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出
席
報
告 

ゲスト 0名 ビジター 0名 会員 24名 

欠席 3(免除者 0名) 出席率 87.50％ 

前回の修正出席率 91.67 前々回の修正出席率 91.67％ 

 

 

会 長 挨 拶 

会 長 佐藤 泰文  

幹 事 山本 明峰 

第 ２６０１回 例会 
平成２７年９月１８日（金） 
天候 雨のち曇り 
合唱 それでこそロータリー 
   四つのテスト 

事務所 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566湯河原温泉観光協会内 
TEL 0465(64)1234 FAX 0465(63)1716 

例会場 静岡県熱海市泉 107 ニューウェルシティ湯河原 
TEL 0465(63)3721 FAX 0465(63)6401 

例会日 毎週金曜日  １２：３０～１３：３０ 

ガバナーより 
1．Ｒ財団月間」（11月）卓話 及び 財団補助金申請
に関する説明について 
 財団地区補助金受付は今年度より期間を長くし
て 2015 年 11 月 1 日～2016 年 3 月 31 日、直接申請
書を提出いただくようになります。補助金推進委員
会では、クラブよりご要望があれば、積極的に説明
に伺う気持ちでおります。財団学友の卓話も含め
て、例年のように 11 月の財団月間の卓話依頼を受
付けいたします。11 月以外の月でも全く構いませ
ん。Ｒ財団委員会を御希望の場合は具体的にどのよ
うな内容を御希望なのかを明記ください。財団学友
を御希望の場合は、できるだけ夜間例会にお声掛け
いただけますようお願いします。 
連絡事項 無し 

事前メークアップ 2名 

あるところの逞しい若者の話です。自分に与えられた
仕事に精力的に取りかかり、最初の週は 18本の薪を割り
ました。2週目も同じく頑張りましたが、割った薪は 11
本でした。3週目は朝から晩まで働き続けたにもかかわら
ず、僅か 6本しか割れませんでした。がっかりした若者
は、親方に仕事を辞めたいと申し出、「力が衰えてきまし
た。前ほどの沢山の薪が割れませんでした」。いたって健
康そうな若者を見て親方は言いました。「斧を研いでみた
かい」、「斧を研ぐですって、そんな時間がどこにあるん
ですか」と、若者は憤って尋ねました。「薪を割るだけで
忙しいのに」と。 
仕事か捗らない時、倍頑張ろうと考えるのはごく自然

です。しかし時期として、がむしゃらに働くことでなく、
賢く働くことにあります。道具の見直しや、やり方を分
析してみることです。 
これまで 20年間、ロータリーでは会員増強を訴えてき

ました。目標を立て、キャンペーンを立ち上げ会員を増
やすだけに注力してきました。しかしロータリー全体の
会員数は依然として横ばいです。 
今こそロータリーに道具を研ぐ時が来たのです。「もっ

と会員を入れるにはどうすればよいのか」に注意を向け
るのではなく、「ロータリーの会員であることの価値をど
う高められるか」と問うべきなのです。 
7月に開始された「ローターグローバルリワード」で、

この画期的なプログラムで、ロータリアンは、世界中の
ビジネスやサービス業者と繋がり、割引や特典を受ける
ことが出来ます。交渉により参加した企業に加え、ロー
タリアンも自らビジネスへの参加が出来ます。また、利
用ごとに参加企業が利益の一部をロータリー財団に還元
するオブションも設けられており、すでに採用している
企業もあります。利用者が増えれば増えるほどプログラ
ムが充実し、特典も増えていくでしょう。 
「ローターグローバルリワード」は、単なるロイヤル

ティープログラムの枠にとどまるものではありません。
ビジネスと奉仕を組み合わせたこのプログラムはロータ 

幹 事 報 告 

スマイルＢＯＸ 

西山 敦君･山本明峰君･小松雄成君･浅田真隆君･望月 

博文君･小倉高代君 

9/12･13 産土八幡神社の例祭が天候に恵まれ無事 

終了しました。 

リアンであること、ロータリーネットワークの一員

であることの価値とメリットを増す新しい方法で

す。 

「自分にとってどんなメリットがあるのか」ロー

タリアンは、自らの人生の豊さを、ロータリーが持

つ価値ではっきり証明できる必要があります。 
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卓 話 
室伏 学君 

「ロータリーＥクラブ」       

●ロータリーE クラブの基本情報 

ロータリーE クラブとは、電子的な手段で会合を開くロー
タリー・クラブである。従来型のクラブと同様に毎週例会
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む。大きな違いは、定められ
た曜日と時間に例会場に行く代わりに、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
ある。 

6 年に及ぶ試験的プロジェクトを経た後、2010 年に規定審
議会が、ロータリーE クラブを国際ロータリーの一部とす
ることを認めた。2010 年 7 月 1 日時点で RI には、14 の E

クラブが存在し、それらすべては試験期間中に創設された
クラブだった。 

2015 年 9 月現在、RI に掲載されている E クラブは 272 ク
ラブで、その内、ロータリージャパンに掲載されているの
が 12 クラブである。但し、「Rotary E-Club of Pago Bay 

Guam」を含んでいるので、実際に日本国内で認証されてい
るのは 11 クラブのようだ。 

尚、設立されたばかりの「かながわロータリーE クラブ
2780」も既に掲載されている。 

●E クラブはどのように運営されるか 

E クラブの例会は、独自のウェブサイト上で開かれる。正
式な例会時間に、クラブのウェブマスター（ウェブ担当者）
またはクラブ幹事が例会ディスカッションの資料を掲載す
るものとされているが、会員は、その週のうち、自分に都
合のよい時間にサイトを訪れることができる。E クラブの
会員は、特定の主題やそのほかクラブに関する事柄につい
て、チャットルーム機能やそのほかの方法で話し合うこと
ができる。E クラブ会員のプライバシーを尊重するため、
例会の一部内容や会員のデータは、一般の閲覧者には見ら
れないよう保護されている。すべてのロータリーE クラブ
は毎週の例会をはじめ、クラブの業務や運営をオンライン
で行うが、中には、奉仕プロジェクトや半期・四半期に 1

度の夕食会、RI 国際大会など、年度中、さまざまな機会に
直接顔を合わせている E クラブもある。こうした機会は、E

クラブ会員同士の親睦を深める手段となるが、あくまでも
任意とされている。 

●E クラブの参加者 

事業、専門職業、地域社会のリーダーで、体の不自由、遠
距離、多忙なスケジュールなどの理由により、毎週の例会
に物理的に行くことができないという人にとって、E クラ
ブは、例会出席を満たし、奉仕プロジェクトを実施し、ロ
ータリーの親睦に参加できる選択肢となる。通常のロータ
リー・クラブの例会に欠席したロータリアンも、時折、オ
ンラインで E クラブの例会に出席してメークアップをする
ことができるため、あらゆる会員にとっても貴重な存在で
ある。 

●E クラブの方針 

RI 細則は、1 地区につき 2 つまでの E クラブを設立するこ
とを認めている。ロータリーE クラブは、RI 理事会によっ
て、全世界のものであるとみなされている。各 E クラブは
一つの地区に割り当てられるが、会員は、ロータリーが存
在する国や地域ならどこに住んでいても構わない。 

●技術的な必要条件 

例会の場所がウェブサイトであるため、E クラブは以下を有し
ていなければならない。 

•専用のウェブサイト 

•例会を開くためのオンライン会議のソフトウェア 

•ウェブサイトの会員専用セクション 

（会員個人情報を保護するためにパスワードなどで保護され
たページ） 

•オンラインでの支払いシステム 

（会費や寄付などの支払い） 

（参考：Rotary international・ロータリージャパン） 

ロータリージャパンに掲載されている、日本国内で認証されて
いる 11 クラブは以下の通りで、若干異なるそれぞれのメーク
アップ条件を示します。（2015 年 9 月時点） 

○北海道 2500 ロータリーＥクラブ ★ 

感想 100 文字以上 500 円 

例会はテキスト（ロータリーソングのみ動画） 

○東京米山ロータリーＥクラブ 2750 ★ 

30 分以上（タイマーあり）1000 円 

例会はテキスト（まず会員登録が必要） 

○東京ピースウィングロータリーＥクラブ ★ 

感想 100 文字以上 500 円 

メークアップ料を支払わないと例会にアクセス不可 

例会は英語で進行 

○愛知ロータリーＥクラブ ★ 

感想 100 文字以上 500 円 

例会はテキスト（ロータリーソングのみ動画） 

○かながわ 2780 ロータリーＥクラブ 

感想 100 文字以上 500 円 

ロータリアンでないと例会にアクセス不可 

○Rotary E-Club Sunrise of Japan ★ 

30 分以上（タイマーなし）1000 円 

例会はテキスト 

○ワールド大阪ロータリーＥクラブ ★ 

感想 100 文字以上 500 円 

例会はテキスト（点鐘のみ動画） 

○日本ロータリーＥクラブ 2650 ★ 

感想 300 文字以上 1000 円 

例会は動画 

○HYOGO ロータリーＥクラブ ★ 

感想 150 文字以上 1000 円 

例会はテキスト（点鐘のみ動画） 

○福山ロータリーＥクラブ 2710 ★ 

感想 300 文字以上 1000 円 

例会は動画 

○2730 ジャパンカレントロータリーＥクラブ 

感想 150 文字以上 1000 円 

例会はテキスト 

いずれも「メークアップ」というリンクボタンをクリックして
始めます。 

例会に参加して後でお金を支払うケースが大半ですが、中には
先にお金を支払わないと例会に参加できないクラブもあり、ま
ちまちです。 

尚、★印は実際に私がメークアップ出席したことのあるクラブ
です。 

皆様、どうぞお試しください。 

 

    

細谷会員退会挨拶 


