2021-2022 年度 RI テーマ ：奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
HIRATSUKA RC テーマ
：ともに ひらめき きらめく !

平塚ロータリークラブ 週報
Hiratsuka R.C. Weekly
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
会長 : 柏手 茂 副会長 : 白石 慎太郎 幹事：米山 俊二 クラブ会報委員長：平井 敬規
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会員数 60 名

対象者 60 名

Zoom トライアル例会参加者
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8 月 5日

会員数 59 名

対象者 59 名

Zoom トライアル例会参加者
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毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）
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Zoom トライアル例会
会長報告
皆さんこんにちは。先々週のガバナー公式訪問の対応
ありがとうございました。そして、先週は、変則の祝日
のため休会のため、2 週間ぶりの例会と思っていたので
すが、新型コロナの感染拡大で大きく状況が変わりまし
た。
4 連休、オリンピックの開催など、私たちの生活の感
覚にコロナに対する警戒感が少し緩んできた結果なのか
なと思わざるを得ません。このような状況に対応するた
めに対面での例会については、当面の本日 29 日と 8 月
5 日については休会することとなりました。
しかし、このような状況が長期化することに対応を考
えなくてはならないという事で試験的にオンライン例会
を行う事といたしました。実施に先立ってアンケートを
実施したところ、想定より多くの会員、約 90％が Zoom
への接続が可能なことが分かりました。前年の鳥山年度
の際に三荒公共イメージ委員長が Zoom への会員レク
チャーを行ったことから比べると、Zoom などのコミニ
ケーションツールが普及してきていることが良くわかり
ました。
今年度は、地区デジタル化推進小林副委員長、会報 IT
委員長を中心にそして、アドバイザーとして、オフィス
マルクラの中丸さまにご協力いただき、Zoom 例会の開
催の準備を行いました。オンラインでも可能な限り、リ
アルな例会に近いものにしようとあれこれと工夫をして
みました。また、Zoom への接続の経験が無い方や不安
な方は、会報 IT 委員会で完全サポートを行いました、
全員が Zoom に接続できるように行っていきたいと思い
ます。
前年の鳥山年度と同様に、「コロナだからダメではな
く、コロナ禍でもできることを考えて実施する」という
考え方を基に例会を進めていきたいと思います。

クラブ会報

IT 委員会よりご報告

7 月 29 日 8 月 5 日の二日間、平塚ロータリークラブ
に於いて Zoom によるトライアル例会を開催いたしま
した。このトライアル例会に先立ち、会員の皆様にアン
ケートを実施し、Zoom を活用しての例会が可能かどう
か検討した結果、トライアル例会を開催することになり
ました。
アンケートの結果は、会員 60 名中で Zoom を使って
いる若しくは、使ったことがあると答えた方は、54 名
（90％）という結果でした。アンケートの中で会員全員が
Zoom を使えるようにと考え、8 月 5 日のトライアル
例会前に商工会議所に於いて Zoom のインストール、
設定、使用方法のレクチャーを行いました。
このレクチャーの結果、トライアル例会の２日間のう
ちいずれかの日に参加していただいた会員、参加できな
かったが技術的、環境的に参加できる会員、レクチャー
で参加できる様になった会員を合わせますと 60 名中 57
名（95％）が参加可能となりました。
会員の皆様のご協力により平塚ロータリークラブでも

平塚ロータリークラブ 週報 3321 ・3322 合併号
成瀬会員と鈴木忠治会員に
Ｚｏｏｍ設定方法ご指導中︒
お二人とも入れました！

Zoom 例会が開催できるようになりましたことに感謝い
たします。クラブ会報・IT 委員会では、引き続き会員の
皆様全員が Zoom 例会に参加できるよう全力を尽くし
サポートいたしますのでよろしくお願いいたします。
クラブ会報

7月29日

IT 委員会

委員長

平井

敬規

緊急事態宣言発令により、
Zoom トライアル例会

8 月5 日

緊急事態宣言発令により、
Zoom トライアル例会

幹事報告

幹事報告

◎先日皆様からご協力いただきました、熱海伊豆山集中
豪雨の被災者の方々への義援金は57,000円となりました。
7/21に地区へお送りいたしましたので、ご報告いたし
ます。ご協力ありがとうございました。

◎8月7日(土)13時よりインターアクト委員会がZoomに
て開催されます。柏手会長が参加されます。

◎7月31日(土)12:30〜17:00 Zoomにて「クラブ活性化
ワークショップ」が開催されます。
柏手会長、元吉会員研修委員長、今村会員増強・選考
委員長、三荒ロータリー財団委員長、木村公共イメー
ジ委員長が参加されます。
◎10月24日(日)開催予定の「世界ポリオデー in 2780」に
向け、END POLIO NOWオックスフォードシャツを購入
のお申し込みを受け付け中です。
クラブよりまとめて注文となります。明日が締め切り
となりますので、まだの方は本日中に事務局までお申
し込みください。

◎本来でしたら、月初に例会で米山奨学生にその月の奨
学金をお渡しする予定ですが、今月は緊急事態宣言発
令中ですので、江藤カウンセラーが直接奨学生のアン
君にお渡しいたしますことをご報告いたします。
◎8月21日（土）開催予定でしたクラブビジョンセミナ
ーが延期との連絡が入りました。
清水裕長期計画委員長が参加予定でしたが、改めてご
参加をお願いいたします。
◎来週8月12日(木)は休会となります。次週8月19日(木)
については本日Zoomにての理事・役員会で協議いた
しますので、決定後に皆様にメール、ファックスでお
知らせいたします。
委員会報告

今週のお祝い
誕生日祝い・・・清水裕会員
結婚祝い ・・・無し
3名

ゲスト

第6グループガバナー補佐
辻 彰彦様
地区公共イメージ委員会 副委員長 小倉高代様
(有)オフィスマルクラ
中丸雅仁様
卓話・行事予定
8月05日(木)
8月12日(木)

Zoom トライアル例会
休会

今週のお祝い
誕生日祝い・・・清水雅広会員、豊川忠紀会員、馬上晋会員
結婚祝い ・・・無し
5名

ゲスト

市内例会変更
緊急事態宣言発令中により、全クラブ休会中
司会進行する小林誠副幹事
と会長報告をする
柏手茂会長

クラブ会報委員会

○クラブ会報・IT委員会 平井敬規委員長
本日、成瀬会員と鈴木忠治会員が新たにZoomトライア
ル例会に参加されています。今後も全員が参加できる
よう、クラブ会報・IT委員会で協力いたします。
よろしくお願いいたします。

◎ 平井 敬規

秦野RC会長
秦野RC幹事
平塚北RC会長
平塚西RC幹事
(有)オフィスマルクラ

大澤公一様
郭 根男様
相原 清様
近藤直樹様
中丸雅仁様

卓話・行事予定
8月12日(木)
8月19日(木)

休会
未定

市内例会変更
緊急事態宣言発令中により、全クラブ休会中
○ 関口 幸恵

菅沼 久志

松本 崇

