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＊３月のプログラム予定＊

１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．内部卓話 斉藤順一会員
６．出席報告

6日 内部卓話 津々良洋一ＩＴ委員長
「Ｅクラブでのメークアップについて」
13日 内部卓話 斉藤順一会員
20日 内部卓話 竹田 豊会員
27日 内部卓話 ｢地区大会及び中津RC60周年に参加して」

第２２９２回例会

平成２６年

３月

６日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

君が代、奉仕の理想

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

梶原廣志君（宇佐2001RC）

会長の時間

藤本博和会長

たのですね。メークアップの貯金ができると本当に助

今日はEクラブでのメークアップについての卓話で

かります。私も沢山貯金を持っているのですが、2週

すが、先日の研修リーダー地区指導者育成セミナーの

間の期限がネックです。それならば、Eクラブメーク

時に、本田パストガバナーからEクラブのメークアッ

アップのほうが、サインメークアップするより良いの

プの話が出まして、サインメークアップの良否が問わ

ではないかという話がありまして、感じたわけですが、

れる中、基本的にはロータリアンは嘘はつかないと言

変化に対応する意味での試みとして、宇佐RCでも先

ったら会場に笑いが起こりました。私は三度したこと

輩方のご意見を聞きながら、良い悪いの検証検討が出

がありますが、最初は偶然にそこの例会が休みでサイ

来ればと思っております。仕事上本当に例会に出席で

ンメークアップをしまして、これは楽だなと思いまし

きないような方達に、ロータリーの根幹さえ持ってい

て、その後2回ほどそこを狙ってしたことがあります。

れば良いようにも思います。本日は後の段取りがあり

例会変更等で確認できますので、それは悪いことだっ

ますので、会長の時間はこれくらいにします。

事務局

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
ＴＥＬ．ＦＡＸ：０９７８－３８－２３７０ http://www.usa-rotary.com/

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信
1）くにさきロータリークラブより「創立30周年参
加のお礼と記念誌」；回覧
２．例会変更
日出RC：3/11(火)の例会は､「杵築速見消防本部」
に変更；職場例会の為
津久見RC：3/25(火)→3/26(水)18:30～「喜楽庵」に
変更；3クラブ合同観桜会の為
３．週報受理

大分キャピタルRC、津久見RC

４．理事会報告

なし

スマイルカード

５．お知らせ

宮丸龍昭委員長

梶原廣志君(宇佐2001RC)：久しぶりにおじゃまします。

1）杵築ロータリークラブ依頼の「社是・社訓・企
業理念」の調査にご協力お願いいたします。会
社名、電話番号、代表者名と一緒に事務局まで。
６．欠席連絡

藤本博和会長：本日は津々良会員E-クラブメークア
ップの卓話よろしくお願いします。
河村正一会員：Eクラブの卓話よろしくお願い致しま
す。香下電装のコンペお世話になりました。

末宗為十会員、砂山正則会員、竹田 豊会員
藤林鋭司会員、宮本順二会員、米澤哲也会員
７．本日の当番

佐藤憲三郎会員：津々良会員、卓話楽しみにしていま
す。先日石部先生に大変お世話になりました。
津々良洋一会員：卓話を急きょする事になりました。

山上明宣会員、和田久継会員

迷惑掛けます。
石部幸二会員：先日は宮丸会員に大変お世話になりま
した。

委員会報告
◎親睦活動委員会

宮丸龍昭会員：先般のコンペには、多数の会員の皆さ
宮丸龍昭委員長

3月16日地区大会終了後の反省を兼ねた懇親会を、
ちよせにて午後6:00から行います。出席できる方はお
願いいたします。

まの出席をいただきましてありがとうございました。
廣瀬辰彦会員：早退のため、津々良さんの卓話を聞け
なくて申し訳ありません。
岩井謙次会員：早退します。
新開洋一会員：早退します。

今月のお祝い

ニコニコ累計

４６３，０００円

【本人誕生日】
新開洋一会員：3月15日が65才の誕生日です。我が人
生やっと折り返しを過ぎました。あと半分頑張り
ます。
本庄伸子会員：3月16日地区大会の時に誕生日です。
何が起こるか楽しみにしています。
【配偶者誕生日】
佐々木正博会員：愛妻の誕生日が3月21日です。ひと
つ上の姉さんです。
津々良洋一会員：妻圭子の誕生日が3月17日です。覚
えています。
宮丸龍昭会員：今日はお祝いありがとうございます。

内部卓話
「Ｅクラブでのメーキャップについて」
津々良洋一ＩＴ委員長
まずは、インターネットクラブ
（Eクラブ）とは何かを簡単にご説
明し、実際に接続してみたいと思い
ます。尚、Eクラブのメーキャップ
については、クラブとして採用する
かの検討が必要かと思いますので、その点ご注意いた
だきたいと思います。Eクラブは6年間の試験期間を

経て、2010年の規定審議会で承認され、現在世界で

当クラブの例会運営について

147クラブ、日本では私の調べた限りでは、5クラブあ

毎週1回、クラブのウェブサイトに会員参加型活動

り、後ほど紹介いたします。Eクラブは地区に2クラ

を載せ、定期の会合を開く。会員は１週間以内に、掲

ブまで作ることが出来、例会がネット上という以外は、

載された参加型の活動に参加すれば、Eクラブの例会

通常にクラブと変わりありません。

に出席したものと見なされる。（最低３０分以上の記
事閲覧が必要）

イークラブ（E－Club）
ロータリーの新しいモデルクラブとして発足した
Eクラブは、2010年規定審議会で1地区で２つまで
インターネットクラブが設立できるようになった。
本クラブは、毎週1回、細則に定められた日に、ク
ラブのウェブサイトに参加型の活動を載せることに
よって、定期の会合を聞かなければならない。Eク
ラブの会員は、インターネットを利用して理事会を

会員は、会費を支払い、社会奉仕プロジェクトを実
施し、クラブウェブサイトを例会場として利用する以
外は、他のロータリー・クラブと同じように活動展開
する。
当クラブでは例会参加スタイルには全てオンライン、
部分的オンライン（時々顔を合わせる従来の例会も開
催）の２種類を予定している。

聞き、ガバナーの公式訪問を主催し、会費を払い、
プロジェクトを評価しあっている。また、このクラ
ブは、ウェブならではの柔軟性によって、ロータリ
アンの都合に合わせた対応をしており、多数のロー
タリアンがメークアップをするためにアクセスして
いる。

＝ロータリー情報マニュアル抜粋＝
東京米山ロータリーEクラブ2750のウェブサイトより
ロータリーEクラブとは
ロータリーの新しいモデルクラブで、直接決まった
場所と時間に顔を合わせるよりも、主にインターネッ
ト上で例会を開く（ＲＩ細則第１条）ロータリー・ク
ラブのことをいいます。通常のロータリー・クラブと
同様に、奉仕プロジェクト、募金行事、親睦の活動に
取り組み、ＲＩの加盟会員としてのすべての権利、特
権、義務を有します。
国際ロータリー加盟Ｅクラブ数：127
(2013年8月22日現在）

Eクラブの基本例会時間についても決まった曜日の
決まった時間という時間枠を設けるのではなく、一週
間に一度 運営側はクラブの定めた時間に卓話に該当
する記事内容をホームページ上に掲載する。この記事
内容というのは通常の例会のように、「会長報告」
「幹事報告」「委員会報告」「卓話内容」「卓話記事
についての投稿」といった会員コミュニケーションを
図り、また、ロータリーの勉強やロータリーの5大奉
仕に基づいた様々なジャンルのものを予定。例会の開
催形式は各Ｅクラブ多様に設定しているですが、当ク
ラブでは会員同士のビデオチャット（つまり顔をみて
のFace to Face 例会）定期的に予定してメンバー討議
の場として予定しております。その他ロータリーの原
点である会員の親睦を深めるためにも不定期ではあり
ますが、会員が集える総会的なもの、各種親睦会も開
催予定です。
すべてのロータリークラブと同様、民間最大の国際
奉仕団体として我々東京米山ロータリーEクラブでも、
会員と色々協議しながらこれから展開予定ではありま
すが、地元や海外の地域社会を舞台に奉仕プロジェク

トを実施したり、日本独自の奉仕プロジェクトである

Eクラブ採用の背景と経過

米山記念奨学会支援 財団支援も積極的に展開してま

第一級の人道的奉仕団体であり続けるために、革新

いりたいと考えております。また、効果的なクラブと

的な会員増加、管理運営の新しいアイディア・方法を

しての重要要素を取り込み、戦略計画にのっとり少し

試みる試験プロジェクトを開始。

ずつ従来のクラブと同じようにクラブの新しい歴史を
作りたいと考えております。
特にこのクラブの設立経緯でもある、海外学友のネ
ットワーク化にも力を注ぐ。奨学生期間が終わると学
友との付き合いが少しずつ希薄になります。優秀な学
生が母国のために社会貢献しているのですから、この
システムを最大限に利用し、少しずつ世界の学友ネッ
トワークを拡大させるべく考えております。
クラブ会員

2001年4月試験的プロジェクトの承認（RI規定審議
会）2001年9月、試験的プロジェクトとしてEクラブ
を支援することに同意（RI理事会） 。
2002年1月初Eクラブが誕生（サイバークラブ・
Rotary EClubOne・D5450）
2004年6月Eクラブへのメイクアップ可能（HPに30
分）試験期間を5年から6年へと延長。
2010年4月1地区２つまでEクラブ設立を認める（RI
規定審議会）

ホームページから会員アクセスログインを行い、例
会内容を閲覧します。それ以外に決められた時間にビ
デオライブチャットに参加します。
会費の支払、各種寄付、ニコニコ寄付についてもす
べてホームページを経由してのクレジットカード利用
によるオンライン決済を予定（会員にはロータリーカ
ードを推奨）

＝＝＝＝＝ 日本のＥクラブ ＝＝＝＝＝
●Ｒｏｔａｒｙ Ｅ-Ｃｌｕｂ Ｓｕｎｒｉｓｅ ｏｆ Ｊａｐａｎ （RI第2640地区)
http://www.e-club-sunrise.jp
●日本ロータリーEクラブ2650 （RI第2650地区）
http://rotaryeclub2650japan.org/
●東京米山ロータリーＥクラブ2750 （RI第2750地区）
http://www.yoneyamaui.jp/
●泉州KUMATORIロータリーEクラブ （RI第2640地区）
http://senshu-kumatori-eclub.jp/
●福山ロータリーEクラブ2710 （RI第2710地区）
http://rotaryeclub2710japan.org/

メイクアップ
ホームページ上の所定の手続きでホームページ上で
いつでも例会メイクアップが可能となります。メイク

出席報告

出口幸太郎副委員長
第2292回（3月6日）

アップフィーは一回、一人当たり１０００円です。こち
らもホームページ上でのクレジットカード利用による

会 員 総 数

オンライン決済となります。（ロータリーカード推奨）

（内出席免除 ）
出

席

数

32名
0名
23名

（ 内 事 前 M U）

0名

欠

席

数

9名

出

席

率

７１．８８％

欠席者
小野田義文会員、末宗為十会員、砂山正則会員
住本憲彦会員、竹田 豊会員、藤林鋭司会員
宮本順二会員、米澤哲也会員、和田久継会員
閉会点鐘 発行 平成26年3月13日

