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 ２０２１年５月６日 

国際ロータリー第 2670地区 

各ロータリークラブ 会長・幹事 様 

パストガバナー 各位 

ガバナー補佐 各位 

地区役員 各位 

  

国際ロータリー第２６７０地区

ガバナー 篠原 徹 

地区大会実行委員長 尾﨑 勝  

 

変更後の地区大会のご案内 

 

拝啓 新緑の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、４月２３日付にて、２０２０－２０２１年度地区大会の開催内容変更のご連絡をい

たしましたが、詳細につきまして別紙の通りご案内申し上げます。 

直前の変更に付き、時間的な余裕がない中での資料の送付、並びに返送をお願いすること

に対しお詫び申し上げます。 

何卒ご理解の上、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

 

≪添付資料≫ 

 

資料１ 変更後のプログラム 

資料２ 映像視聴による参加方法 

資料３ 大会決議案書面決議書 ※５月１２日（水）締切 要返信 

資料４ ご連絡事項 
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≪資料１≫ 

2020-2021年度 国際ロータリー第 2670地区 

地区大会プログラム 
 

実施日：２０２１年５月１５日（土） 

会 場：サンポートホール高松 大ホール 

◆ 会長・幹事会（書面開催） 

１０：００  大会決議案承認の件 

◆ 本会議 

  １３：００  本会議開会               

  点鐘                     ガバナー 篠原  徹 

  国歌『君が代』斉唱           ソングリーダー 国領 章博 

  ロータリーソング『奉仕の理想』斉唱       

１３：０５  開会の言葉             地区大会実行委員長 尾﨑  勝 

１３：０８  ガバナー挨拶                 ガバナー 篠原  徹 

  ＲＩ会長からのメッセージ 

１３：１８  地区内会場出席役員紹介                   ＳＡＡ 

１３：２１  ホストクラブ挨拶           ホストクラブ会長 北岡 省三 

１３：２６  物故会員追悼                        ＳＡＡ 

１３：３０  大会記念事業発表          地区大会実行委員長 尾﨑  勝  

１３：３３  新会員紹介                         ＳＡＡ 

  １３：４３  第２６７０地区現況報告            ガバナー 篠原  徹 

  １３：４８  表彰者紹介                         ＳＡＡ 

   各委員会報告 

１３：５８  信任状委員会報告                      ＳＡＡ 

  １３：５９  指名委員会報告                       ＳＡＡ 

  １４：００  大会決議案発表            決議委員会委員長 白井  聡 

１４：０５  大会決議案採択結果発表                   ＳＡＡ 

  １４：０７  直前ガバナー・直前代表幹事記念品贈呈の報告         ＳＡＡ 

  １４：０８  ガバナーエレクト紹介             ガバナー 篠原  徹 

挨拶         ガバナーエレクト 東  邦彦 

         ガバナーノミニー紹介             ガバナー 篠原  徹 

 挨拶         ガバナーノミニー 八田  光  

ガバナーノミニー・デジグネート紹介      ガバナー 篠原  徹 

  １４：１８  次期地区大会開催地発表            ガバナー 篠原  徹 

         次期地区大会ホストクラブ挨拶 

次期地区大会実行委員長 田辺  豊 

  １４：２３  ガバナー挨拶                 ガバナー 篠原  徹 

  １４：３０  点鐘  閉会                 ガバナー 篠原  徹 
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≪資料２≫ 

地区大会 You Tube 配信のお知らせ 

 

２０２１年５月１５日（土）開催の２０２０－２０２１年度 国際ロータリー第２６７０

地区 地区大会の You Tube配信の視聴方法を下記通りお知らせいたします。 

 

記 

 

◆ 開催日時 ： ２０２１年５月１５日（土） 

 １３：００ ～ １４：３０        

       

◆ 開催場所 ：  サンポートホール高松 大ホール             

 

◆ 視聴方法 ：  You Tube による配信 

※「国際ロータリー第 2670 地区 2020-2021 年度 ガバナー事務所」のホームページ

（http://rid2670gov.jp）にアクセスしてください。 

トップページに『国際ロータリー第 2670地区 2020-2021年度 地区大会配信』と記

載のバナーを当日までに貼り付けますので、そのバナーをクリックしていただくと

映像ライブ配信に接続できます。 

   

  ※当日視聴上の問題がある場合、下記連絡先までお問い合わせください。 

 国際ロータリー第 2670地区 ［香川］地区事務所 TEL：087-873-2225 

   

 ※映像の視聴につきましては、年度内は視聴できますのでご都合に合わせて利用くだ

さい。 

 

以上 
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≪資料３≫ 

2020-2021年度 国際ロータリー第 2670地区 

地区大会 会長・幹事会書面決議 回答表 
 

 

◆ 会長・幹事会（書面開催） 

開催日時：２０２１年５月１５日（土） １０：００ 

開催内容：『大会決議案』承認の件 

 注）大会決議案の詳細につきましては、送付プログラム冊子の 51～52 ページをご参

照ください。 

注）決議第５号につきましては、別添の「2019-2020 年度会計決算書」をご確認くだ

さい。 

 

決議第１号  国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク氏の 2020-2021年度テーマに

協力推進する件 

決議第２号  国際ロータリー会長に対し、会長代理派遣に感謝する件 

決議第３号  国際ロータリー会長代理 北 清治氏に感謝する件 

決議第４号  直前ガバナーならびに直前地区代表幹事に感謝する件 

決議第５号  2019-2020年度地区財務の監査報告採択の件 

決議第６号  ガバナー指名手続きに関する件 

決議第７号  ロータリアンの職業倫理に関する件 

決議第８号  会員増強に関する件 

決議第９号  次年度地区大会開催に関する件 

決議第 10号  地区大会ホストクラブ、コ・ホストクラブに感謝する件 

決議第 11号  「熊本、福岡豪雨災害」復興に対する支援の件 

 

上記１１項目の決議案を承認する。 

令和  年  月  日 

 

           （             ）ロータリークラブ 

 

         

会  長（直筆署名）                    

 

●ご返送期限  ２０２１年 5月１２日（水）必着 

 クラブ名・会長署名欄記載の上、地区大会実行委員会事務局へ FAX（087-802-5204）ま

たは、E-mail（ info@rid2670gov.jp）にてご返信ください。 

 

mailto:info@rid2670gov.jp
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≪資料４≫ 

 

● 変更後の地区大会本会議の参加方法について、会場参加と映像視聴による参加をご

案内いたしましたが、会場参加につきましてはソーシャルディスタンスを確保する

ため会長・幹事に限定（但し、地区役員の方は除きます）させていただきます。映像

視聴による参加は、最低でも会長・幹事の視聴をお願いするもので、会長・幹事以外

の会員の皆様の視聴を妨げるものではありません。 

 

● 地区大会当日ライブ配信をおこないますが、６月一杯ホームページより視聴が可能

です。 

 

● ５月６日（木）発送で、リアル開催（変更前）のプログラム冊子を、各クラブ３月末

日付会員数分＋３部をお届けしております。開催プログラム以外の内容につきまし

ては支障ございませんので、ご視聴の折もしくは後日ご参照の上ご活用ください。 

 

● 当日、会場参加されます皆様には、お手数ですが送付済みのプログラムをご持参の

上ご来場ください。 

 

● 会長・幹事会での委員会報告事項につきましては、後日、資料を配布するか地区大会

記録誌に掲載予定です。 

 

● 表彰につきましては、被表彰者への表彰品の発送を以って表彰に変えさせていただ

きます。表彰者一覧は別送いたしますプログラム冊子をご参照ください。 

なお、代表登壇の為すでにご郵送いただいております表彰品については、追ってご

返送いたします。 

 

● 記念品贈呈につきましては、受贈者への記念品の発送を以って贈呈に変えさせてい

ただきます。 

 

● ご来場の際は、マスクの着用等、感染拡大防止にご協力をお願いいたします。 

尚、発熱などコロナ感染を疑う症状が見受けられる方のご来場はお控えください。 

 

 

 

 


