Rotary Opens Opportunities ロータリーは機会の扉を開く

例会日：毎週水曜日 １２：３０～
例会場：大本山川崎大師平間寺 金剛閣
http://www.kawasakidaishi-rc.com/
daisi-rc.1973 @ air.ocn.ne.jp

第２２８０回（本年度 第１７回） 例会

●司

会

●開会宣言並びに点鐘
●斉

唱

・紹介
川崎信用金庫 大師支店長

客殿

1995.11.01

猪狩 佳亮 会長

猪狩 佳亮 会員

2014.11.19

星野 祐治 会員

2016.11.16

八尋 匡彦 会員

2016.11.16

猪狩 佳亮 会長

森田 尊久 会員

2016.11.16

猪狩 佳亮 会長

●奥様の誕生祝い

職業分類：信用金庫

佳亮
克之
裕彦
俊夫

２０２０年１１月１８日 －晴れ－

嶋崎 嘉夫 会員

＜我らの生業＞
入会式

第４８期
会 長 猪狩
副会長 大﨑
幹 事 竹中
ＳＡＡ 横山

横山 俊夫 SAA

♪須山 文夫 ソングリーダー
●早坂 清裕 様

2020-21 年度 国際ロータリー第 2590 地区

25 周年

八尋 匡彦 親睦委員長
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雅美様

1964 年 8 月生まれ。ご家族は奥様で、横浜市保土ヶ谷

大﨑会員 奥様

千穂美様

区に在住。法政大学出身で、趣味はゴルフ。2015-16 年

●会員の誕生祝い

に川崎西北ＲＣに在籍経験があり。
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・猪狩 佳亮 会長よりバッジとネームプレートの授与
・歓迎の言葉

猪狩 佳亮 会長

・ご挨拶

●会長報告
①
｢歴史ある川崎大師ＲＣの一員としてご承認頂きあり

猪狩 佳亮 会長

11 月 11 日第 5 回定例理事会を開催し議事録をポ

スティング

がとうございます。例会、奉仕活動、親睦と有意義な

②

時間を過ごしたいと考えておりますので、皆さまのご

告会のご案内｣を頂きました。12 月 19 日(土)午後 2 時

指導を宜しくお願い致します。｣

～4 時 15 分に、ZOOM にて開催。

●入会祝い

③

鈴木 幹久 会員

八尋 匡彦 親睦委員長
1987.11.04

川崎大師ロータリークラブ 週報

地区より｢2019-20YE 派遣学生オンライン帰国報

川崎南ＲＣ様より「創立 60 周年記念ＵＳＢ」をお

送り頂きました。事務局にて保管してあります。
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④

毎年恒例の川崎大師節分会のパンフレット頂きま

した。令和 3 年 2 月 2 日に実施。年男、年女の方もそ
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③｢純さんぽ｣の後ろに怪しげな人影。八尋さん、手を
振って欲しかったです。

うでない方も、なかなかできない経験ですので、ぜひ
積極的に参加して下さい。
●幹事報告

竹中 裕彦 幹事

①

11 月のロータリーレートは＠104 円です。

②

12/2 は、年次総会です。スケジューリングお願い

致します。
③

恒例の新年お護摩の申し込みを開始致します。新

年第 1 回目の例会にあわせて 1 月 13 日 11 時 30 分の

猪狩 佳亮 会長

回です。祈願料は竹下事務局までお早目にお願い致し

①早坂さん、入会おめでとうございます！

ます。

一緒にロータリーライフを楽しみましょう。

●出席報告

中村 眞治 出席委員長

②八尋委員長による分かりやすい卓話で、ＷＥＢ会議
の大まかなイメージを持っていただけると思いま
す。八尋委員長よろしくお願い致します！
③先週の地域へ飛び出そう例会、ありがとうございま
した。思ったよりタバコの吸い殻などのゴミが落ち
ていて、やってよかったと思いました。恵の本さん
豪華なランチをありがとうございました！

会員数
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出席
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出席率
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前々回の修正メークアップ 8 名・修正出席率

メークアップ

林 鶴・秦 琢二
出席

各会員

会員数

対象者
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2279 回

47

42
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2277 回

44

41

26
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63.41%

前々回の修正メークアップ 8 名・修正出席率

メークアップ

出席率

82.93%

秦 琢二 会員

『さあ、ZOOM の世界に飛び込もう！』
野澤 隆幸

中村 眞治

岩井 茂次

鈴木 昇二

須山 文夫

牛山 裕子

松井 昭三

星野 祐治

青山 正彦

石渡 勝朗

早坂 清裕

各会員

●委員会報告
⦿親睦活動委員会

八尋 匡彦 委員長

年忘れ移動例会(新会員を囲んで)を 12/16 水曜日 18
時点鐘、焼き肉の｢食道園｣にて開催します。コロナ対
策を万全にしたうえで開催します。サブタイトルの様
に新会員さんを囲んで親睦を図りたいと思いますので

10 月の出席率は、第 16 号最終頁ご覧ください。
●スマイルリポート

本日のニコニコテーマ

星野 祐治 直前副会長

竹中 裕彦 幹事

⦿青少年奉仕委員会

星野 祐治 委員長

次回ローターアクト 11 月第 2 例会がございます。

①早坂さん、入会おめでとうございます！これから一
緒にロータリーライフを楽しみましょう。
②高級トング横領事件の嫌疑がかかりましたが、無事
無罪となりました。(笑)

川崎大師ロータリークラブ 週報

皆様奮ってご参加下さい。

11/28(土) 19:30～です。本日、これから行われる ZOOM
を使っての例会です。出席者が多いとアクターも更に
頑張れますので、一人でも多くの皆さん、練習がてら
参加してみて下さい。
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～～～

ＷＥＢの世界へ飛び込もう例会

～～～

猪狩 佳亮 会長
八尋 匡彦 親睦活動委員長
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今年度も、緊急事態宣言や外出自粛要請が出るまで
は基本的にこの例会スタイルで開催してゆきます。
しかし、先に述べたように、緊急事態において何も
できないよりは、画面上でもみんなの顔が見えた方が

先週、猪狩会長から ZOOM 接続についてのメールを
発信し今日 ZOOM の設定からスマホで繋がるトライを
する予定でしたが、理事会・実行グループで検討して
12/9 と 2 回に分けて挑戦しようとなりました。

いい、と思っての企画なのでご了解頂きたいと思いま
す。
インターネットが普及し始めたころ、<デジタル・デ
バイド>という言葉がはやったことがありました。ＩＴ
環境のある人とない人との間で不公平が起こってしま
うのではないか、との危惧です。しかし、今回当クラ
ブで目指すのは、デジタル・ユナイト(造語)です。今
回のような緊急時において、『こんな時だからこそ、
ロータリーは今、地域に対して何ができるのか？』を
考えています。集まれないけれど、クラブ全員が１つ
になって考える。その１つの手段としてとらえて頂け
ると幸いです。
②ZOOM の使い方体験

①オンライン会議開設をした経緯

八尋 匡彦 親睦活動委員長

猪狩 佳亮 会長

コロナ感染により、3～5 月例会が開催できず、顔を
合わせることができず会員同士の交流の場が無くなり
ました。現在、冬にかけての第 3 波が到来している状
況でもあります。再び、長期間にわたり会員間での交
流が無くなると、さみしいですよね。
定款細則上の｢例会｣｢出席｣として認定できるかは
さておき、会員の皆様が、顔を見ながら話をすること
ができる、そんな緊急事態における体制を整えたいと
思います。大地震、台風などの自然災害時にも利用で

・猪狩会長のメールアドレスを案内→カラメールが送

きる可能性もあります。

信できる方は送信→ZOOM の招待ＵＲＬが届く→ZOOM

夏に、◆ＷＥＢ例会に関するアンケートを八尋親睦

が導入できている方は参加

活動委員長に実施してもらいました。現状、ZOOM をは

・ZOOM が導入できていない方は、プロジェクター画面

じめとする例会や会議をできる方、できない方が半々

にて、ZOOM 会議のイメージを体験

との結果でした。ご意見の中には｢オンラインは、ロー
タリーではない。そこまでしてやるのか。｣と云うもの

今年 2 月下旬に緊急事態が起こり当時幹事を拝命し

もありました。これは、ロータリーの根本を考えれば、

ており色々と考えたんですが、東京のいくつかのクラ

当然の意見であると思います。例会は対面で、例会場

ブではすぐに ZOOM 例会を開催しておりました。良い

に集まって、週１回みんなと顔を合わせるのが原則で

かどうかは別にして、ロックダウンなどが起きたとし

す。

ても繋がれるのではないかと思い今日の動きになって
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おります。
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会社や外で違う場所にいるのに皆んなで 1 つの会議が

ZOOM は消費電力が大きいので、実際の緊急事態宣言
などの際には、ご自宅や会社のＰＣから接続をお勧め
致します。皆さんこのご近所なので、その設定でお困
りでしたらお邪魔させて頂くなどフォローは可能です。

出来ると云う事で、22 世紀のどこでもドアの半分位の
機能が出来てるイメージです。
アクトの例会も ZOOM でやると星野委員長から報告
がありましたが、車内で通勤中に参加して聞いている
だけでも情報が入り参加した感があり便利です。
出来るだけ多くの会員の方に設定して頂いて、出来
ないから参加出来ないようなクラブにしたくないです。
是非、積極的に設定をして頂きたいと思っております。
最初の緊急事態宣言時は想定外の事態でしたが、次
回再び同様の事態になった時に、今度は想定内ですの
で、代替手段として皆さんが(ＷＥＢ上でも)顔を合わ
せられる機会を整えるのは執行部としての責務だと思
います。皆さんもぜひご協力下さい。
●閉会宣言並びに点鐘

猪狩 佳亮 会長

●11 月 25 日例会のお花

金魚草（きんぎょそう）
(在社の 布川 二三夫、浩 会員にも出席頂きました)

花形が、金魚が口を開いているのに似ているの
にもとづく。ヨーロッパ南部、北アフリカ原産

③まとめ

猪狩 佳亮 会長

で、花色も豊富である。

先程の皆さんの様子を見させて頂いて、30 分では無

花言葉：欲望

理かなと思っておりましたが、当初の予測以上に多く
の方に設定し入って頂けて驚いております。今日はこ

●2020 年 12 月 2 日(水)はクラブの将来に関わる、

の例会場で顔を見ながらやっているので、布川さん以

2020-21 年度 年次総会（第 4 回クラブ協議会）

外は｢聞こえるじゃん｣くらいの感じですが、ご自宅や
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