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<オンライン例会>
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大原 誠

みなさん、こんにちは。
第 1284 回例会、会長の時間のご挨拶を申し上げま
す。会員の皆さまには大変ご無沙汰しております。
本日は 12 月 20 日の忘年会以来、２ヵ月半ぶりの
例会となります。いかがお過ごしだったでしょう
か？新型コロナウィルスの感染拡大が止まってお
らず、岐阜県のまん延防止重点措置も今月２１日
まで再延長となりました。ご存じの方もあると思
いますが、この措置は県全域でなくても、県内の区
域を限定して発出することができます。今回も県
は飛騨地域にも延長を適用しました。協力金が支
給される業種は限定されており、観光業にかかわ
る業種全体に及ぶものではありません。観光が高
山市の主要産業であり、地元経済の大きな比重を
占める当地区については、今後ぜひ十分な検討を
お願いしたいところです。ご承知の通り、ロータリ
ーは人と人とのつながりを礎としていますが、新
型コロナウィルスの影響で奉仕活動が十分できず、
特に会員相互の親睦に最も重要な例会開催に大き
な支障があります。一昨年来、繰り返される緊急事
態宣言や当地域でのまん延防止重点措置により、
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当クラブにおいても多くの例会や奉仕活動の中止
を余儀なくされています。コロナ禍の終息は依然
見通せない状況にあり、高山中央ロータリークラ
ブとしての各活動をどのように実施していくかは
大きな課題と考えます。社会情勢は、With コロナ
に向けて、ワクチン接種を始め感染防止対策が進
むとともに徐々に生活の習慣や社会規範、人々の
行動が変わりつつあります。今後、ロータリー活動
も同様に変わっていく、あるいは変わらなければ
ならないことも起こってくると思われますが、国
際ロータリーは、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・例会を開く
ことを推奨しており、日本でも一部の地区やロー
タリークラブではオンラインのシステムやツール
を利用しての例会、地区協議会、PETS などが行わ
れています。当クラブも今年度の事業活動におい
て、コロナ禍における例会等の開催方法の多様性
の確保は必要との認識から、公共イメージ/IT 委員
会の活動計画に「オンライン例会のやり方につい
て」を掲げ、８月第一例会のプログラムにて、Zoom
によるオンライン会議の事例について紹介をいた
だきました。それに併せて、当クラブとしての Zoom
使用にかかるライセンス契約、Web カメラや会議用
スピーカーといった機器の購入等、オンライン例
会実施に向けての準備を進めてきました。また、昨
年 8 月以降、例会中止期間中の理事会は、オンラ
インでの開催を数回にわたり実施していますが、
特段大きな問題がないことを確認しています。こ
のようにオンライン例会開催の環境は概ね整いつ
つありますが、先般、理事会を開催し、以下のアプ
ローチにより、当クラブのオンライン例会実施の
ベストプラクティスを検討しました。始めに、オン
ラインでの例会開催が、クラブの定める例会の基
準を満たすかについて、定款および細則を確認し
ますと、
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定款：第 7 条 会合第 1 節―例会
(b)会合の方法。例会は、直接顔を合わせるか、電
話で、オンラインで、またはオンライン参加型の活
動を通じて開催することができる。参加型の会合
は、参加型の活動が掲載される日に開かれるとみ
なされるものとする。
細則：第 5 条 会合
第 2 節 本クラブの例会は、毎週月曜日 12 時 30
分より開催する。
中略
本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員（また
は標準ロータリークラブ定款の規定に基づき、出
席を免除された会員）を除き、例会の当日、その出
席または欠席が記録され、その出席は、本クラブま
たは他のロータリークラブにおいて、その例会に
充当された時間の少なくとも 60 パーセントに出席
していたことが実証されるか、もしくは標準ロー
タリークラブ定款第 7 条第 1 節（例会）と第 2 節
（年次総会）の規定によるものでなければならな
い。
以上定款と細則それぞれ規定され、オンライン例
会の開催は問題ないことを確認しました。次いで
オンライン参加のみの例会とするか、オンライン
と実出席のハイブリッド方式の開催とするか、ま
た実出席会員の会場は何処にするかといったこと
など、オンライン形式に合わせた例会内容の調整
等を検討し、本日のハイブリッド方式でのオンラ
イン例会開催に至った次第です。
今後の課題としましては、講師例会はどうするか、
ビジターはどうするか、あるいはニコニコはどう
するかといったことに加え、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、単
にオンラインで例会を開催することに留まらず、
オンライン例会の発展性の観点からも、クラブの
独自性を保つように工夫することも必要です。
例えば、
・オンライン例会終了後も Zoom に留まって交流や
会話を続けられる設定を検討する。アフターコロ
ナにおいても定期的に「オンライン例会の日」を設
けることにより、出席率の向上や会場までの移動
といった負担軽減につなげる。
・新入会員候補者をオンライン例会に招待し、事前
に例会を体験してもらうことで入会を促す。
といったことが考えられます。本日は、会員皆さま
には大変お手数をお掛けしたと思います。様々な
ご意見をいただいておりますが、それぞれ対処し
て参りたいと思いますので、クラブとしての「With
コロナの第一歩の取組み」であるオンライン例会
にご理解いただけきますようお願いし、会長挨拶
とします。

●幹事報告 幹事

下田

徳彦

◎RI 本部より
・ザ・ロータリアン誌 1 月号・2 月号・3 月号
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・ガバナーノミニー決定宣言 篠原一幸君
多治見リバーサイド RC
・2022-23 年度 米山記念奨学生 世話クラブ受
入れのお願い
・2022 年会長エレクト研修セミナーのご案内
日時：3 月 26 日（土）10：30～
会場：都ホテル岐阜長良川
・12 月・1 月クラブ会員増強報告書
・第 9 回全国 IA 研究会 Web 開催のご案内
日時：4 月 24 日（日）14：00～16：30
・2021-22 年度地区大会中止のお知らせ
・2023-24 年度地区研修協議会開催のご案内
日時：4 月 16 日（土）13：00～16：50
会場：長良川国際会議場
・第 19 回ロータリー全国囲碁大会のご案内
日時：5 月 14 日 会場：東京・日本棋院本院
〇ロータリー米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま 261 262 263
・確定申告用領収証とチラシ
〇ロータリー文庫運営委員会より
・ロータリー文庫デジタル化済資料廃棄のお知
らせ
〇ロータリーの友事務所より
・2022-23 年度版ロータリー手帳お買い上げの
お願い
・「ロータリーの友」購読料改定のお知らせ
1 冊 220 円から 275 円へ
〇比国育英会バギオ基金より
・2020 年度事業報告書の
〇高山ロータリークラブより
・例会変更について
1 月 6 日（木）→9 日(日)新年例会中止
1/13・1/20・1/27・2/3・2/10・2/17・2/24・
3/3・3/10・3/17 例会取り消し
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〇高山西ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
1 月 7 日（金）→9 日（日）18：00～
新年家族例会 高山グリーンホテル
1 月 14 日（金）休会 定款により
1/21・1/28・2/4・2/11・2/18・3/4・3/11・3/18
例会取り消し
＜高山岊城ライオンズクラブより＞
・結成 50 周年記念式典および祝賀会のご案内
日時：5 月 21 日（土）14：00～
会場：高山グリーンホテル

＜会報＞
・下呂 RC

・美濃加茂 RC

・高山 RC

＜年賀状＞
・高山青年会議所 ・(有)銀風 ・卯木
・(株)オクトン

・(有)第一工芸

・(有)リブロ ・(株)栗本生花店

～～～高山 3 ロータリークラブ覚書き～～～

＜高山市教育委員会より＞
・令和 3 年度総会中止と令和 4 年度「出前講座」
協力のお願い

高山 3RC 合同ガバナー公式訪問例会について、
開催された場合もしくは何らかの事情により開
催されなかった場合いずれにおいても、幹事ク
ラブについては 1 年毎に交代する。

＜斐太高等学校より＞
・令和 3 年度斐太高校 FRH（Hida.T-Academia）
オンライン発表会のご案内

令和 3 年 12 月 20 日
高山ロータリークラブ 2021-2022 年度会長
平瀬 市兵衛

＜飛騨地区生徒指導連携強化委員会より＞
・令和 4 年度版「あったかい言葉かけ運動カレ
ンダー配布

高山西ロータリークラブ 2021-2022 年度会長
鴻野 幸泰

＜高山市民憲章推進協議会より＞
・花の種・苗の申し込みのご案内

高山中央ロータリークラブ 2021-2022 年度会長
大原 誠

オンライン例会

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

事務所会場
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＜Zoom 参加＞

初めてのオンライン例会を実施。各自、自宅や職
場から参加されました。例会出席者全員にお一
人ずつ回線を繋ぎ、感想を頂きました。
「久しぶりに会員さんの顔が見られて嬉しい」
「これからもハイブリッド形式で例会をやって
欲しい」
「早く会場で皆さんと顔を合わせての例
会がしたい」等と話されました。今回出てきた問
題点を改善しながら今後に役立てて行きたいで
す。

