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第1732回例会
令和４年10月20日（12：30～13：30）

○ソング
　◦我等の生業
○スマイルBOX
　◦佐藤幸彦会長エレクト（会長代行をさせていただきました。）
　◦車田裕介幹事（先日は結婚記念日のプレゼントありがとうございました。来週のガバナー公式訪問お世話に

なります。）
　◦永野文雄会員（例会担当のIT委員会　鶴丸委員長、卓話ありがとうございました。佐藤幸彦会員、会長代行

ありがとうございます。）
　◦金田昇会員（IT委員会の皆様、担当卓話ありがとうございました。白河西ロータリークラブの強さの一つで

すね。来週のガバナー公式訪問を楽しみにしています。）
　◦鈴木孝幸会員（本日は職業奉仕の為、早退させていただきますのでスマイルいたします。佐藤エレクト、会

長代理ご苦労様でした。）
　◦阿部克弘会員（福島県から獣医師派遣事業の協力依頼があり、白河市立五箇小学校で開催される動物ボラン

ティアに参加の為早退させていただきます。）
　◦根本あゆみ会員（今期2回目の例会出場です。私は

生きてます！のアピールでスマイルします。）
　◦永山龍太郎会員（あれから1年が経ちました。7月

の結婚記念ありがとうございました。今後ともよろ
しくお願い申し上げます。来年にオーダー会を開催
します。是非よろしくお願いします。）

　◦青木大会員（先日結婚記念日のお祝いをいただき
ました。今年で24年です。これからも仲良く過ごし
てゆきます。ありがとうございます。）

A  出席免除を受けていない正会員数 ５２名

B  出 席 免 除 の 適 用 正 会 員 数 １４名

T  全 正 会 員 数 ６６名

C  Ⓐの出席者数 ２２名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 １０名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 ９名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ４１名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ６１
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ６７．２％

第1732回例会出席状況� （R４年10月20日)

▶例会日：第１・第３木曜日（12：30）その他の木曜日（18：30〜19：30）
▶例会場：白河市新白河駅前　東京第一ホテル新白河
▶事務局：〒961-0957 福島県白河市道場小路96-5（白河商工会議所内）  ☎23-3101　ＦＡＸ22-1300



本日のプログラム

第1732回例会 令和４年10月20日（２）

■会長の時間 佐藤幸彦会長エレクト
　皆さん、こんにちは。今回も高畠会
長、公務出張ということで代理で話を
させていただきます。高畠会長、議長
講習会・長研修会ということで、将来
議長になるんでしょうか。楽しみにし
ております。さて、くだらない話ばか

りで恐縮なんですが、皆さん食欲の秋というのはよく
耳にすると思うんですが、実りの秋ともいうように、
美味しい食べ物が出るから食欲の秋というと私は思っ
てたんですが、ちょっと調べてみましたら医学的にい
うと脳内のセロトニンという物質が減少するためだと
いわれています。人間の体の本能で冬の準備のために
食欲が増すという説もあるそうでございます。みんな
間違いではないそうなんですが、単なる美味しい食べ
物があるからというだけではなさそうでございます。
また、秋になりますと虫の声、いろいろコオロギなど
キリギリスとかスズムシとか聞こえると思うんです
が、皆さんこれは電話では聞こえないというのをご存
じでしょうか。電話は300ヘルツから3400ヘルツの間
しか電波が届かないんですね。それでコオロギ、スズ
ムシ等は4000ヘルツ5000ヘルツあるんです。すると、
携帯電話でやっても、例えば東京にいるお孫さんにい
い鳴き声だろうと電話でやっても聞こえないんです
ね。これは試してみてください。実を言うとこれ私、
話すのに本当かなと思って試してきました。本当に聞
こえないです。ただ、インターネット回線では聞こえ
ます。だから、ラインでは聞こえるかもしれません。
ちなみにこの周波数の話しますと、男性の声という
のは、私が今話してるのは大体800ヘルツと言われて
います。女性が話すのが1200ヘルツだそうでございま
す。電話で聞こえるのが、300～3400ヘルツ。それ以
上のものは聞こえない。もう一つ面白いことは、風鈴
の音。夏、風鈴鳴ってますね。あれも電話では聞こえ
ません。これも実際、さっき試してきました。嘘言っ
たら申し訳ないと思って。風鈴の音はかなり周波数の
高い音なので、電話では風鈴の音は聞こえないです。
ということでございました。本当つまんない話ですけ
ども。肝心な業務連絡をさせていただきます。来週な
んですが、ガバナー公式訪問がございます。3時半よ
り会長幹事会があるんですが、これは会長幹事のみで
すが、理事の方、委員長の方に関係するのが、4時半
から当第一ホテルにおきましてクラブ協議会が行われ
ます。全員に関係するのが、6時半からの例会。同じ
第一ホテルですね。その後、ガバナー歓迎会がござい
ますので、是非とも出席のほうよろしくお願いしたい
と思います。もう一点、今度の日曜日なんですが、ジ
ロ・デ・シラカワというのが白河駅前で行われます。
これは西ロータリー共催となっておりまして、最高速
テストとスタンディングというのがございます。自転

車で最高速何キロ出せるかという部分と、あと限られ
た範囲内、2メーター四方の中で自転車に乗って何分
その枠を出ないでいられるかという、まあ遊びですけ
どね。これは来られた会員の方も自分で試すことがで
きますし、やってみることができますので、是非5分
でも10分でも顔出ししていただければと思いますの
で、よろしくお願いしたいと思います。以上、簡単で
すが会長の代理の挨拶とさせていただきます。

■幹事報告 車田裕介幹事
◦ガバナー　佐藤正道、職業奉仕委員会セミナー　齋

藤純一：「職業奉仕委員会セミナー」開催について
◦米沢中央ロータリークラブ会長　宮嶋敏郎、幹事　

石井宏幸：「姉妹クラブ交流ゴルフコンペ並びに懇
親会」の御礼

◦2021－22年度ガバナー　志賀利彦、地区幹事　蛭田
修二、資金委員長　菅原寛：地区資金決算書（案）
の再送付について

◦県南分区ガバナー補佐　郡部仁喜：2022－23年度地
区補助金（臨時費）の追加申請について（お願い）

◦県南分区ガバナー補佐　郡部仁喜：県南分区ガバナ
ー歓迎会

◦ロータリー米山記念奨学会事務局長　柚木裕子：ハ
イライトよねやま271号

◦県南分区ガバナー補佐　郡部仁喜：地区運営規定変
更についてのクラブ会長からの意見

■委員会報告
◦青少年奉仕委員会 村上堅二会員

　堀田委員長が今日お休みのようなの
で代理でお話させていただきます。先
程、幹事からお話がありましたとお
り、毎年やらせてもらってるＣＫＢの
ほうで、今回は逗子毎年来てもらって
いるので、今年は逗子にみんなで行っ

て野球の勉強会をしようという話がありまして、そう
いった意味で今回は本当は予算いただいたんですけど
も、可能であれば賛助金もというお話がありましたの
で一応これから、皆さん趣旨の要項を記載したもの多
分封筒入れてありますので、もしご賛同いただける方
いらっしゃれば、是非とも賛助金という形でお入れい
ただければと思います。よろしくお願いいたします。

■本日のプログラム
ＩＴ委員会担当例会
◦ＩＴ委員会 鶴丸彰紀委員長

　本日、ＩＴ委員会のほうで発表をさ
せていただくことになりました。皆様
にご協力をいただきまして、ＩＴ委員
会も今現状毎回の例会でハイブリット
の例会を実施させていただいておりま
す。これにより一部ですが出席が増え

るですとか、参加がしやすいという状態を継続でき
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ればと思っております。また同時に、昨年のようにコ
ロナですとか、その他の要件で例会の開催が危うくな
った時の、皆さんができる状態を作れることをＩＴ委
員会は目的としております。更に、今期の目標といた
しまして、2530地区自体もそうなんですが、ＩＴを会
の効率化に繋げるということを目標にしております。
是非、ＩＴ委員会の活動でこれまで行った部分を合わ
せて報告させていただきたいと思いますので、よろし
くお願いいたします。本日、皆様の机の上にお配りさ
せていただいておりますが、こちらのＱＲコード。こ
ちらのほうがスマートフォンで今、ロータリークラブ
がやってますホームページとかに繋ぐ時のためのＱＲ
コードになります。出席予定表と白河西ロータリーク
ラブのホームページ、またマイロータリーのホームペ
ージのＱＲコードになっております。この3つ以外も
ございますが、この3つが核になるページになります
ので、お使いになってらっしゃらない方がいらっしゃ
いましたら、スマートフォンでこのＱＲコードを読ん
でいただくだけで直接飛ぶことができますので、是非
スマートフォンの所に記録しておいていただければと
思います。まず、スマホで繋げるウェブ出席予定表と
いうことで、最初のほういきます。こちらのほうが今
現状、ファックスですとかお電話ですとかで出席のお
返事をいただいてる方、まだまだいらっしゃるようで
すが、こちらのインターネットのほうから1か月先の
出席予定ですね。こちらのほうを知らせていただくこ
とができます。毎週ぎりぎりになってしまったり、送
り忘れたということがないと思います。このジューク
ボックスというボクサーというのかな、というソフト
なんですけども、先程のＱＲコードで入ることができ
ます。ここに皆様のお名前書いてありますので、これ
の予定のところ。ちょっと画面、小っちゃいですね。
下のほうで今、私のところ鶴丸彰紀のところを選ぶよ
うにして○とか×とか、あと「△ズームで参加しま
す」なんていうのは△という形でできます。このズー

ム参加も出席としてカウントされておりますので、是
非ズームでの参加にもご協力をお願いいたします。こ
れ拡大してみます。拡大したところで今、鶴丸彰紀の
ところになっておりますが、〇×を記入して右側の更
新を押していただければそれだけです。それだけで、
全体に告知ができます。ということで、1か月先の予
定までいっぺんに書き込めますので、是非ご活用をお
願いいたします。出席予定の効率化ということで、こ
の表自体はもう何年も使われております。ご存じの
方、沢山いらっしゃると思いますけども、活用できて
いらっしゃらない方、もしお役に立つようであれば、
是非使ってみてください。スマホでもパソコンでも、
同じ画面に繋がります。いつでも24時間、申告のほう
が可能になります。これやっていただきますと、ＳＡ
Ａ席順決めたり、お食事の量を決めたりするホテルと
か事務局のほうも大助かりになります。また、これで
無駄な食事の数ですとか、そういったものを減らすこ
とができれば、会費等の無駄の削減にも繋がります。
ＳＤＧｓの世の中ですので、是非ご協力いただければ
と思います。続きまして、今期一番力を入れておりま
す白河西ロータリークラブのホームページの変わった
点をご紹介したいと思います。こちらのほう、ホーム
ページになります。こちらの写真は昨年の写真になり
ますが、来週ガバナー訪問がございます。その際に、
また写真を撮らせていただきますので、ご協力よろし
くお願いします。格好は小綺麗な格好で写真撮ります
ので、よろしくお願いいたします。こちらのホームの
ところ、一番下のほうに降りていきますと、実は白河
西ロータリークラブのホームページの中に、現会長の
フェイスブックとリンクを貼っている部分がございま
す。高畠会長のほうが、例会またその他の活動を行っ
た際、最低限度の週に一回は必ずということで、一生
懸命フェイスブックに投稿されてます。是非この白河
西ロータリークラブのこの部分ですね、ご覧いただい
て読んでいただく。また同時に、この左下の所にござ
いますいいねボタン、これフェイスブックを使ってい
らっしゃらない方でも、ホームページのほうからは読
むことができます。このいいねも押せます。フェイス
ブックを使ってらっしゃる方は、直接そちらのほうの
ページでいいねを押していただいても、同じ所にいい
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ねが付きますので、是非いいねを押していただくと高
畠会長もモチベーションが上がると思います。よろし
くお願いいたします。続きまして、クラブ概要という
ことで、これは前年度と同じ状況です。白河西ロータ
リークラブについてという部分に、基本理念ですとか
そういったものが記載されています。その右側にござ
いますクラブ目標という部分ですね、この部分。ここ
にＩＴ委員会、今期非常に力を入れさせていただいて
おります。いろいろと新しいページを作っておりま
す。クラブ目標ということで、「想像しよう未来のロ
ータリー　創造しようこれからのクラブ」という今期
のスローガンのもと、年度計画書の冊子にあります写
真をちょっと変えまして、高畠会長少し明るい写真に
代えさせていただきました。こんな感じで、気持ちい
い写真と変えてくれという要望がありましたのでやら
せていただきました。同時に、会長のそのコメントの
下に組織図という形のものを追加させていただいてお
ります。これは現在の委員会、また理事等の今期の組
織図をここに入れております。皆様のほうで年度計画
書の冊子が大きいということで、なかなか持ち歩くこ
とが難しい。出た時にふと気づいた時に、あそこの委
員長誰だっけとか、副委員長誰だ、誰に連絡とればい
いんだということがわからないというお声を以前から
いただいておりましたので、ホームページに活用でき
るページとして追加させていただきました。また週報
ですが、この週報を過去3年分のバックナンバーを全
部追加させていただきました。これを入れることによ
って、昨年とか一昨年のちょうど次の例会あたりで何
を話したのかなとか、クリスマス例会どこでやったの
かなですとか、そういった過去のところに情報を探そ
うと思った時に、なかなかそのファイル化されてるも
のをいちいち探すのも大変ですし、またファイルも2
年前3年前のものはどこにいっちゃったかなという状
況になってるというお耳にしましたので、バックナン
バーを掲載させていただきました。これ今期の分、最
新版はちょっとまだ間に合っておりません。近日アッ
プする予定ですので、よろしくお願いいたします。会
員名簿、これは前年度もございましたが、一般の外か
らロータリーの会員以外の方でも、このホームページ
で見れるところにこの会員名簿を載っけてございま
す。この会員名簿、実は会社名のところが青字になっ
てらっしゃる部分は、その会社のホームページとリン
クを貼ってございます。そうすると、当然会員の方が
そこからリンクで飛ぶこともできますし、外から来た
方がもしいらっしゃれば、そこからでもリンクに飛ぶ
ことができるということで、ホームページのほうも集
客の助力ができればということです。また、こちらの
ほうでホームページ持ってるんだけど青字になってな
いとか、このホームページじゃなくて別のホームペー
ジに変えてくれとかいうのは、ＩＴ委員会のほうに直
接言っていただければいつでも変えられますので仰っ
てください。各社のホームページということで、リン
クを貼ってあります。次に、赤丸のところ、会員専用

というページを今回増力しております。実は、ここは
ロータリーの会員のみしか入れないようにパスワード
がかけてあります。この会員専用サイトは、パスワー
ド2424、にしにしですね。従来から使っていること多
いと思うんですが、わかりやすいパスワードというこ
とで、にしにしというふうになっております。恐らく
ほとんどのスマホですとかパソコンのほうに、クッキ
ーという記憶媒体が入ってますので、一回パスワード
入れたら二回目以降はそのままスルッと入れるかと思
いますが、初めて入る時は2424のパスワードを入れて
ください。この会員専用の所に今回、年度計画書にご
ざいます一年間の例会プログラムをアップさせていた
だきました。これによって、新年会ですとか、新入会
員歓迎会、またクリスマスこの後ございますが、そう
いった例会の日程確認を一年分していただけるように
なります。また、先日のホームミーティングでも皆様
の声の中にございました会員名簿、最新版のやつを小
さい冊子で作ってほしいんだよなと。大きい年度計画
書の中に会員の名簿があっても、それをなかなか持ち
歩かないから小さい冊子を作ってくれという声があっ
たところに、諸橋さんが食いつきまして、それホーム
ページでやったらいいんじゃないということで、今回
追加しております。つまり、会員名簿がホームページ
のスマートフォンで見れるようになりましたので、お
役立ていただければと思います。この年度計画書のペ
ージ、そのままの並びになっております。当然スマホ
で見ますので、それぞれのページでクリックしていた
だければ拡大できます。年間の先程のプログラムも名
簿も拡大して見ることができますし、そのままスマホ
に保存することもできますので。特に、これ新入会員
の方、今日いらっしゃってない方も多いと思います
が、次回お近くに座られた新入会員様のほうに会員名
簿、前にホームミーティングで案があったやつ、今は
もうホームページに載ってるよぐらいのことを言って
いただけるといいかと思います。あとは、ホームペー
ジのほうにありますのは事務局ほうに繋がるお問い
合わせ欄。この欄は、外部の人たちが白河西ロータ
リークラブに対してのアクセスする一つのポイントと
なりますので、ホームページのほうに載っかっており
ます。このようにしてＩＴ委員会では、効率化に繋が
るアイディアを実現させようと思ってます。また、こ
の部分が不便なんだよなとかそういったアイディアを
いただければ、どんどん反映させていきたいと思って
おりますので、是非アイディアございましたらよろし
くお願いいたします。続きまして、最後にマイロータ
リー、恐縮ですがこの中で昨年も一度勉強会を行った
んですが、このマイロータリーにこの一年間、勉強会
以降にアクセスしましたよとか、ここ役に立ったよと
か、何かやられた方いらっしゃいますか。一部、ちら
ほらとあがっておりますが、このマイロータリーです
ね。マイロータリーにログインという右上の赤いとこ
押していただいて、ご自身のメールアドレスとパスワ
ードを入れることで中に入ることができますが、実は
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去年ご紹介したよりも、私も全然入ってなかったんで
すけれども、今年になってかなり中身が充実していま
す。ここの下にございます今中央くらいにあります、
ホームとかアイディアを広げるとか行動するという、
それぞれの項目見ると一日じゃ全然済まないです。も
う、三日四日かかるくらいの分量がございます。今
日、そこまで時間はございませんので、一番気になっ
てますラーニングアンド参考資料という真ん中にある
部分ですね。ここだけ今日、ご紹介をできればと思い
ます。このラーニングアンド参考資料のところの下に
ございますラーニングセンター、ここが非常に情報の
宝庫です。世界中のロータリアンが見れる場所ですの
で、英語のものも沢山あるんですけれども、日本語の
ページというのも非常に充実してきました。今、ここ
に日本語のコースと左上に描かれているんですけれど
も、小さいですね。ニューと書かれているページが
あるんですけど、
このニューという
のはこの半年くら
いの間に一気に上
がってきたもので
す。どんどん増え
てきています。こ
の中には、例えば
ロータリークラブ
って何ぞやという
非常に簡単なもの
から、ロータリー
の用語の説明です
ね。新入会員の方
って、わかんないとこすごい沢山あると思うんですけ
ども、用語の説明ですとか、あとはハイブリット例会
を行う意義とやり方ですとか。本当に細かいところま
で載っかっています。実はこれ、スタディコースみた
いな形になっておりまして、中のビデオを見るですと
か、クイズに答えるですとか、そういった事をやって
くとその講義をこの人は見ましたよということで、確
認が取れるようになっております。こういった終了証
というのは、実は一項目終わるごとに出てくるように
なっております。これはどんどん蓄積されていく。つ
まり、まさにマイページの中でこの人がどれくらいこ
のマイロータリーを活用しているのかなとか、どれく
らいの項目を見てくれたのかなというのが、実は本部
のほうでもわかってしまうような状態。多分、そのう
ち活用量が少ないとかという指摘が出てくるんじゃな
いかなんて考えております。是非、この終了証という
のを項目終わるたんびに出してくれますので、集める
という意味でももしモチベーションアップのお役に立
てばと思います。また、このマイロータリーの中にロ
ータリーブランドの素材とか資料というものがかなり
増えてきています。これは例えば、ロゴマークですと
かそういったものは当然なんですが、実はそれ以外に
この後ご覧いただきますビデオのような教材、またク

レジットカードを安く作る方法ですとか、ロータリー
でいるとこういった部分が得になりますよなんていう
もののテンプレートですとか、特にあと新人勧誘の時
に使えるテンプレート、そんなものもかなり増えてき
ています。是非、一度このロータリーブランドの素材
資料なんていうところも中に入っておりますので、特
に係に関係しない方、暇な時にでも見ていただければ
新しいアイディアが出てくるかもしれません。わたく
しが最初に見ましたハイブリット例会の活用というこ
とで、これは世界のロータリークラブの中で、今回コ
ロナに応じてハイブリット例会というのが非常に一般
的になっている。実は2530地区では、白河西ロータリ
ークラブというのは常にハイブリット例会を行うこと
ができて、またコロナ禍で例会が休みになるような時
にも、ズームを使った開催ができたということで、
2530地区の中では実は結構良い評価をいただいている
んですが、世界的に見るとまた皆さんこのハイブリッ
トというのを上手く活用していらっしゃるなというこ
とが見てとれました。これ英語のページですので、私
がちょこちょこ口で説明加えながら行きますけれど
も、見ていただきたいと思います。海外のハイブリッ
ト例会の様子の動画です。

～～ビデオ上映～～

このビデオ会議というのを、海外でも非常に多く使っ
てらっしゃる。このビデオ会議を入れることによっ
て、今までの例会にできなかったことが、またできる
んじゃないかという内容が語られています。海外らし
くホテルとかではなくて、会員さんのご自宅を会場に
してやっております。この機材とかは、今白河西ロー
タリーで使ってるのとほとんど変わらないような状況
ですね。このビデオ会議にしたということで、今まで
呼べなかったような有名な人ですとか、そういう人に
オファーがしやすくなりましたよと、依頼料も減りま
したよと。実は、この25分の動画もあるんですけど、
ここで流したら怒られると思いましたので、今回短い
の選びました。ということで、このハイブリット例会
を毎回やっているものを受け身の姿勢ということでは
なく、是非もっとコロナに対する対策にも当然なって
おりますが、プラスの革新的なアイディア。どこかの
大学の先生呼べるですとか、北海道とか沖縄の人と話
すですとか、そういった形のアイディアも出てきまし
たら是非協力させていただきたいと思います。前向き
にやっていきますので、そういった案がございました
らよろしくお願いいたします。最後になるんですけど
も、このロータリーの中で最近ポリオの話ずっとやっ
ておりますが、いえいえポリオじゃなくて今コロナで
しょうみたいな話もございますが、新しいやつで実は
ポリオのロータリーの活動というのが、コロナ対策に
もすごく世界的には効いているんですよというビデオ
がございましたので、最後に流させていただきたいと
思います。これは日本語です。
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～～ビデオ上映～～

ビデオ音声：私たちは問題があれば、解決策を探し行
動します。今日、コロナウィルスが流行し、世界がワ
クチン開発に取り組む中でポリオ根絶のインフラが大
切な役割を果たしています。目には見えなくても巨大
なネットワークでウィルスの経路を探り、何千もの検
査を行い、重要なリソースが各地の緊急運営センタ
ーに集約されています。ワクチンを安全に運ぶための
ロジスティクスを維持し、予防接種の大切さを人々に
伝える保健従事者を研修しています。今、ロータリー
とパートナーはこのポリオのインフラをコロナウィル
スへの対応にも活用しています。発症状況の監視はポ
リオの根絶の土台です。エチオピアでは感染の疑いが
あれば、ボランティアがこれを報告し保健従事者が戸
別訪問をして検査を行います。知識と情報が集まる場
所は、パキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアの
ポリオ根絶活動の中心となっています。今、これらは
コロナウィルス対応に活用されています。ポリオ根絶
のパートナーにより、計画やデータ分析、情報共有が
一か所で行われています。ベナンではポリオ根絶チー
ムが感染経路の特定、感染者マップやデータを全国規
模で管理。パキスタンではロータリーのポリオセンタ
ーが、保健従事者にコロナウィルスの研修を行い、セ
ンターが検査所として使われています。ポリオワクチ
ンの配給のためのネットワークは、現在個人用の防護
具を僻地に届ける重要な存在です。パキスタンでは、
スタッフが何千ものコロナウィルスの検体を収集。ア
フガニスタンでは、ユニセフとロータリーのチームが
300万個の石けんを家庭に届けています。正しい衛生
習慣でウィルスから身を守れるからです。このインフ
ラは影響力のある人達の声を頼りにしています。正確
な情報を集め、地域をポリオから守るには、信頼関係
が大切です。アフガニスタンではポリオ根絶プログラ
ムで7万人が研修を受けました。今では、何十万の家
庭がポリオとコロナウィルスの予防に欠かせない情報
を得ています。ロータリーとパートナーが築いてきた
インフラが、コロナウィルスの対応に役立っていま
す。これを誇りとすべきです。いずれ、飛行機や船や
電車や車で人が行き来するようになれば、ウィルスも
移動します。このインフラは今後も公共保健に生かさ
れ、ポリオ根絶を実現に導くでしょう。ポリオ根絶へ
のたゆみないご支援が未来の世代への資産となるので
す。

～～ビデオ上映終了～～

はい、ありがとうございました。本日ＩＴ委員会の
勉強会、卓話ということでお時間をいただくことが
できました。この10月までの2か月半の3か月の間に、
一応ここまで進めることができました途中報告になり
ます。是非、またホームページ、皆さんに触っていた
だいてお役に立てれば、すごくやってるかいがあるん

ですけれども、いや知らなかったよという状態で終わ
ってしまうと、何やってるのかわかんなくなっちゃい
ますので、是非ホームページのほう、またマイロータ
リーのほうも久し振りに一度入られてみてください。
会長のフェイスブックのいいねが増えることを楽しみ
にしております。今、お手元に配っておりますこの紙
ですね。この紙のほうで、下のほうにパソコンで入る
時のＵＲＬも書いてございます。不明な場合にはまた
仰ってください。ＩＴ委員会のほうにお声がけくださ
い。ということで、白河西ロータリークラブＩＴ委員
会といたしまして、わたくし鶴丸と副委員長に十文
字会員、また諸橋会員、井上会員、水上会員の5名で
活動を行っております。また、皆様からのご要望等ご
ざいましたら、活動の糧になりますのでよろしくお願
いいたします。少しだけ時間が残っておりますので、
もし今回ＩＴ委員会でやっております効率化というも
のに対して、何かこの中でアイディアですとかご要望
ある方いらっしゃいますか。はい。また今回、この前
のホームミーティングで出たネタを使わせていただき
ました。皆様の声がまた効率化、また使いやすくなる
糧になりますので、また今後ともよろしくお願いしま
す。どうもご清聴ありがとうございました。

米山記念奨学会委員会 成井正之委員長
　皆さん、こんにちは。時間が余っ
たようなので、本来ですと10月6日の
日、米山記念奨学担当の本当は例会な
わけだったんですが、米沢さんとの10
月4日の交流において、その例会がな
くなりましたので、一応形だけでもや

らなきゃなんないのかなということで、今日は永山さ
んと沼田さんがいらっしゃるので、米山奨学会って何
なんだろうっていうとこだけ、ちょっとだけお話しま
す。ロータリーには外国人を日本に招いて、そして日
本の良さを分かってもらうということで、米山梅吉翁
が米山奨学会というものを作りました。大体年間、
日本だけで4,500万円位集まってるそうなんですけど
も。そして、人数も毎年各地域というか、例えば福島
県なら福島県で何人ということで割り当てがあるそう
です。そして、それの原資になるのが米山奨学金であ
ります。日本をよく知ってもらおう。そして、日本の
文化や歴史、そういったものを本国に持ち帰って友好
に役立てようということでやっております。そういっ
た事で、本当は例会の中で卓話をしなきゃならなかっ
たんですけど、今回そういった形でなくなりましたの
で、非常に私は楽になったなあと思ったんですけど、
一応は報告しておかないとまずいのかなということ
で、米山奨学会の豆辞典が今日レターボックスの中に
入っていると思います。時間があまりないものですか
ら、是非後で読んでいただければと思います。よろし
くお願いします。

ホームページＵＲＬ　https://shirakawa-west-rc.jp
メールアドレス　　　yoshida@shirakawa-cci.or.jp
facebook　　　　　https://www.facebook.com/ShirakawaWestRotaryClub/


