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第1252回例会

平成28年３月24日（木）

◉本日の例会プログラム 会員卓話「会員拡大」
◎次回例会プログラム

籾倉了胤会員
３月31日（木）
中津平成ＲＣ例会

休会

前回（1251回例会）
の記録
平成28年３月17日
（木）
■ゲスト

■ビジター

◎ロータリーソング

■出席報告
会 員 数 26名
免 除 者 数 ２名
対 象 者 数 24名
本日出席者 16名
欠 席 者 数 ８名
出 席 率 66.67%

それでこそロータリー

◎会長の時間 辛嶋会長
久しぶりの夜間例会のような気がします。
年度初めに、私の希望として月に１回程度
の夜間例会をしたらどうかというお願いを
しました。
それは、夜間例会における親睦、昼間のあわただしい
例会をたまにゆっくりとするようなゆとりを求めてのこ
とでした。結果、昼間は出席できないのが夜だと出席で
きるという御意見もあり、私としては良かったとも思っ
ている状態です。
もともと夜間例会は、年間４〜５回程度、どの年度に
もありました。つまり、秋の観月例会、３クラブ合同の
忘年例会、新年の新春家族例会、春の花見例会、そして
年度末の最終例会など、更にガバナー公式訪問時に夜間
例会にしたこともありましたし、夏の納涼例会などもあ
りました。
残すところあと３か月と少しの期間となりました。今
後の夜間例会は4月の花見例会、５月に１回、６月の最

■1250回出席報告の修正
1250回欠席者 ８名
メイクアップ
１名
欠
席
者
７名
修正出席率 66.67%→

70.03%

●メイクアップ
鎧坂会員
（3/17Eクラブ）
●欠席者
小野会員、出納会員、川崎会員、長野（修）会員
仲本会員、矢頭会員、籾倉会員

終例会になると思います。よろしくお願いします。
◎幹事報告 宇都宮幹事
●例会変更
中津RC 3/30（水）→観桜夜例会18：30（廣
池千九郎中津記念会館）
杵 築RC、 大 分RC、 大 分 東RC、 大 分 臨 海
RC、 大 分 南RC、 大 分 中 央RC、 大 分
1985RC、大分城西RC
●週報受理 竹田RC
●幹事報告
・第1グループ次期会長、幹事交流会のお知らせ
・2016 〜 2017年度会員増強・管理運営合同セミナー開
催のお知らせ
・ハイライトよねやま192号
・平成ロータリー姉妹クラブ交換会 開催日のお知らせ
・第29回大分グループ留学生交流会のご案内
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ンターネットだけでなく、実際に集まって奉仕プロジェ
クトや親睦イベントに参加したり、RI国際大会に合わせ
て現地でミーティングを開いたりすることもあります。
また、ロータリアンならどなたでも、Eクラブのオン
ライン例会に参加して、欠席を補うこと（メークアップ）
ができます。

◎委員会報告
クラブ管理運営委員会 親睦担当 黒瀬会員
３月26日、27日は地区大会になっています。出席予定
の各会員よろしくお願い申し上げます。
◎ニコニコボックス クラブ広報委員会
〔辛嶋会長〕中学の孫が英検準二級を取りました。子の成
長は早いものであります。少年老い易く学成り難し、一
寸の光陰軽んずべからず、未だ覚めず池塘春草（ちとう
しゅんそう）の夢、階前の梧葉（ごよう）已（すで）に
秋声。
〔永松会員〕私は辛嶋会長のお孫さんのお母さん（娘さん）
と同級生です。同級生には医師の子弟が多かったです。
懐かしく思い出しました。
〔小野会員〕孫が女の子４人います。塾の送り迎えは私の
担当です。マンションが満室になりました。ありがとう
ございます。
〔長野
（定）会員〕
先週は仕事の関係で例会を欠席しました。
〔加来会員〕来週福岡で九州医学研究会創立30周年記念講
演をするため、その打ち合わせで熊本に行ってまして、
今慌てて帰ってきました。今度の連休は同窓会で宮崎に
ゴルフに行ってきます。
〔出納会員〕清浄園から今年３人の卒業生が出ます。全員
男子です。恒例ですが、全員にスーツネクタイをプレゼ
ントしました。またこれも恒例の１泊２日のお別れ旅行
のパーティでは、卒業生のスピーチに、毎年のことです
が胸がつまります。
〔土居会員〕
前々回例会でお誕生日祝いをいただきました。
ありがとうございます。先週土曜日に卒園式を終えるこ
とができました。
〔黒瀬会員〕昨日は仕事で嫌なことがありまして、お酒を
飲みすぎました。切り替えのスイッチが必要です。
〔若松会員〕たくさんのニコニコをありがとうございまし
た。
◎夜間例会フリートーク
ロータリー情報
Eクラブとは
ロータリー Eクラブは、従来型のクラブとよく似てい
ます。どちらも毎週例会を開き、奉仕プロジェクトを実
施し、ロータリー財団を支援し、会員同士の親睦を楽し
みます。しかし、大きな違いがひとつあります。それは、
会員がそれぞれに都合のよい曜日や時間にインターネッ
トで例会に参加することです。
Eクラブの運営
ウェビナー、ビデオ会議、伝言板、インスタントメッセー
ジ、スカイプ、Googleハングアウトなどを使って、会員
同士がコミュニケーションします。例えば、ある会員が
例会用コンテンツをアップロードすると、その週にほか
の会員がそれに関するディスカッションを行います。イ

Eクラブへの入会と参加
Eクラブは世界のどの地域からも入会できます。中に
は、特定の地域やコミュニティを中心としたEクラブも
あります。
Eクラブは、こんな方にお勧めです。
・忙しいため、柔軟な時間に例会に出席したい方
・時期や季節によって別の地域に住んでいる方
・旅行や出張の多い方
・外出が難しい方
・近くにロータリークラブがない地域にお住まいの方
Eクラブをはじめるには？
各地区で新クラブ設立を支援する地区ガバナーに連絡
を取ってみましょう。
Eクラブ設立に必要なもの
・クラブ専用のウェブサイト
・創立会員（クラブサイトの運営者を含む）
・オンライン例会の機能・設備
・ウェブサイト上の会員専用ページ（個人情報を守るた
めにパスワードで保護されたページ）
・オンラインの決済システム（会員からの会費や寄付の
支払い用）
・他クラブの会員がオンライン例会にゲスト参加（メー
クアップ）するための機能
Eクラブは、運営に必要なURL取得料、ホスティング
サイト使用料、インターネット使用料といったすべての
関連経費を自己負担します。
日本のEクラブ
福山ロータリー Eクラブ2710
http://rotaryeclub2710japan.org/
東京米山ロータリー Eクラブ2750
http://www.yoneyama-eclub.org/
北海道2500ロータリーＥクラブ
http://hokkaido2500rotaryeclub.org/
HYOGOロータリー Eクラブ
http://eclub.hyogo.jp/
かながわ2780ロータリー Eクラブ
http://www.kanagawa-e-club2780.rotary.bz/
ワールド大阪ロータリーＥクラブ
http://senshu-kumatori-eclub.jp/
Rotary E-Club Sunrise of Japan
http://www.e-club-sunrise.jp/
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