
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

第３０８１号（２０２０年６月１０日発行） 
 

 

      

THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立  昭和32年３月２３日 

RI承認  昭和32年４月１５日 

会  長  宮 内 秀 章 

副会長  田 中 英 子 

幹  事  寺 内 忠 正 

会  計  常世田 祐 一 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５階大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

       銚子商工会館４階 

電 話   0479-23-0750 

ファクス  0479-25-8789 

E‐mail   rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc/ 

2019-2020年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー諸岡 靖彦 (成田RC)  

広報・会報委員会   

委員長 石毛 英俊  副委員長山崎 芳樹 

委  員 大岩 將道 
  

 
 

今週のプログラム 

１２：３０ 点鐘 

短縮例会終了後 

新旧クラブ協議会 

「五大奉仕委員長活動報告」 

 

前回例会報告（６月３日） 

点鐘：宮内 秀章会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想  

ビジター紹介： 
米山奨学生 ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗﾅｰﾔｶ ｼｮﾊｰﾝ ﾏﾙｳｨﾝﾀﾞﾔｽ様 

 

会長挨拶 

皆さん、こんにちは。まず初めに、コロナウイ

ルス感染防止の為、例会の休会、事業活動の中止

等みなさんには大変ご迷惑をおかけしましたこ

と、ご協力を頂きましたこと改めてお詫びそし

てお礼申し上げます。今月も変則的なタイムス

ケジュールや席順等での例会の実施となります

が、どうかご理解の程よろしくお願い致します。 

振り返れば前回

この会場で例会

を行ったのは２

月の後半で、まだ

寒さでコートを

羽織る時期でし

た。しかし、もう

６月を迎え衣替

えの季節になり

皆さんとは一季節お会いしなかったことになり

ます。私もこうして皆さんの前でお話しするの

は非常に懐かしく感じ、また何よりお元気な皆

さんと再会出来ましたこと大変うれしく思って

おります。 

本日は、米岡会員の後任で銚子に来られた廣瀬

修一新入会員の入会式がございます。後ほど宜

しくお願い致します。そして、米山奨学生のバン

ダーラナーヤカ ショハーン マルウィンダヤ

ス君にお越し頂いております。後ほどご近況報

告の方お願い致します。 

さて、本日の卓話は副島会員による「オンライ

ン会議の紹介」ということです。先般、皆さん

へのお便りで書かせて頂きましたが、コロナ禍

の影響で以前よりもリモートワークでの作業ニ

ーズが高まってきました。そして２７９０地区

でもオンライン会議の講習会を実施したそうで

す。現在の状況下では必要不可欠になってきた

ことは間違いありませんので、是非お話しをお

聞きしオンライン会議について再確認したいと

思います。 
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幹事報告 
1. 2020年 7月クラブ請求書の作成にあたっての

お願い 

…ＲＩ 

2. 新型コロナウイルスへの対応について調査の

お願い 

3. 決議審議会クラブ提出決議案承認の件（郵便

投票） 

4. コーディネーターニュース 2020年 6月号 

5. 風の便り vol.5 NO.10 通刊 68号 

6. R財団学友会 50周年式典延期のお知らせ 

7. 月信号外 6号ご案内 

8. 2020年 6月ロータリー親睦活動月間リソース 

9. 財団室 NEWS 2020年 6月号 

10. 例会の開催方法と出席について 

11. 2020年 6月ロータリーレート 1ドル＝108円 

…ガバナー事務所 

12. ZOOM講習会のご案内 

13. 2020-21年度資料・書式ダウンロードのご案内 

14. 千葉東ＲＣ会長エレクト変更のお知らせ 

…ガバナーエレクト事務所 

15. ハイライトよねやま２４２ 

16. 世話クラブ補助費について 

17. 新型コロナウイルスに関する今後の事務局勤

務体制について 

…公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 

18. ロータリーの友からのお知らせ 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

19. ＩＭ中止のお知らせ 

…第 8グループ石井ガバナー補佐 

20. 令和 2 年度第 1 回銚子市世界大会等キャンプ

誘致推進委員会会議の開催について 

…銚子市世界大会等キャンプ誘致推進委員会  

21. 令和２年度関東近県中学生選抜野球大会の中

止について 

…銚子市スポーツ協会 

22. 定期総会資料送付 

…銚子市国際交流協会 

【例会変更】 

佐原香取ＲＣ 

５月例会全て休会  

緊急事態宣言対象地域解除されず、感染予防の為 

八日市場 RC 

6月 2日（火）・16日（火）の例会変更分として 

短縮例会（2 日は諸連絡の伝達のみ、16 日は石井

ガバナー補佐退任挨拶） 

9日（火）の例会休会  

新型コロナウイルス感染拡大予防のため 

23日（火）さよなら例会 点鐘 18：30 柿岡屋 

旭ＲＣ 

6月 30日(金)最終夜間例会 点鐘 18時 30分 

第 12 回定例理事会報告 
１）６月７月８月例会プログラムの件     

…承認 6月例会食事は持ち帰りとする 

２）次年度クラブ協議会の件（6/17） 

…承認 リーダー：上総会員 短縮例会終了後、開催 

次年度会長方針・五大奉仕委員長活動計画の発表 

３）新旧クラブ協議会の件 （6/10） 

…承認 リーダー：猿田会員 短縮例会終了後、開催 

 五大奉仕委員長のみ報告とする 

４）廣瀬新入会員カウンセラー・所属委員会の件 

…承認 カウンセラー：金島弘会員  

所属委員会：親睦活動委員会 

５）クールビズの件 

…承認 例年通り 6月〜9月実施  

ジャケット着用・ノーネクタイ 

６）会長幹事慰労会の件 

…承認 中止とする  

７）千葉科学大学留学生交流会の件 

…承認 開催中止の方向、6/10 両ＲＣ会長幹事会

で最終決定する 

８）休会中食事費の件 

…承認  

９）石毛英俊会員退会承認の件 

…承認 6/30付退会 

10）決議審議会クラブ提出決議案承認の件 

（郵便投票） 

…承認  

会員の記念日  

お誕生日おめでとうございます。 

宮内 秀章会長(4月 2日） 

淵岡 彰介会員(4月 2日) 

常世田祐一会員(4月 7日) 

村田  等会員(4月 7日) 

石毛 英俊会員(5月 15日) 

副島 賢治会員(5月 17日) 

 

結婚記念日 

大岩 將道会員(4月 15日) 

木曽  功会員(5月 3日) 

伊藤 浩一会員(5月 7日) 

富永 泰夏会員(5月 9日) 

杉山 俊明会員(5月 27日) 

 

入会記念日  

桜井 広和会員(4月 5日) 

寺内 忠正会員(4月 5日) 

木曽  功会員(4月 6日) 

櫻井 公恵会員(4月 24日) 

小田島國博会員(4月 25日) 

髙橋 宏資会員(5月 12日) 
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永澤  信会員(5月 25日) 

常世田祐一会員(5月 30日) 

山崎 芳樹会員(5月 30日) 

田中 英子会員(6月 2日) 

 

創業記念日  

村田  等会員(4月 7日) 

高橋 宏明会員(4月 10日) 

高橋 宏資会員(4月 17日) 

信太 秀紀会員(4月 25日) 

杉山 俊明会員(5月 1日) 

石毛  充会員(5月 6日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧宮内会長・寺内幹事 

例会再開出来る事に感謝して。ありがとうござ

います。 

 

 

 

 

 

 

 

✧桜井広和会員・猿田正城会員 

小田島國博会員・宮内清次会員・大岩將道会員 

3 ケ月ぶり待ちに待った例会に元気な姿で出席

できました。 

 

✧副島賢治会員 

例会再開後、最初の卓話をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓  話 

「オンライン会議の紹介」副島 賢治会員 
皆様こん

にちは。本日

はコロナ禍

の影響で利

用が広がっ

ているオン

ライン会議

について話

をさせてい

ただきます。無料で利用できる主なオンライン

会議ツールを 6 つ紹介いたします。インターネ

ットで調べればすぐにわかる程度の内容ですが、

ご参考にしていただければ幸いです。 

① Zoom（ズーム） 

テレワークの広がりとともに一気に知名度

を上げたオンライン会議ツール。無料版で

は会議時間に制限がありますが、有料版に

は制限はありません。RIが推奨していて、

ロータリー会員は有料版を割引料金で利用

できます。一方で、利用者数の急増により

セキュリティリスクが明るみになってしま

いました。ただし現在は Zoom側でも対策を

施していて、利用者側でもセキュリティを

高める対策ができます。 

② Microsoft Teams（マイクロソフト チーム

ズ） 

その名のとおり Microsoft 社が提供するオ

ンライン会議ツール。同社の Office365 と

の連携に秀でており、Outlook でメンバー

の予定を確認したり、Excel などの Office

アプリのファイルを Microsoft Teams 内で

共同編集できたりします。 

③ Google Hangouts（グーグル ハングアウ

ト） 

その名のとおり Google 社が提供するオン

ライン会議ツール。「Google ドキュメン

ト」「スプレッドシート」「Google カレンダ

ー」といったサービスとの連携に長けてい

ます。会議参加にあたっては全員が Google

アカウントを持っていることが条件になり

ますが、Gmail の利用率を考えれば、利用

のハードルは高くないと言えそうです。 

④ Skype Meet Now（スカイプ ミート ナ

ウ） 

Microsoft 社の傘下である Skype が提供す

るオンライン会議ツール。2020 年 4 月スタ

ートの新サービスです。オンライン会議を
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開くにあたり、ホスト、ゲスト問わずアカ

ウント登録が不要な点が特徴で、オンライ

ン会議参加へのハードルが低いため、参加

メンバーの IT スキルをそれほど気にしなく

ても良いのがメリットです。 

⑤ Cisco Webex Meetings（シスコ ウェベッ

クス ミーティング） 

Cisco Systems 社が提供するオンライン会

議ツール。無料のオンライン会議ツールは

有料版と比較すると大きく機能を制限され

ている場合が多いですが、Cisco Webex 

Meetings は無料版と有料版でそれほど大き

な差がないのが特徴です。さらに、連携で

きるソフトが多いのも特徴です。一例とし

て、Microsoft Outlook を使って Web 会議

をスケジューリング、招待ができます。 

⑥ Whereby（ウェアバイ） 

ノルウェーの Videonor 社が提供するオンラ

イン会議ツール。Whereby の特徴は、会議

を始める際に発行された URL をシェアす

るだけという手軽さです。接続人数は 4 人

までですが、少人数でしか会議を行わず、

必要最低限の機能が備わっていれば問題な

いという場合にはおすすめできます。ま

た、無料版でも音声や映像のクオリティが

高いとも言われています。ただしツール全

般が英語表記です！ 

 最後に、ロータリークラブの例会は、やはり

本日のように集まって開催することに意義があ

るとは思いますが、これからの新しい生活様式

を考えると、こうしたオンライン会議ツールの

活用も必要になってくるのかもしれません。以

上で私の卓話とさせていただきます。本日はご

清聴、誠にありがとうございました。 

 
 

 

 

 

 

デモンストレーションの様子 

米山奨学金交付 

 

 

 

 

 

 

 

入会式 

廣瀬 修一会員 

事業所 ： 

損保ジャパン㈱千葉支店 

銚子支社 支社長 

職業分類：損害保険 

ｶｳﾝｾﾗｰ：金島 弘会員 

所 属：親睦活動委員会 

 

 

 
 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３６名  

出 席  ３０名  欠 席   ６名  

出席率 ８３．３３％ 

欠席者：木曽君・村田君・吉原君 

鈴木君・富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

6/1 Zoom 講習会 （オンライン） 田中君 

6/4 8G会長幹事会（オンライン） 田中君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅前花壇 花植えのお知らせ 
日時：６月１６日（火）午前１０：３０～  

場 所：銚子駅前ロータリー 

※ＭＵ対象です。 

ご参加下さい。 

 

地域・環境保全委員会 

ニコニコ BOX ￥ 51,000 計 ￥494,010 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 34,371 

米山 BOX ￥  2,850 計 ￥ 37,705 

希望の風 ￥ 24,000 計 ￥219,000 

次週６月１７日のプログラム 

例会終了後(短縮、卓話なし) 

次年度クラブ協議会開催 

「次年度会長方針・ 

五大奉仕委員長活動計画の発表」 

お弁当：犬吠埼ホテル(幕の内） 

※感染症予防対策として、お弁当はお持ち帰

りとさせていただきます。 

クラブ協議会終了後、会場でもお召し上がり

いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 学年度米山奨学生 

ショハーンさん 初めての例会出席となりました。 

 


