン+個人

これ以降につきましては、状況を見ながら判断していく

名＞での寄付を RI 名で集約する研究』ですが、少し進展し
ましたので、報告します。

・IM ロータリーデー及びフレッシュロータリアン交流会の
中止

（1） 今回、ウォーターエイドジャパンから寄付依頼書が

・台北国際大会はリアルでの開催を断念し、バーチャルで

来て、それに郵便局の払込票が付いていたので、その通信
欄に「領収書と寄付依頼人の名前をロータリアン西宮富夫

の開催

でお願いします」と書いたところ、ウォーターエイドジャ
・５０周年記念モニュメント寄贈について
３/５

設置整備工事

５/１

除幕式

パンから下記の通り「ロータリアン西宮富夫」で寄付の領
収書を頂きました。

（河野会長・黄堂委員長出席予定）

・箕面観光ホテル休館は 3/7 まで延長と決まった。事務局
は通常通り業務を行う。

◆２月お誕生日◆
２月

１日

林

たかみ

会員

６日

庄司修三郎

会員

例会が再開されましたら、お祝いと記念品贈呈を行う
予定にしております。
（2） クラブ推奨以外の団体に寄付することですが、推奨
団体にまとまって寄付してきたロータリアンにとって、新

◆米山奨学金授与について◆
現在例会が開催出来ない状況となっておりますので、米山
奨学金授与につきましては、米山カウンセラー木村知也
会員より、直接お渡しいただいております。

しいステップ（超我）の例といえます。
何故なら、決議 23-34 の 6（ｇ）は“クラブがひとかた
まりとなって行動するだけで足りる奉仕事業よりも、すべ
てのロータリアンが個々の力を発揮する活動の方がロータ
リーの精神に適っている。ロータリークラブの綱領に基づ
く奉仕活動はロータリークラブの会員に奉仕の訓練を施す
ためのいわば研究室の実験としてみるべきだからである”
としています。つまり、例えば寄付に慣れていないロータ
リアンがクラブで寄付の訓練を受けた結果、自ら希望する
寄付ができるようになったのであれば、その寄付の方がロ
ータリーの精神に適っている、ということだからです。
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☆箕面市上島市長と懇談☆
（出席者

☆春のこどもフェスティバル開催☆

河野会長、浦会長エレクト、芝野ノミニー、前田幹事）

箕面ロータリークラブも協賛しております『春のこど
箕面市上島市長を訪問し、箕面市の今後の政策や、箕面

もフェスティバル』が開催されます。今年度はコロナ

ロータリークラブとして何ができるかなど話し合いまし

禍の影響により「謎解き滝道ウォークラリー」のみの

た。

開催となります。

☆姉妹都市フォーラムのご案内☆
箕面メキシコ友の会と箕面市ハット市友好クラ
ブ共催フォーラムのお知らせです。
オンライン開催（ＺＯＯＭ）、参加は無料です。
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ホルガー・クナーク RI 会長より「2021 年国際大会」の開

行います。これには、ローターアクト、青少年交換役員、

催方法について、下記連絡がございましたので、ご案内い

国際共同委員会の各大会前会議の登録料、食事を伴う行事

たします。

のチケット料金も含まれます。全登録者に情報をお伝えし、
キャンセルと返金の手続きができるよう準備を行っており

ロータリアン、ローターアクター、友人の皆さま

ますので、皆さまの登録、チケット、ホテル予約のキャン
セルについて RI 登録業務部に問い合わせの連絡をしない

昨今では、大規模なイベントを直接対面式ではなくバーチ

ようお願いいたします。 本日よりも前に登録キャンセルを

ャルに移行するという 残念なニュースを耳にすることが

した方には、50 ドルの手数料も返金されます。

多くなりました。
誠に残念なことに、この度、国際ロータリー理事会も、

ホスト組織委員会（HOC）チケット制行事の登録

今年の国際大会をバーチャル行事として開催するという苦

ホスト組織委員会行事のチケット料金は、台北ホスト組織

渋の決断を再び余儀なくされることとなりました。 まった

委員会により返金が行われます。詳しくは

く予期していなかった決定ではないものの、私たち、そし

rotarytaipei2021.org をご参照ください。

てこの一大行事を計画してこられた台湾の方々にとって、
非常に残念な決定です。素晴らしい行事となっていたで あ

ホテル客室予約

ろう今大会の支援に力を捧げてこられたホスト組織委員会

ロータリーの公式予約業者である Maritz を通じて行われ

に、心から感謝したいと思います。

たロータリー指定ホテル 客室の予約については、皆さまに
何も行っていただく必要はありません。キャンセルの詳細

ワクチン導入と公共の保健対策によって新型コロナウイ

について、Maritz が皆さまにご連絡します。団体でホテル

ルス流行が終息することを願っておりました。世界の多く

予約をし、料金の一部または全額を既に支払った方には、

の地域で今もコロナウイルスが猛威をふるっており、大勢

返金手続きについてフォローアップの連絡が行われます。

が集まる主要行事については警戒と忍耐をもって開催を控
えなければ ならないことを、私たちは認識しています。台

世界中のロータリアンとローターアクターの皆さまにご

湾はコロナウイルス対策で成果を挙げており、現地のロー

理解いただき、引き続き学び、適応する意欲を保っていた

タリアンは地元での国際大会開催に期待を膨らませておら

だけることを願っております。この経験を通じて、ロータ

れました。世界保健機関ならびに台湾の公共保健機関によ

リーはより強く、迅速に対応できる組織となることができ

るガイダンスの下、 これほどの規模のイベントを安全に開

るでしょう。またバーチャル国際大会は、この新しいロー

催するのは不可能であることが明らかとなりました。伝統

タリーを映し出すものとなるでしょう。

的な形式での国際大会ができないのは残念ですが、世界の
全ロータリアンが 参加できるバーチャル国際大会が企画

皆さまのご健康をお祈りしております。

されていることを嬉しく思います。昨年の バーチャル国際
大会は、1 週間にわたるプログラムを含め、非常に多くの

心を込めて

方にご視聴いただきました。今大会を最高のバーチャル行
事とするために、これまでに私たちが学んできたすべての

2020-21 年度国際ロータリー会長

ことを生かして、楽しみ、学び、わくわくするような新た

ホルガー・クナーク

な機会とすることができるでしょう。2021 年バーチャル国
際大会に関する詳細は、近日中にお知らせします。

国際大会、大会前行事、チケット料金の返金
RI は、登録者全員の登録を自動的にキャンセルし、返金を

１ 真実かどうか

4 つのテスト 言行はこれに照らしてから
２ みんなに公平か
３ 好意と友情を深めるか
４ みんなのためになるかどうか

