
                

 

 

 

 

 

 

【2021-22 年度 地区方針】“クラブ基盤のさらなる充実強化”〜会員の増強こそが最大のサービス（奉仕）〜

〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

                

    例 会 報 告      

【ハイブリッド例会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開会点鐘  貝田 充会長  

 司  会   渡邉 新治 SAA 

 合  唱   「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 長戸 隆彦親睦活動委員長 

・2020学年度 米山奨学生 李 丹さん 

今後のプログラム予定 

 10月 プログラム名 

    10月 19日 
卓話 ギタージャズ演奏 

永瀬 晋様 

    10月 26日 
NPO法人くるみー来未 

理事長 太田 修嗣様 

出 席 報 告 鹿島 義久出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

44 名 36 名 

8 名 

対象外 

（4） 

90.0％ 

欠-名 

対象外 

（-） 

MU-名 

 

100％ 

 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  朝倉 和信会員   

叶野 聡 会員   堀一 慶明会員  志村 修司会員 

伊藤 文治会員  大友 徹 会員   小林 敏伸会員 

ニコニココーナー 片岡英之会場監督（補） 

貝田 充会長：・原 敏之幹事：皆様、大変ご無沙汰し

ております。今日からリスタートとなりま

す。コロナが早く落ち着くことを心よりお祈

り致します。 

川口 禮敬会員：皆様お久しぶりです。お元気です

か？今後もよろしく。 

白井 正男会員：社会奉仕委員会よりお願いです。赤

い羽根バッジの協力をお願い致します。 

小丸 日出夫会員：皆様お久しぶりです。今後もコロ

ナに影響されず例会が継続できればよい

ですね。 

島 利夫会員：コロナ禍が収まってくれると祈るばかり

です。 

渡邉 新治会員：久しぶりの例会です。本日もよろしく

お願い致します。 

合計   6件 27,   8,000 円 

会   長    貝田 充 

副 会 長    金子 利昭 
幹   事    原 敏之 
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累計  102件  133,000 円 

会 長 報 告 貝田 充会長 

１． 地区より 10 月のロータリーレートのお知らせ

が届いております。2021 年 10 月 1＄＝112

円  ご参考（2021年 9月 1＄＝110円） 

２． 公益財団法人 米山梅吉記念館より賛助会

ご入会のお願いが届いております。また館報

38号が届いております。回覧致します。 

３． 地区より 2021-22 年度地区大会記念「ポリオ

根絶支援チャリティーグルフ大会」のご案内

が届いております。日 時：10月 18日（月）場 

所：相模カンツリークラブ  

４． 地区より地区ロータリー財団セミナー開催の

お知らせが届いております。日 時：10月8日

（金）場 所：リモート（ZOOMでの会議） 

５． 地区より 2021 学年度米山カウンセラー研修

会開催のご案内が届いております。日 時：

10 月 5 日（火） 15：00〜17：00 場 所：ホテ

ルプラム 3F『ジュルジュ・サンク』 

６． 地区より 2020-21 地区大会ご案内のお知ら

せが届いております。日 時：11月 26日（金）

〜27日（土） 詳細は回覧致します。 

７． 地区より、先般のガバナー公式訪問のお礼

状が届いております。回覧いたします。 

８． 神奈川県共同募金 赤い羽根運動が届いて

おります。 ・赤い羽根共同募金／川崎フロ

ンターレ限定記念バッジ    ＠500円 

     皆様のご協力をお願いいたします。 

９． 地区より「10.24 世界ポリオデートレインジャッ

クプロジェクト」のご案内が届いております。

ポスティングしております。 

１０． 地区よりロータリー文庫の文献検索について

のご案内が届いております。回覧致します。               

１１． 中原区民祭実行委員会事務局より、第 43 回

中原区民祭の開催の中止のお知らせが届い

ております。回覧致します。 

１２． 公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会よ

り、ハイライトよねやま 257・258 が届いており

ます。回覧致します。 

【事後報告】 

１３． 地区よりクラブ米山記念奨学委員長会議開

催が開催されました。日 時：9月 10日（金） 

場 所：ソシア 21またはＺＯＯＭ 

１４． タウンニュース中原区版に、当クラブの暑中

お見舞いのご挨拶が掲載されております。回

覧致します。       

 

 

幹 事 報 告 原 敏之幹事 

１． 例会変更 

     川崎西北 10月 21日（木） 通常例会 50周年記

念事業 フォーラム 

 川崎宮前 10月 5日（火）  通常例会 点鐘 12：

00（弁当持ち帰り例会） 

 横浜日吉  10月 6日（水）  例会再開 

 川崎西    10月 29日（金）  休会  

 川崎とどろき 10月 18日（月） 休会  

          10月 25日（月） 休会  

２． 本日例会終了後、理事役員会を開催いたし

ます。関係各位のご出席をお願い致します。 

 

３． ＜10月の予定＞ 

  10/5   ハイブリッド例会 例会終了後、理事役員

会 

  10/12  休会  

  10/19  通常例会 

  10/26  通常例会 

お 祝 い ご と 

会員誕生日 
小島 満会員 
志村 修司会員      小林敏伸会員 
伊藤 稔 会員       大友 徹会員 
栗原 茂昭会員      片岡 英之会員 
一尾 亮輔会員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入会記念日 
内藤 幸彦会員     市川 実 会員 
伊藤 稔 会員     野口 新二会員 
結婚記念日 
朝山 秀男会員     伊藤 文治会員 
小泉 繁勝会員 
島 利夫 会員     貝田 充 会員 2 
渡邉 新治会員 
栗原 茂昭会員     野口 新二会員 
配偶者誕生日 
朝山 秀男会員 昌子様 
 
 
 
 



金婚式のお祝い 島 利夫 会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米山奨学金授与式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 学年度米山奨学生 李 丹さん 

 卓 話  

「新型コロナウィルス感染症の拡大防止対策 ～

オンライン参加について～」 

稲富 正行 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【スライド 1】 

1. 本日は、新型コロナウィルス感染症の拡大防

止対策の一つであるオンライン参加について

ご紹介をさせていただきます。 

 

 
【スライド２】★印刷など会員への提供無し 

2021年 10月 1日より国内における緊急事態宣

言・まん延防止等重点措置がすべて解除されまし

た。しかし、脅威が去ったわけではなく、引き続

き感染症拡大防止対策が求められています。 

NHKで公開されている情報では、第 5波は下

り坂に入っているものの、まだまだ安心できる状

況になく、引き続きの感染症拡大防止対策が必要

です。 

川崎中ロータリークラブでは、様々な感染症

対策や会員への感染リスク回避を行いながらこ

れまで運営してきました。しかし、緊急事態宣

言が発令されると休会を余儀なくされます。こ

のため、オンライン開催を含めた対策を加える

ことにより、緊急事態宣言下やご家族を含めた

感染防止対策が必要な情況下でも、会員相互の

交流を実現することが可能となるため、本日ご

紹介するものです。 

 

 

 

                   

             

         

                                

                 



     

            

        

         

        

         

              

          

 
【スライド３】 

オンラインで開催する場合のツールについて

ご紹介いたします。 

それぞれ、目的や利用範囲に応じて様々なツ

ールが提供されています。ここでは、主なツー

ルについてご紹介いたします。 

Skype（スカイプ）は、無償で利用できるツ

ールです。主に個人の会話に向いています。 

次の Skype for Business（スカイプ）はビジネ

ス通話や簡単な打合せ向けに、同一 Office365

組織内などセキュリティを強化しています。      

Teams（チームズ）はチーム間のメールや会議

利用に適しており、特定の方との情報交換に向

いています。ZOOM（ズーム）は広く知られて

いるツールですが、投票機能やセッションルー

ムが用意されており、会議に加えイベントに広

く使われています。Webex（ウェブイーエック

ス）も ZOOM同様に会議やイベントに利用で

きますが、ユーザー情報の保護を強化してお

り、メッセージやホワイトボードのデータなど

を、各デバイス間で暗号化している点でセキュ

リティ面も非常に優れています。 

最後に Remo（リモ）ですが、参加者間のコ

ミュニケ―ション活性化が図れるツールです。

多くのツールが参加者は多くとも、会話は 1対

1となってしまいます。このため、議論や討

議、親睦を深めるには限界があります。Remo

はこのような課題をクリアし、相互コミュニケ

ーションを進めることができ、リアルに会話す

ることが難しい環境下では有効なツールです。 

 

 

 

 

 

 

 

【スライド４】 

本日は、２つの会場を使ってオンライン開催

をしています。 

１階会場に皆様がリアル参加し、２階会場に

貝田会長が参加しオンラインで接続していま

す。各会場にスマホ A SAA、スマホ B 1階

会場、パソコン A 稲富、２階会場のパソコン

B 貝田会長の構成で開催しています。この

後、スマホなどで参加可能な会員にも追加参加

いただきますが、オンライン開催のイメージを

体験していただいています。 

 

【スライド５】 

メールで送付された参加案内から入場する

か、QRコードを読み込み参加いただくことが

できます。 

本日スマホで参加可能な方は QRコードを読み

込み参加してみてください。 

ただし、同一会場内で複数のマイクを ONにす

ると異音が発生しますので、マイクを OFFに

してください。 

開催方法としては次の３つの方法が選択でき

ます。 緊急事態宣言発令時などの状況に応じ

て開催方法を選択し、感染防止対策の徹底を図

ることがきます。 

最後にお願いですが、オンライン開催もしく

はハイブリッド開催時に会議案内をメール送付

いたしますので、メールアドレスを事務局に登

録（もしくは最新に更新）をお願い致します。 

 

以上、ご清聴ありがとうございました。 

 

       

     
      

       
        

          

        

        

       
        

                   
                                

                              

         

    

     
      

     
   

    
   

          

        
      

     
    

          
     
     
     

    
     

       
       
        

     
           

        
       

        

         

                  

                

                    

         

        

            

                              

                         

       

                                            

                


