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第2799回例会 2020年 8月 18日
創立 昭和 37年 1月 19日

【第2799回例会】本日のスケジュール
8/18 (火) 卓話：高橋 乃々花 さん
( 地区補助金奨学生 )
演題：「自己紹介及び日本語教育について」
場所：所沢商工会議所 会議室 1・2
8/25 (火) 休会（ 定款の規定により ）
9/1 (火) 卓話：岩下 悦郎 さん
( 岩下悦郎消化器内科クリニック 理事長 )
場所：所沢商工会議所 会議室 1・2
9/8 (火) 休会（ 定款の規定により ）
9/15 (火) 卓話：岩井 英雄 さん
( 野村證券株式会社 所沢支店 支店長 )
場所：所沢商工会議所 会議室 1・2

第 2798回例 会
会 長の時 間

レポート
見沢 孝一 会長

皆さんこんにちは。
昨日理事会を行い、8月25日暑気払いはコ
ロナウイルスの感染拡大防止のため、残念
ですが中止にしました。以前にもお話しさせ
ていただきました九州豪雨見舞金に ついて
は、暑気払いの食料費から10万円を2570地区を通じて
寄付させていただくことを決議しました。
7月17日に狭山のニックスで第3グループ会長幹事会
がありました。議題は『ガバナー訪問は所沢東を抜い
て4クラブで行うことについて』『第3グループIMについ
てやるか、やらないかは9月の会議で決める。』でした。
7月30日の5クラブ合同例会は出席者が130名以上とな
りました。5クラブ会長幹事会でコロナウィルスのことを
考えたら中止にした方が良いとなったため、申し訳あり
ませんでしたが、中止にしました。
今月は、会員増強月間です。所沢ロータリーには58
名の会員がいますが、色々活性化するには新しい人材
も必要だと思います。皆さんの知り合いで良い人がいま
したら例会に誘ったり、拡大委員長の日向さんに紹介し
て頂きたいと思います。一人でも多くの新入会員を増や
したいと思います。

幹 事報告

梅沢 好文 幹事

＊月のロータリーレートは、1ドル105円です。
＊前期の会費の納入をお願いいたします。
＊8/25(火)納涼大会は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止に伴い中止といたします。
＊9月の理事・役員会は9/1(火)例会終了後に
行います。
＊Zoom登録のご協力有難うございました。本日もZoom
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配信しております。URLは同じものを使用しております。
会場に来られない場合でも例会に参加でき ます。ご活
用ください。
＊他クラブより例会変更のお知らせが来ております。メー
キャップされる方は事務局までお問い合わせください。
＊RI地区分担金341,330円を納入いたしました。
＊新入会員が2名増員予定です。
＊8/30（日）に国際奉仕委員会が紫雲閣で開催されま
す。
＊会場の除菌、マスク、アルコール、感染・濃厚接触
の報告、夜の街の自粛等の感染防止対策に引き続きご
協力をお願いいたします。

委 員会報 告
親睦活動委員会 安達 裕之 委員長
8/25(火)の納涼大会は、コロナウイルスの
感染拡大防止のため中止といたしますので
ご理解の程宜しくお願いいたします。見沢年
度の第1回ゴルフ大会は、10/14(水)に飯能グ
リーンカントリーにて開催の予定です。
社会奉仕委員会 二上 昌弘 委員長
7/18(土)東松山市民文化センターにて、2570
地区の社会奉仕セミナーを受講してまいりま
した。危機管理委員長の前嶋さんの基調講
演のもと、各クラブで応えるスタイルでした。休会を余
儀なくされているクラブも多々あり、当日参加クラブの
中で通常の戻したクラブが3分の1弱程で、それ以外は
例会数の削減や休会継続中という状況との事でした。
当クラブからは、高橋年度の医療機関への防護服寄付
等を報告したところ、研修リーダーの坂本さんから高評
をいただきました。その後は、財団の補助金の活用方
法やアイバンク活動、ブライダル活動について説明があ
り、有意義な時間でした。

8月
☆会員誕生記念祝福
梅沢 定彦さん 武藤 力夫さん 内田 勉さん
☆御夫人・御主人誕生記念祝福
村山 留美子さん 道口 加寿子さん 二上 佳恵さん
☆結婚記念祝福
有坂 和亮さん
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荻野 巳 喜 雄 出 席 向 上 委員長
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タリーでは色んな行事に参加した場合は、参加した会
員だけ参加費を徴収するスタイルなので、地区も同様
にすることが可能です。現在、国際ロータリーから地区
大会はオンラインで開催するように強く推奨されています。
国際大会や研修会も中止になっている中、参加費が変
わらないのはいかがなものかと個人的に思います。当
クラブも高橋年度ではコロナ禍の親睦旅行等の行事や
例会が中止されていて予算も余っている、恐らく見沢年
度でもすぐに行事開催は難しいことが予想される中、会
費を規定通り収めて頂くことに 疑問を感じると相談を受
け、今年度の前期会費は値下げ対応に決まりました。
同じような問題が他クラブでもあるようで、クラブの増強
や存続に関わってくるので地区の分担金を下げて頂くの
が近道とガバナ ーと意見交換しました。ズーム等を活
用した例会等が増え始め、新しい形に対応することも地
区の早急課題という要望も伝えました。日本の地区分
担金を下げるためにも各クラブ会長がきちんと調べて意
識してガバナーに意見して頂きたいと思います。
例えば、大学では長期休講やオンライン授業で質問
等がリアルに対応できない等の通常とは異なる状況な
のに、授業料や施設費等を通常金額で納めさせている
ことについて問題になっている所もあります。
国際ロータリー以下、日本のロータリーもですが、
パソコンやスマホやタブレット等の端末を使って簡単に
始められるのでオンライン会議を推奨しています。パソ
コンに関しては、デスクトップの場合スピーカー機能が
無い物もあるので相手の声を聴くために 別途用意が必
要となります。他にも、自分の発言や表情を相手に伝え
る必要がある形の会議の場合、カメラとマイクが必要と
なりますので、パソコンにUSB接続するウェブカメラ等を
別途用意が必要となります。端末・カメラやスピーカー・
インターネット回線を用意し、更にズームのようなサー
ビスを利用して行うため、セキュリティに注意しなくては
なりません。私の学校ではズームを利用してオンライン
授業をしておりますが、録画等の保存はしないことをルー
ルにしています。録画等の保存場所がズームの本社の
サーバーになっているのでリスクが大きいため、保存
行為は禁止としています。オンライン例会の問題点は、
セキュリティ、会費の金額、利用サービス（ズーム等）
による人数制限または人数によるサービスの制限が主
に あげられます。他に も、賛否両論ありますが、参加
者が発言できないという面白味の無さもそうではないか
と思います。

卓話：中井 眞一郎 さん
演題：「オンライン例会について」
卓話紹介：本橋 敬明 プログラム委員長
昨今のコロナ禍でズーム等々の活用例がでて
おりますので、この例会を通してご活用いただ
ければ幸いです。
今年100周年を迎えるために2～3年前から
準備をしていた東京ロータリークラブでも、
4ヵ月ほど例会が行われていないのでズーム
例会を始めたそうです。国際ロータリーでも
例会や行事をオンラインで行うように強く推奨
しております。また、会員に対し感染を恐れる場合は出
席する義務は無いと言われました。早くても今年の年末
くらいまでは、出席する権利はあるけど義務は無いとい
う、全会員が名誉会員になったような状況です。オンラ
イン例会のクラブのほとんどがメーキャップをお断りして
いるそうです。本来は世界各地どこのクラブでも予告な
く例会に参加できるはずが、コロナ禍で状況が大きく変
わってきています。
国際ロータリーは2010年にロータリーEクラブというク
ラブを正式に認めました。認められるまでに6年もの期
間を有しました。当時は地区に2つまで割り当て可能と
いう制限があり、現在は制限がありません。Eクラブの
会員は世界各国から入会でき、運営は1週間同じ内容
が掲載されており、会員の都合の良い時間に30分以上
閲覧した後、意見や体験談等を書き込むことで出席し
たことになります。一方的に情報を掲載しているのでチャッ
トのような動きのあるものでなありませんが、定期的に
親睦行事を行ったり会合を持つこともあります。もちろん、
リアルな他クラブにメーキャップすることも可能です。E
クラブの良いところは、会員が都合の良い時間場所で
例会参加が可能であり、食事がないので会費が60,000
円前後で安いと言われています。世界的にみると地区
分担金はRIの人頭分担金より安いクラブがほとんどです
が、アジア地区は地区分担金の方が高いです。国際ロー
橋本 幹男 副委員長

見沢年度 累計

￥90,200-

梅沢 定彦さん：皆さんのおかげで満87才まで
生きてこられました。ここに感謝の意を表して、
ニコニコいたします。
大野木 喜行さん：お暑うございます。遅刻しました。
すみません。
矢部 瑛美子さん：ニコニコボックスの件、皆様はせっ
かく大切なお気持ちを込めて書いていらっしゃる事なの
に、その思いをうまく伝える事ができずにいたら悪いと
思い、今後はメンバー達交代にしてやらせていただき
たいと思っておりますので宜しくお願いいたします。

今 週のヒトコマ

◆ 市内 RC の 開催 日一 覧
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