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６月１２日に台湾囲碁大会 

台北のＲＩ大会の前日開催に 

 

2010年4月の第11回台湾囲碁大会で参加者一行は台北市の北東の景勝地九份を散策 
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親睦活動を考える 
第２１回ＲＩ囲碁大会（台湾･桃園市）開催に向けて 

        GPFR 日本支部長 新藤 信之（東京立川こぶしＲＣ） 

今年の１０月３日に予定されていた「第１９回全国囲碁大会」（日本棋院）は、残念ながら未だ新

型コロナ感染拡大が収まらず、中止の止むなきに到りました。現在、来年６月に開催予定の台湾

でのロータリー国際大会に合わせ、前回延期された「第２１回国際ロータリー囲碁大会」を台湾支

部で準備していただいております。 

ロータリー国際大会開催の是非については、来年１月のＲＩ理事会で最終決定がなされることに

なっておりますが、一日も早いワクチン供給により新型コロナの感染拡大が収まり、感染者数が

小康状態を保ち、同時期に両大会が開催できることを心から願っております。 

一向に終息の兆しが見えない今、人の移動は未だ大きく制限されています。「三密」を避けたウ

ェブによる会議やイベントが随所で盛んにおこなわれています。このことはロータリーの世界でも

例外ではありません。 

実は最近、クラブの友人を介してドイツから囲碁大会のＷｅｂでのオファーがありました。その前

日に、ロータリー本部から日本支部役員宛てに一通の次のメールが届いておりました。 

Greetings Go Fellowship Officers, 

 I hope this email finds you well.  I am following up with an email request from last year 

October 2019.  You can see that communication forwarded below.  I have been contacted 

again by Dr. Christoph Klawe who has interest in joining your fellowship.  I understand that 

he has reached out to some of you again recently.  I hope that your group is still active and 

just a reminder that one of the 4 items to maintaining active status in the RI Code of 

policies is for Fellowships to respond to inquires (see below.)  So when you get a moment 

can you please respond to Dr. Klawe at c.klawe@web.de  

about:blank
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42.020.3. Maintaining Active Status 

The general secretary will promote fellowships as member engagement and retention opportunities. 

  

Fellowships meeting the following criteria will receive promotional preference through Rotary 

media and at events such as the International Convention, subject to space availability: 

  

1)  Maintain a web presence (website, social media page) with current information 

2)  Report their chair annually to Rotary International 

3)  Submit an annual report to the general secretary by 1 September 

4)  Respond to inquiries from its members, prospective members, and the general 

secretary  (January 2019 Mtg., Bd. Dec. 115) 

Sincerely,  

Lisa Cook （Specialist, Service and Engagement  Rotary Service Connections | RI Programs） 

 ドイツからのオファーとＲＩ本部からのメールが関係していることを認識し、早速、２０１９年ＲＩ理事

会決定１１５号を調べました。この決定では、ロータリー章典 42.020.3.「正会員としての身分維

持」が新たに規定され、その 4)は「会員、入会希望者、事務総長から問い合わせに応答する」こと

を一つの基準として定めていることを初めて知りました。（詳細はロータリー文庫ＨＰの文庫検索で

「理事会議事録 2019」をクリックし参照） 

 ロータリーの親睦活動（ロータリー章典 42.020）については、主に、２０１８年１０月理事会決定５

８号と上記の決定１１５号に因って最近改訂されていることが判明しました。一口でその内容の特

徴を言えば、理事会を代行する事務総長の親睦グループの認証と終結に関する権限強化です。 

 メールは「入会参加者からの問い合わせに応答する」ことをしてくださいとのＲＩ担当者からの指

示であると理解し、友人を通して Dr.Klawe氏にどういうことかを問い合わせてみると、ウェブによ

り「ポリオ撲滅チャリティー囲碁大会」をドイツの２クラブと私の所属するクラブの３クラブで開催し

たいということで、そのポスターも既に用意されていたので、驚いたのは勿論、不愉快な気持ちを

禁じ得ませんでした。 
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 Ｄｒ.Klawe氏はまだ新しいクラブの会長とのこと、人道的奉仕活動に熱心であることは結構なこ

とですが、私の個人的見解とは相当の隔たり

があり、ＲＩが仲立ちし、入会するなら大いに

歓迎しようと考えていました。 

 クラブが共催するかは別にして、日本支部

長としてこのプロジェクトに関わることは本意

とするところではありません。囲碁同好会は

国際ロータリーの傘下にありますが、同好会

あくまで親睦・趣味の団体で、奉仕団体ではありません。同好会の会員が、或いはその所属する

クラブがロータリアンとして或いはロータリークラブとしてこのプロジェクトに参加することは結構な

ことで決して否定はしません。しかし、支部長がこのプロジェクトを「良いことをしよう」と言って、同

好会自らが参加することは、同好会の目的、趣旨に反すると判断しました。 

 確か以前にもこの種のことで迷ったことを記憶しています。日本視覚障害者囲碁協会理事長の

柿島光明氏が日本棋院での全国大会に来訪し、特殊な碁盤での手合いとお話をいただきました。

その際招待する前提として、同好会としては直接ご協力できないけれど、参加した会員にご協力

をお願いします。更に会員がクラブに帰ってクラブが協力できればお願いしたいと伝えます、と言

って来ていただきました。 

 今回も、ドイツが５番目の支部として発足し、台湾での国際囲碁大会に参加してくれるということ

であれば、大歓迎しご案内するつもりでおります。会員の皆様のご理解とご賛同をいただけたらと

思います。 

 来年 6月の台湾・桃園での国際ロータリー囲碁大会で、皆さまとお会いできるのを期待し、楽し

みにしております。 

 

写真右は前回囲碁大会で台湾初のＲＩ会長、ゲーリー・ファン（黄其光）氏と 
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ＲＩ大会開会式に参加を 

台湾ＲＩ囲碁大会団体旅行のお誘い 

 

2000年3月に発足したＧＰＦＲ（ロータリー囲碁同好会）は、毎年春に国際囲碁大会

を、秋に国内で全国囲碁大会を開催して活動を続けてきましたが、新型コロナウイリ

スの蔓延により、2020年4月の台湾での「第21回ＲＩ囲碁大会」が延期に、同10月の

「第19回ロータリー全国囲碁大会」が中止の事態となりました。 

 コロナ禍がますます広がりを見せる中、ワクチン開発が進み東京五輪も明るい見通

しになってきたことから、台湾支部より「来年6月開催のＲＩ国際大会を契機に、ＲＩ

囲碁大会を同時開催したい」との提案がありました。新藤支部長からＧＰＦＲ理事で

日洋航空㈱社長の金澤拓平氏（東京青山ＲＣ）にＧＰＦＲ主催で団体旅行をお願いし

たところ、ＲＩ大会は各国からロータリアンが大挙集まるので、12月初旬には参加者

を募ってほしい、との要望がありました。 

 台湾支部長の游長和さんがエバーグリーン財閥の創始者であり、格安ながら評判の

高いエバーグリーン航空を使いたいが、他社と違って団体旅行でも搭乗者の確定が先

決になっているので案内を急いでお願いしたい、と説明がありました。 

 誠に恐縮ですが、格安で毎回日洋航空さんにお願いしていますので、同封しました

団体旅行ご案内（裏面あり）の通り「ＲＩ囲碁大会に参加してＲＩ大会開会式も見よ

う」を謳い文句に団体旅行の企画を立てました。参加ご希望の方はまず、ＧＰＦＲ日

本支部宛に申込書にご記入のうえＦＡＸ（０３－３４５２－１６５２番）で送信をお

願いいたします。 

 個別でＲＩ囲碁大会に参加も可能ですが、2021年6月13日（日）の開会式を含むＲＩ

大会には大会登録が別個必要で大会登録料が2月15日（月）までが特別割引になってお

ります。これを過ぎると割増しとなりますので、早めの大会登録をお勧めします。囲

碁大会参加料19,500円は団体旅行代金に含まれます。 

参加者のご希望に従って日洋航空から改めてご案内の連絡をいたします。その旨、

同封しました参加申込書に個人、団体参加を問わず、ご要望を明記してください。家

族の同伴も可能です。台湾支部では会員割引で桃園のホテルを確保します。また、同

伴のご家族にはミニ旅行が準備されています。 

 単独での個別参加者は2021年6月11日（金）18：00に桃園市内のホテルロビーに集合

して、団体旅行者一行とともに台湾支部主催の歓迎晩さん会に臨みます。現地解散で

す。詳細は日洋航空からお知らせしますので、お問合せください。 

                 ＧＰＦＲ日本支部幹事 太田清文（東京ＲＣ） 
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次回全国大会は10月２日（土） 
GPFR 日本支部は 2021 年 10 月 2 日（土）午前 10 時から東京・市ヶ谷の日本棋院本

院 1 階の対局室で「第 19 回ロータリー全国囲碁大会」を開催します。 

昨年はコロナ禍により、4 月の台湾国際囲碁大会が延期に、また 10 月の全国大会が

中止という事態になりましたが、今回も全国囲碁大会は 3クラス制、1時間の早碁戦で、

同クラブ上位２人の得点によるクラブ対抗戦も行います。登録受付は 09：30、昼食挟

み 4 局の予定。表彰式は 16：00 です。 

 3 クラスとも個人上位 4 位まで、またクラス対抗戦は上位 3 位までの RC に入賞楯を

用意しています。登録料 7000 円（昼食代等含む）の予定。大会の詳細は次号、または

「ロータリーの友」よろず案内欄に掲載いたします。 

 

会費納入のお願いと全国大会のご案内 

ロータリアンの囲碁仲間を GPFR にお誘いください。新規入会のお申し込みは、ご本人

の地区、クラブ、氏名、年齢、級段位を明記して所属のクラブ事務局を通じて FAX で下記

の GPFR 日本支部宛に送信をお願いいたします。年会費 2000 円。入会金はありません。 

 年会費は、同封の郵便振替用紙（口座番号 00100-0-427835 ロータリー囲碁同好会宛）

をご利用のうえ、「2020～21 年度会費」として 12 月末までに 2000 円をご送金ください。 

 台湾での「第２１回ＲＩ囲碁大会」のお申し込みは別紙ご案内の通りに同封の「台湾大会

参加申込書」にご記入の上、ＦＡＸでＧＰＦＲ日本支部（ＦＡＸ０３－３４５２－１６５２）

に 12 月 18 日（金）までに送信してください。ＦＡＸで大会要領等を返信いたしますので、

必ずご自宅、または所属ＲＣのＦＡＸ番号を明記してください。 

なお、会費の振込み手数料（100 円）はご負担ください。GPFR は皆様の会費で運営して

おりますので、何卒、会員の増強と会費の納入のご理解とご協力をお願い致します。GPFR

の活動については、HP(http://www.gopfr,org)をご覧ください。 

 

 

〒104-0031東京都中央区京橋 2-11-8全医協連会館1F 

2580 地区ガバナー事務所内  ロータリー囲碁同好会 

専用 FAX  03－3452－1652 

日本支部長 PDG 新藤信之 


