
□点 鐘

□ロータリーソング：それでこそロータリー

□ロータリアンの行動規範：宮本和彦会員

□会員数：１７名（免除者：２名）

□出席者：１３名 □欠席者：４（うち免除２）名

□メイク： ０名 □出席率：８６．６７％

各会員各記念日（４月）

□会員誕生日 大森 寛 本庄 純夫

福本 博之

□配偶者誕生日 大森 寛

□結婚記念日 本庄 純夫 木村 安伸

川崎 俊和 片岡 佑貴

□事業所創立 久藤 孝仁 三好 静子

宮本 和彦

スマイルボックス

□会員誕生日…本庄

□結婚記念日…本庄

幹 事 報 告

幹事 福本 博之

・2020-21年度地区研修・協議会ご案内web

日時 ４月２５日（日）14：00～16：10

・羅東扶輪社創立５０周年記念賀詞依頼

≪連絡事項≫

・例会終了後臨時理事会を開催します。

会 長 の 時 間

会長 久藤 孝仁

本日は、ZOOMのようなリモー

ト会議等に使える物の勉強会

を遅まきながら行いたいと思っ

ております。福本幹事、よろ

しくお願いいたします。

また、地区より「各ロータリー

クラブを劣化させないための

緊急なお願い」がまいりましたので、各会員にお配

りしていますので、ご熟読をお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症における、緊急事態宣言

が各都道府県から解除の声が届いておるところです

が、まだまだ鎮圧には程遠い現状です。

急きょでは有りますが、理事役員会を開きまして、

４月以降の例会の在り方を今一度、話し合いたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

竹原RC管轄においては、感染者の報告も久しく無い

状態ですが、通常例会への移行をいつから行うか、

理事役員各位からご意見を伺い方向性を早く各会員

へお知らせいたします。

また、新会員の候補等、情報がございましたら、増

強委員長と共に、お話していだき、一人でも多くの

会員と活動できますように各委員会も今後の活動計

画を今一度、確認いただきますようにお願い申し上

げます。

時期尚早かどうかは分かりませんが、コロナ禍では

ありますが、年間の活動計画の遂行を目標に、あと

３か月程ですが、ご理解ご協力をお願い申し上げま

す。

本日のプログラム ４月１日 次回のプログラム ４月８日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

花 見 例 会

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか

発行日 ２０２１年４月１日 NO.２３

2020－21年度ＲＩテーマ

Rotary Opens Opportunities

ロータリーは機会の扉を開く

ＲＩ会長
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30
例会場／ホテル大広苑 TEL(0846)-22-2970

【 ２０２１年３月２５日 第２７１２回 例会記録 】



ZOOM勉強会

ZOOM オンラインミーティングについて

会員 福本 博之

ZOOMを使われたことがある

方はどれくらいいらっしゃ

いますか？結構いらっしゃ

いますね。

今日はこのコロナ禍で大変

皆が重宝しているZOOMとい

うオンライミーティングの

仕組みについて簡単にお話させて頂きます。

ロータリでも先日私が参加したPETS（会長エレクト

研修）もZOOMでセミナーが行われました。おそらく

コロナ禍が収まったとしても、これだけ浸透しまし

たので、とても便利なものだということが日本国民、

全世界で分かったと思うので、今後ももっと活用さ

れていくのではないかと思います。

≪ZOOM概要≫

Zoom Video Communications Inc.アメリカの会社で、

2011年設立されました。新型コロナウィルスで人に

会えない中で急速にニーズが高まりました。私の子

供たちも学校や塾の授業をZOOMで去年はやったりし

ていました。そういった形でいろんなところで使わ

れています。場所を選ばず、離れた人と話が出来ま

す。私自身もPETSもそうですし、行政がやっている

移住・定住の取り組みに関わらせていただいている

のですが、竹原に移住して来たいんだけど、どんな

所かわからないという人のためにオンラインでセミ

ナーをしたりしています。

ロータリーとしても、どんどん使っていこうという

方針だそうです。

≪ZOOMの特徴≫

• 簡単（参加するだけなら１クリック）

• 録画できる

• 接続が安定している

• 最大１００人（ウェビナーなら１万人）

• ブレークアウトルーム（グループ分け）

• スマホでも使える

• 画面共有、チャットなど、多機能。

なぜZOOMがこれだけ使われるようになったか。他に

もオンラインミーティングのシステムはたくさんあ

りますが、第一にZOOMは一番は簡単ということです。

録画が出来ないように設定されているものもありま

すが、録画しておけば後でそれを見返したり、内容

をユーチューブに挙げて参加できなかった方も見ら

れたりします。使ってみると映像も音声も非常にク

リアで非常に使いやすいです。参加するだけは無料

です。主催するホストも４０分までは無料です。そ

れ以上の場合では金額が発生しますが、それほど高

い金額ではなかったと記憶しています。

スマホでも使えます。画面共有や文章だけでやりと

り（チャット）することもできます。オンラインの

ミーティングのシステムとしてはとても優れたもの

だと思います。

ロータリーでもZOOMの活用は必須なようです。先日

セミナーに参加させて頂きましたが、杉川ガバナー

エレクトから「単に休会するのではなく、ZOOMを

活用した”ハイブリッド例会を”」というお言葉が

ありました。

私の個人的な意見ですが、世の中に定着した中で、

今後の活用案として、

▶ 例会などの活動の様子を一般公開

▶ 出席できない会員向け配信

▶ 他クラブとの交流

▶ 島しょ部会員増強

こういったツールを使ってロータリーの活動をやっ

ていこうということです。ロータリー自身も変わっ

ていかなければいけない生き残っていけないという

ことだと思います。

臨時理事会報告

□日 時 令和３年３月２５日（木）

□場 所 ホテル大広苑

□出席者 ５名

□議題

①４月例会について 承認

・通常例会１２：３０～１３：３０

・会食あり（黙食）

・ビジター受付なし

②退会届の件 鴨宮弘宜会員 ３月末 承認

③例会出席免除届けの件 本庄純夫会員 承認

次年度理事会報告

□日 時 令和３年３月２５日（木）

□場 所 ホテル大広苑

□出席者 １０名

□議 題

①次年度理事役員・委員会構成の件 承認

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか


