第２８０1 回例会 逗子ロータリークラブ
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2020-21 年度 №7 2020 年 9 月 10 日
例会場：「カンティーナ」逗子市新宿 1-3-15
例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30
会長：匂坂祐二

TEL：046-870-6440

第 3 木曜日 18:30

幹事：森澤義一

第 2８０1 回

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

例会プログラム

12:30

開会宣言 S.A.A
点鐘
匂坂会長
ロータリーソング斉唱
ゲスト・ビジターの紹介
会長の時間
幹事報告 来信・告示事項
委員会報告
出席報告
ニコニコ BOX 発表
13:00 卓話・プログラム
新世代からの報告（BS/GS/JC）
13:30 閉会宣言 S.A.A
点鐘
匂坂会長

予
９月 10 日(木)
9 月 1７日(木)
９月 24 日(木)

新世代からの報告

（BS/GS/JC）
18:30 卓話

イニシエーションスピーチ
川上会員

髙山惠太郎氏（たる出版
社長/代表者）
「お酒よもやま話」

12:30 卓話

(株)

10 月 1 日(木)

12:30

山田 AG 訪問

10 月 8 日(木)

12:30

卓話

未定

幹事報告

Website: http://www.zushi-rc.com/

週報：横須賀北 RC

９月ロータリーレート：＄１=１０６円
開催案内：・11/25(水)第４９回ロータリー研修会
第２部オープンフォーラム開催→ZOOM によるオンライ
ンフォーラム、ドイツのクナーク RI 会長とライブ
でつながります。対象は会長。
その他：・特殊切手「日本のロータリー１００周年」発行。
9/18（金）より全国の郵便局で発売。
・活動計画書出来上がりました。一部ずつお取りください。
委員会報告

矢部（房）社会奉仕委員長…ビーチバレーボー

ル大会は中止となりました。
清水会報委員長…会報誌に、皆様の旅行など行かれた写真を
掲載したいと思います。是非写真の提供をお願い
致します。

本日は、記念すべき第２８００回例会です。
新型コロナウイルスの感染拡大により、私たち
はこれまでに経験したことのない状況下にい
ます。様々な影響を受けていると思いますが、
将来的な影響への不安を抱いている方も多い
と思います。新型コロナウイルスの影響で、皆さんの生活
にどのような変化があったのでしょうか？そして、これか

京都紫野 RC 表敬訪問

2800 回 例会記録 2020 年 9 月 3 日
出席報告：会員数 48 名（出席免除 3 名）
出席者：27 名 58.6％

TEL＆FAX：046-873-0226

匂坂会長の時間

定

12:30 卓話

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

前回修正後

55.5％

メークアップ：地区委員会、京都紫野 RC 表敬訪問

らどのような変化が訪れると考えているのでしょうか？
良くない変化が多いとは思いますが、逆境の今だからこそ
生まれた「良い変化」もありかと思います。今後の消費構
造を考える上で、生活時間の構造変化にも注目していま
す。今回の事態により大きく変わったことの１つに「働き
方」です。在宅勤務へと大きく舵が切られましたが、テレ
ワークやサテライトオフィスなどの柔軟な就労環境の整
備は「働き方改革」で進められてきた流れです。消費傾向
の変化も、コロナウイルスによる影響のひとつです。デリ
バリーやテイクアウトの需要が急上昇したことなど、感染
拡大がもたらす日常生活活動の制限は自ずと私たちの消
費行動を変化させました。コミュニケーション活性化のツ
ールとしてオンライン飲み会が流行り、新しい文化が定着
しそうです。本日は、ＩＴ委員会の皆さんにご協力いただ
き、新しい例会への試みとしてＺＯＯＭの研修会です。こ
れも新型コロナウイルスの影響での変化一つだと思いま

２０２０年９月３日

第２８００回例会

す。本日も宜しくお願い致します。

青少年交換帰国報告会・解団式
2020/09/05
大野地区青少年奉仕委員長
新型コロナウィルスに伴う緊急事態宣言は解除されまし
たが、まだまだ予断のできない状況です。逗子ロータリーク
ラブも今後の新型コロナウィルス感染状況を考慮した運営
をしなければならないと思います。
昨今ではテレワーク（在宅勤務）をする人が多くなり、最
近メディアでも話題となっているオンライン会議ツール
（ZOOM）があります。直接会って例会を行うことができな
い、または緊急事態宣言等が発令された場合にはオンライン
会議ツールでの例会が最適となります。その事については RI
も推奨しております。
既に横須賀 RC は ZOOM を利用した例会を開催しており
ます。当クラブも通常例会と ZOOM 例会を同時開催（ハイ
ブリット例会！）する事といたしました。初めての試みで皆
様方にご迷惑をおかけする事となりますが、皆様方のご協力
なくしてはハイブリット例会の開催は出来ません。ご協力を
賜りますようお願いいたします。
【ZOOM とは？？】
いつでも、どこでも、どんな端末からでも Web 会議を実
現するクラウドサービスで、簡単に言えば、複数人での同時
参加が可能な「ビデオ・Web 会議アプリケーション」です。
ZOOM の最大の特徴は、さまざまな OS で Web 会議が
可能になる点です。PC、スマートフォン、タブレットなど、
現在一般的なデバイスであれば Zoom をインストールでき
ます。
【ZOOM 例会に参加するには？？】
主催者からミーティング ID を受け取ります。
zoom アプリをダウンロードした端末で指定の時間に、ミ
ーティング ID、PASS を入力するだけで、例会に参加でき
ます。出席もカウントされます。
何かご不明な点がございましたら、IT 委員会までお問合せ
ください。

担当：松田壽之
財団ニコニコ： 矢部（房）
、松井、菊池、山本、稲垣
松本

突然に、人と物の移動が、制限されるようになってし
まい、会場収容人数や時間短縮等の制限がある中での、
例年と違った、帰国報告会・解団式となりました。
もはや、新型コロナウィルス感染症の流行は人類全体
の問題となり、ウィルス発生前の状況に戻ることは、な
かなか容易ではない状態、となっております。こんな、
大変な状況下の中で、海外へ単身留学、しかも親善大使
的な役割を担って渡航した、交換留学生達は、留学先の
国々で、さぞご苦労を経験した事と思います。
この経験は、今後、人生の中で、大変貴重なものとなる
と思います。この貴重な体験から学んだことを、どうか、
今後のロータリー青少年奉仕プログラム参加者へも、伝
えて頂きたいと思います。そして、関係ロータリアンに
も助言して頂きたいと思います。なによりも、現場経験
者のご意見は別格だと思います。アウトバウンド皆さま
の、今後のご活躍を、期待いたします。

9 月理事会
・今後の例会開催方法について…夜間例会も従来通
り実施する事とした。又、リモートにより例会も開
催する事とする。WIFI 環境設備として毎月 6,100
円、初期費用として 20,000 円ほどかかる。
→承認
・新世代からの報告への助成金は従来通り各３万
円。9/24 卓話者の高山様への謝礼はお菓子のお土
産を用意とする。
→承認
・会計報告
→承認
・その他…ビーチバレー大会は中止
報告事項…①京都紫野 RC 表敬訪問 8/17 実施
②長期戦略委員会 8/20 実施
③京都紫野 RC 表敬訪問 10/8 予定

各＄１０ 米山ニコニコ： 山本
＄100
船津、矢部（房）
、菊池

5,000 円
各 1,000 円

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥４１,０００
累計 ￥２７２,０００
０００ 回例会おめでとうございます。本日も宜しく。
匂坂君…2800
松井君…2800 回例会を祝って！
森澤君、山本君、三宅君…280０回例会おめでとうございます。
大野君…ZOOM 説明会を IT 委員会で行います。上手にできな
かったら、ごめんなさいです。
松田君…大野委員長、宜しくお願い致します。
船津君、山口君…よろしく。お世話になります。
鈴木（安）君…早いものだ、2800 回例会。ロータリー入会後
44 年も過ぎた山口会員に続き、2 番目に古くなった。
村田君…残暑厳しい！
橘（武）君…熱中症、新型コロナ、台風 10 号、インフルエンザ
と四重苦の一週間になりそうな辛い毎日だ。
山科君…2800 回おめでとう。ズーム例会お願いします。
臼井君…川柳をネットでと投句したら入選しました。トバク場
作るまえからドットコム。
矢部（房）君…ZOOM 研修会にてアナログ人間の私ですが、宜
しく。

桐田君…今日は一番乗りでした。
菊池君…ZOOM にチャレンジ。
岡本君…大野委員長卓話宜しくお願いします。
服部君…Web 時代ですね。IT の方、宜しくお願いします。
清水（惠）さん…海岸引き潮で広い。2800 回例会です!!
岩堀君…例会 2800 回すごいです！今日のこの記念の例会
に出席でき、感謝です！
横山君…昨日、徳永君と初めて SUP をやりました。これか
ら購入して本格的にやります。
横瀬君…もうすぐ秋です。
大下君…まだまだ暑いです。2800 回すごい。
稲垣君…台風 10 号とても心配です！
古畑君…2800 回すごいです。
松本君…本日も宜しくお願いします。

