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●点 鐘
●ロータリーソング
われらの生業
●四つのテスト
●本日のゲスト
(株)エニウェイ 瀬上 大輔様
●会長の時間

会長

大原

誠

みなさんこんにちは。
東京オリンピックの
熱戦が続いています。
昨日は男子ゴルフを
ずっと見ていたので
すが、松山英樹選手
は惜しかったですね。
終盤何度かメダル獲
得のチャンスがあっただけに残念でした。日本選
手の活躍に視線が集まっていますが、これまでに
スケートボード女子ストリートで金メダル西谷さ
ん 13 歳を筆頭に 10 歳代のメダリストがすでに 5
名となっといます。前回のリオデジャネイロが 10
代 2 人でしたので、若年世代が大幅に躍進してい
ます。その理由の一つとして言われていますのが、
YouTube、インスタグラムや Facebook 等の SNS を
活用して、若いうちから一流プレイヤーの技術や
ノウハウに対する情報収集力が格段に上がってい
ることだそうです。特に 1 年延期となった今回の
東京オリンピックでは、コロナ禍の中でのこうし
たインターネットの活用によるスキルやレベル向
上が若い選手ほど結果となって表れているのでは
ないでしょうか。本日の 8 月度第一例会のプログ
ラムは、公共イメージ/IT 委員会によるネットによ
る「オンライン例会について」です。
「My Rotary」
のホームページでは、
“バーチャル形式への躍進：
参加を促進しよう”と題し、
“従来の方法で会合を
開くことが困難な場合は、バーチャル形式の会合・
例会を開きましょう”とあり、そのためのヒント・

アイデア、ベストプラクティスについて紹介され
ています。その中で、バーチャル会合、すなわちオ
ンライン例会をクラブとして検討する際のポイン
トとしまして、次の留意点を掲げています。
①ロータリーボイスで紹介されている「新型コロ
ナウィルス流行の中でロータリーに参加し続け
る方法」を読む。
②バーチャル会合でもクラブの独自性を保つよう
に工夫する。
③バーチャル会合後も会員がオンラインに留まっ
て交流や会話を続けられる設定を検討する
④入会候補者をバーチャル形式の例会やイベント
に招待する。
⑤新会員の入会式をバーチャルで行い、その情報
を広く紹介する。
このように単にオンライン例会を開催するといっ
たことではなく、ロータリーとしての意義ある形
での実施が求められていますので、コロナ禍にお
いては例会の開催方法の多様性の確保は必要であ
り、当クラブにおけるオンライン例会の開催に向
けて、この後の委員会でのお話をしっかりとお聞
きいただき、ご理解いただきますとともにご意見
がございましたら、ぜひお願いしたいと思います。
なお、オンラインいわゆる Web 会議のシステムに
は、大きく分けるとクラウド型とオンプレミス型
という 2 種類があり、また日本では一般的な Zoom
のほかに Google が提供する Google Meet,世界で
最も使われている Cisco Webex Meetings など多く
の Web 会議システムがあって、参加者数、導入・ラ
ンニングコスト、セキュリティー面やネット環境
等、それぞれの特徴があります。ちなみに、先週 29
日に、ひだしんが資金運用でお世話になっていま
す大手証券会社のイベントで「オンラインで田崎
真也とワインを愉しむ会」が正にオンラインで開
催され、参加したのですがこれには Cisco Webex
Meetings が採用されていました。事前に赤・白・
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ロゼのワイン 3 本と 3 種類のチーズが送られてき
まして、当日は田崎氏が各ワインの特徴とそれに
合う料理等について説明されながら美味しくワイ
ンをいただきました。正にオンライン飲み会であ
り、先日やむなく取りやめとなった「納涼例会」等
について、同じような方法でできる可能性もある
と思った次第です。ちなみに最近欧米ではロゼが
主流にあること、また肉料理であっても“しゃぶし
ゃぶ”には白ワインが合うということでした。以上
残り 34 回会長の時間といたします。

●幹事報告

幹事

下田

徳彦

◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリアン誌
＊静岡県熱海市 土石流災害
義援金
46,138 円
振り込みました。

8 月のお祝い
＜会員誕生日＞
高原 龍士
Ｓ４８年 ８月 ２日
岩垣津 亘
Ｓ２９年 ８月２６日
前越 路子
８月２６日
＜夫人誕生日＞
谷口 欣也
とも子
今井 哲也
陽子
長瀬 栄二郎 まり子

８月 ４日
８月１８日
８月２８日

＜結婚記念日＞
島 良明
Ｓ５０年 ８月１５日

●公共イメージ/IT 委員会

委員長

前越 路子(代理:久々野國良)

本日は、公共イメージ IT 委員会の担当で、オンラ
イン例会について皆様と学んでいきたいと思いま
す。昨年からのコロナ禍の中で、ロータリーの基本
である例会が中止されるという事態が続きました。
毎週皆様にお会いできて、お話ができるのを楽し
みにしてロータリー活動を続けてきましたが、こ
こにきて全く会えない状態が続き、なんとも寂し
いことになっています。そんな中、いろいろな機会
にオンラインで顔を合わせ、話をすることができ
ることがありました。会議も ZOOM で行うことで、
開催できるようになりました。そこで、例会もオン
ラインで行う事にチャレンジしたいと思います。
規約でも例会をオンラインで開くことができるよ
うになっています。そのため、今日はオンラインで
つながるにはどうするかについて、動画で勉強し
ていきたいと思います。

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日の講師 瀬上大輔様、後ほどはよろしくお願い
致します。
理事役員一同
今日はお忙しい中、私のためにお集まりくださいま
してありがとうございます。48 歳になりましたが、
まだまだ若輩者ですので、皆さまのご指導を頂きた
くニコニコへ。
高橋 龍士
今日はたくさんの方がお休みです。
今月は例会が 2 回
しかありませんので、1 回も顔をあわせることのない
メンバーが多くなる月になりそうです。
足立 常孝
東京オリンピック 男子ゴルフ松山選手・・残念でし
た。今度は女子畑岡選手に期待します。
顔晴ろう日本！
島 良明
何もないことに感謝してニコニコへ
二木

公太郎

久しぶりのニコニコ委員です。皆様、良い事が少ない
コロナ禍ですが、何か見つけて是非ニコニコへ。
伊藤 正隆
本日、早退させて頂きます。

岩本

正樹

