
第１部　全体委員会
委員会を会長、幹事、副幹
事、会計担当とＩＴ委員会
を除き、大きく３つに分け、

（①奉仕プロジェクト委員
会と会員委員会、②財団委
員会とクラブ研修委員会、
③クラブ管理運営委員会）
これからの委員会の運営などについてお話合いいただ
きました。

第２部　本日の卓話者
　株式会社ヨネザワジーケィ　
　　WEB ／デザイン担当
　　  杉　本　　　健　様

１．管理人（杉本）自己紹介

　お初にお目にかかります。私、平塚 RC さまホームペー
ジ（以下「クラブのホームページ」という）の管理人
を務めさせていただいております、平塚 MN ビル１階、
ヨネザワ楽器を運営する株式会社ヨネザワジーケィのデ
ザイン担当の杉本健と申します。老若男女のみなさまよ
り、「けんけん」の愛称で呼んでいただいております。
短い時間ではありますが、よろしくお願いいたします。
　本日は、IT 委員会さまからのお話に続き、私・管理
人の視点から「ホームページの活用方法」に関しまして、
難しい専門用語はなるべく使わず、少しだけお話させて
いただきます。
　はじめに、簡単に自己紹介をさせていただきます。私
は 1981 年、静岡県中部にあります島田市にて生まれ育
ちました。静岡と言えば「お茶」と「ミカン」で有名で
すが、島田市は『箱根八里は馬でも越すが、越すに越さ
れぬ大井川』と詠まれた、大井川の流れる「東海道島田
宿」としても知られています。
　高校卒業後、2000 年に土屋にあります神奈川大学ひ
らつかキャンパス経営学部に入学し、はじめは全く地名
が読めなかった「公所」に４年間在住しました。
　私は大学４年間の生活の中、平塚で様々な方々と出会
い、色んなアルバイトをしたり、姉妹都市の縁でアメリ
カのカンザス大学に留学したりと、社会に出るための基
礎と人間関係を固め、予想以上に大きく成長させていた
だきました。

　神奈川大学では軽音学部でバンド演奏を行い、その縁
で、ヨネザワ楽器でお店番のアルバイトをすることにな
りました。私は今でこそホームページの作成～管理まで
行っていますが、当初はパソコンもインターネットも全
くチンプンカンプンでした。
　バイト先のヨネザワ楽器は Mac で店内の掲示物を全
て作成しており、仕事をしながら操作を覚え、私自身も
Mac を購入し、自分のバンドの CD を自己流でデザイン
する楽しさを覚えました。
　インターネットはヨネザワ楽器オススメの湘南ケーブ
ルネットワークさんに加入し、当時はまだ珍しかった『定
額での常時接続』が出来たおかげで、“ エッチなサイト ”
も含めた様々なインターネットの世界を 24 時間好きな
だけ覗くことができ、次第に自分でもホームページを独
学で制作するようになりました。
　その後は実践と勉強を続け、大学卒業後は弊社のホー
ムページ担当を前任者から引き継ぎ、現在に至ります。
　そして、湘南ケーブルネットワークの柏手社長さまか
らご縁をいただき、平塚 RC さまホームページの管理人
を務めさせていただく運びとなりました。
２．クラブホームページの存在意義と目的

　会員のみなさまは、既にクラブのホームページはご覧
になっていると思いますので、掲載内容についての個々
の説明は割愛させていただきます。
　みなさんは、「ホームページ」と言われると、どのよ
うなイメージをお持ちでしょうか？私は個人的に、ホー
ムページとは『24 時間対応の広報担当（営業マン）』で
あると考えております。
　なぜなら、インターネットが繋がり、パソコンやスマー
トフォンなどの通信機器があれば、世界中で 24 時間、
情報を提供することができるからです。紙に印刷された
広報誌と比べて、時間・距離・コスト、どの面も見ても

「新しい広報」の大きな手段の一つであると思います。
　ロータリー活動の視点で見れば、日本全国そして世界
のロータリアンだけでなく、一般の方々も手軽にクラブ
の情報に触れることができます。活動内容を知り、興味
を持っていただくキッカケをつくることができます。こ
れが、クラブホームページが運営される、大きな意義と
目的であると思います。
３．管理人の役割（情報の交通整理係）

　このような「24 時間活躍する広報営業マン」である
ホームページに対し、私・管理人は何をしているのかと
申しますと、簡単に申せば「情報の交通整理」を行って
おります。
　新聞が毎日発行されるように、ホームページも情報発
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『平塚RCさまホームページ活用』について

＜出席報告＞
本　日  9月25日 会員数  59名 対象者  55名 出席者  39(37)名 出席率  68.42％
前々回  9月11日 会員数  59名 対象者  55名 出席者  39(38)名 出席率  69.64％ MUP  4名 計  43名 修正率  76.79％



信源である以上、訪問者に見続けていただくためには、
定期的に情報を更新することが重要になります。
　平塚 RC さんの長い歴史上には膨大な情報があり、そ
の情報を見たい・知りたい方がより簡単に情報に辿りつ
けるように、「地名（アドレス）」や「看板（見出しタイ
トルや画像）」をつけ通路を整備し、迷わない世界を作
ることが管理人の仕事です。
　私と事務局さんとのやりとりだけでは、よりよい世界
をつくるには限界がありますので、あとでご紹介する「管
理人ホットライン」まで、色々と会員さまからの「生の
ご意見・ご感想」をいただけますと幸いです。
４．クラブホームページの活用方法例

　「ホームページを活用しましょう」と言われても、ぼ
んやりしすぎてわかりづらいと思います。私個人の解釈
ですが、イメージチェンジして言い換えてしまえば『自
分のために利用しましょう』とも言えると思います。
　クラブのホームページには、これまで歴代の会員さま
たちが築いてこられた、歴史や社会貢献活動の紹介があ
り、もちろん現在の活動状況も掲載されています。
　会員のみなさまはそれぞれ、様々な事業活動を行われ
ており、その中で「社会貢献活動」についてお話しする
場面が度々あると思います。その際、「平塚ロータリー
クラブに所属しているよ」と一言で言うことができると
思いますが、いつどこで何をしたかは、正直、具体的に
細かいことはあまり覚えていらっしゃらないと思います。
　そんな時は、クラブのホームページをご覧ください。
クラブの歴史はもちろん、様々な活動レポートがあり、
今後の例会予定を知ることができ、過去の例会は週報で
具体的に再確認できます。
　「会員の○○さん、何の職業だっけ？」「フルネーム忘
れちゃった」という疑問も、ホームページを見ればすぐ
にわかります。
　入会希望の方を募るとき、ロータリー活動に関する詳
細を説明しなければならない時、ホームページはその
“ 道しるべ ” になってくれます。面倒くさければ「うち
のクラブのホームページに全部載ってるから見てよ」と
言うこともできます。
　会員のみなさまには、クラブのホームページをロータ
リー活動における『便利ツール』として快適にご利用い
ただけるよう、今後も引き続き、検証と改善を行わせて
いただきます。
５．“新しい”クラブホームページ活用方法例

　ここでは、これから始める “ 新しい ” 平塚 RC ホーム
ページ活用法について、簡単にご説明いたします。
　来月より、平塚 RC 会員さまのみご入室いただける「会
員専用ページ」がいよいよオープンいたします。
　先ほどご紹介したホームページの活用方法は、「一般
の方にも公開して良い情報」に関するものですが、会員
専用ページでは、会員さまだけが辿り着くことのできる

「対外的に公開しないクラブ内部情報の部屋」へ、専用
の鍵（パスワード）をお渡しし、インターネット上で、
いつでもどこでもご覧いただけるようになります。
　そのご覧いただける情報の１つめは、「例会出席管理
表」です。年間の出席状況やメークアップの記録を、ご
自身の好きなタイミングでご覧いただけます。
　当ページは、会員さましか知らない鍵（パスワード）
のかかったページですので、これまでは紙面で配布され
ていた「会員名簿」なども掲載することが可能となりま
すので、外出先や事務局対応時間外でも、インターネッ
トを介して 24 時間どこでも、お好きなタイミングで情
報を得ることができるようになります。
　また蛇足ではありますが、本日、私・管理人は会員の
みなさまにお目にかかることができましたので、これも
一つのご縁と思い「管理人ホットライン窓口」なるもの

を、会員専用ページ内に設置してみようと思いますが、
いかがでしょうか？
　ここでは、「今更聞けないインターネットやパソコン
のこと」はもちろん、「クラブのホームページに関する
ご質問・ご要望」、「今度楽器をおトクに買いたい」など、
会員さま限定の『便利ツール』として、私を辞書的にご
利用ください。できるだけわかりやすい言葉で、私も勉
強と復習を兼ねてご回答できればと思います。
　また、お寄せいただいたご質問は匿名で一問一答的に
まとめ、会員さま専用サイトの「読み物」としてお役に
立てればと考えております。もちろん、ホームページに
おけるご質問・ご要望もお気軽にお寄せください。
　私からのご説明は以上になります。今後ともどうぞよ
ろしくお願いいたします。本日はご静聴ありがとうござ
いました。

＜幹事報告＞
◎広島土砂災害義援金について

９ 月 ４ 日 か ら 例 会 毎 に 募 金 を お 願 い し た と こ ろ 
50,600 円いただき、当地区へ送金しました。
そこから被災地のある 2710 地区へ送られます。ご協
力有難うございます。　
◎地区より青少年交換プログラムへのアンケートが届き
ました（対象：会長）
このプログラムの維持・継続・改善に役立てるための
アンケートです。

　提出期日：10/3（金）
◎ 2016 年ＲＩ規定審議会に提出する立法案について

本日標記の地区資料より、制定案１～３と決議案４～
６の詳細をコピーしてお配りしました。こちらにつき
まして質問・ご意見等は質問欄の用紙にご記入いただ
き 10/2（木）までに事務局までメールまたはＦＡＸ
にてご提出下さい。クラブとしての意見集約は 10/9

（木）の例会時に挙手にてお伺い致します。ご検討よ
ろしくお願い申し上げます。
◎小泉芳郎会員より当クラブバナーの変更を検討するに
あたり、先人の思いやその由来を知り、より良いもの
とするために本日資料をお持ちいただきお配りしまし
た。これからご意見など伺っていこうと思います。
◎本日例会終了後、臨時理事・役員会を開催いたします。

＜メークアップ＞　　　　４名
　　　柏手　茂・清水　裕・杉山善弥・牧野國雄　会員

＜本日のスマイル＞　　　９名

＜ゲスト＞　　　　　　　１名　杉本　健様（卓話者）

＜ビジター＞　　　　　　２名　高橋烈雄様（平塚湘南ＲＣ）
　　　　　　　　　　　　　　　平野達雄様（平塚西ＲＣ）
 
＜卓話・行事予定＞
１０月　９日（木）　米山奨学生

ムウェニャ・チパラブエ様（ザンビア／東海大学在籍中）
　　　　１６日→１９日（日）　地区大会
　　　　　　　　　　場所：横須賀芸術劇場
　　　　　　　　　　　　　メルキュールホテル横須賀
　　　２３日（木）　入会記念卓話　北本省三会員
　　　３０日（木）　休会（定款による）
１１月　６日（木）　職業奉仕月間卓話　
　　　　　　　　　地区職業奉仕委員　小飯塚立雄会員

＜市内例会変更＞　　　　　現在ございません。

＜メークアップ＞

＜本日のスマイル＞

＜卓話・行事予定＞

＜市内例会変更＞

＜幹事報告＞

＜ゲ 　 ス 　 ト＞

＜ビ　ジ　タ　ー＞

クラブ会報委員会　　◎日坂泰之　　○中村　豊　　杉山幹生　　西村裕子　　鈴木條一　　粟野　裕


