ＲＩ会長杯ワールドゴルフ大会のお知らせ
概要

この種のイベントとしては初めてのもので、ゴルフゲームを通じて
「寄付の精神」で世界を一つにするものです。
世界中で仮想分散形式で行われ、 プレーヤーは共通の週に各自の
都合のよいゴルフコースでプレーし、人生を変える情熱のためにス
イングします。ぜひ計画してください。

チャリティー

・このイベントでは、「End Polio Now」をテーマにポリオ撲滅のた
めの寄付金として最低 50 米ドルをロータリー財団に寄付してい
ただきます。
・寄付金は、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団から 2 倍のマッチングを受
けることができます。
・すべての寄付金は、それぞれの国の税法上の免除の対象となりま
す。

開催日程

2022 年 2 月 14 日（月）～20 日（日）のご都合の良い日（ご希望
の 曜日と時間帯で）にゴルフをお楽しみください。
・プレーヤーは、希望する日とゴルフコースを自由に選んでプレーし
てください。
・RC のゴルフ同好会の皆様、グループや分区のゴルフコンペなど
をこの週にあてていただくなど、交流を深め楽しみながら END
POLIO へ貢献しましょう。

スケジュール
・2022 年 2 月 14 日午前 8 時（IST＝Indian Standard Time
（Zoom コールによる インド標準時間＝日本時間午前 11 時 30 分）
シンボリック・ティーオ Zoom コールによるシンボリック・ティーオフを行います。
フ）
・プレーヤーは、2021 年 2 月 14 日から 2021 年 2 月 20 日ま
での間であれば、お好きな時間にティーオフすることができます

が、Zoom コールによるシンボリック・ティーオフには必ずログイ
ンしてください。
Zoom について

Zoom コールを受けるためには、Zoom のアカウントを持ってい
る必要があります。

スコア提出について

・プレーヤーはラウンド終了後、Google フォーム（登録時と同じ
https://forms.gle/cfKMAVG2r6c7nxmG7）を通じて直
ちにスコアを提出してください。登録時にはスコア入力の項目は
ございませんが、大会が近くなりましたらスコア入力項目が追加
されます。
・スコアの提出は、プレー当日の午後 7 時までに、それぞれのタイム
ゾーンに合わせて提出していただきます。

ホール

・18 ホール
・シニア（65 歳以上）、スーパーシニア（70 歳以上）の方は 9 ホール
でも 18 ホールでも OK です。

進行

・ステーブルフォード 3/4 ハンディキャップ
・ポイント ：イーグル 4 点／バーディ 3 点／パー2 点／ボギー1 点
／ダブルボギー以上はノーポイント
・パー71 以下のコースでは、パー5 のホールがパー4 としてプレー
されます（ストロークインデックスは変わりません）
・スコアリングはグロスポイントとネットポイントで行われます。
・承認されたハンディキャップ：ホームコースハンディキャップ／公
認ゴルフクラブまたはゴルフ協会のワールドハンディキャップイン
デックス
・最大ハンディキャップ 28 ／レディース 36

備考

トーナメントバナーのデータ（JPEG）を添付いたします。ぜひプリ
ントしてゴルフ場などでご利用ください。

参加資格

・ロータリー会員
・ロータリアンとその家族
・ロータリアンの友人（招待制）

参加登録

https://forms.gle/cfKMAVG2r6c7nxmG7

※右の Google フォーム
からお申込みください

※Googleform を開くと英語表記で表示されますので、画面を右
クリックして「日本語に翻訳」を選ぶと日本語で表示されます。ただ
し、 氏名、RC 名、ゴルフクラブ名などの入力は英語（アルファベッ
ト）表記でお願いいたします。
「日本語に翻訳」で日本語に切り替わりますが、入力項目の「カテゴ
リーの選択」で
〇高齢者 65 歳以上
〇スーパーシニア７０歳以上
〇レディース
〇しかし
と表示されます。「Men」の日本語翻訳が「しかし」と表示されます
が、「Men＝男性」です。ご承知おきください。
お知らせ

・距離測定器の使用可
・スコアカードに記載のローカルルールに従うこと
・レディース、メンズのレギュラーティー
・ゴルフカート、キャディの使用可

賞品

・優勝 RI プレジデント ゴルフトロフィー（IGFR 会員用）
・優勝 RI プレジデント ゴルフトロフィー（ロータリアン用）
・優勝 RI プレジデント ゴルフトロフィー
（ロータリアン以外の方用）
・優勝 シニア（65 歳以上）9 ホール
・優勝 スーパーシニア（70 歳以上）9 ホール
・優勝 レディース RI プレジデント ゴルフトロフィー
（ロータリアン用）
・優勝 レディース RI プレジデント ゴルフトロフィー
（ロータリアン以外の方用）
・カントリーチャンピオン
・都市チャンピオン ／各都市から 1 名
（1 都市から最低 4 名の参加が必要）
・参加証は、データ形式で参加者全員に送付されます。またはダウ
ンロード先をお知らせします。

賞品の授与式
シェカール・メータ

賞品の授与は、ロータリー創立記念日に合わせ 2022 年 2 月 23
日午後 7 時（インド標準時、日本時間午後 10 時 30 分）に、Zoom

RI 会長出席予定

コールや、Facebook ライブ、YouTube ライブなどのソーシャル
メディアを使って行われます。リンクは参加者全員に 2022 年 2
月 14 日までに共有されます。

エンドポリオ寄付
のお支払いについて

下記「エンドポリオ寄付金お支払い用リンク先」から直接寄付を行
うことができます。
また、公益財団法人ロータリー日本財団を通してもポリオ指定寄付
ができます。ロータリー日本財団へ寄付送金時に送付いただくエク
セルを添付いたします。※通常のものと同じです。
寄付方法はご都合に合わせて行ってください。

エンドポリオ寄付金お
支払い用リンンク先
https://www.rotary.org/ja/donate
エンドポリオ寄付手配 各 RC は参加者がエンドポリオ寄付を手配したことを確認し、地区
後 に RC を 通 し て 名、RC 名、参加者名を、主催者の Parag Sheth（パラグ・シェッ
パ ラ グ ・ シ ェ ッ ト へ ト）大会会長へ E-mail（info@safgr.org）でお知らせください。
E-mail 送信
【メール記入例】
件名 SARGR―End Polio Donation Report（JAPAN）
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District： ２６２０
Rotary Club of： Hamamatsu-South
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Ernest lalaka Silva
主催者

★シェカール・メータ RI 会長
★Rtn(Rotarian) Parag Sheth（パラグ・シェット）, Chair
SAFGR（South Asia Fellowship Golf Rotarian）
TEL +91 9998014005
E-mail info@safgr.org
A/4, B/1, Abhishek, Ratan Nagar, Station Road,
Bharuch – 392001 India.
http://www.safgr.org/founder-chairman.aspx

日本国内の
担当者

国際ロータリー第 2620 地区
浜松南ロータリークラブ副会長 アーネスト・ララカ・シルバー
Email: lalaka@ernesttrading.com
携帯電話番号：090-3552-6670
※お気軽にお問合せください。なお、お問い合わせは、できるだけ
Ｅメールでいただけますようお願い申し上げます。

