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本日　９月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

次週　９月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「厳しい環境を生きる子どもたちへのサポート」

あさひの風法律事務所 弁護士 中島　香織 氏

第2466回　例会報告／令和２年９月２日　天候　雨
◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
南クラブから、大先輩が
お出でていますので非常
に緊張しています。ロー
タリーは年齢、あるいは
社会的地位、肩書きとい

ったものは関係なく、全くフラットな状態で
というのが理念としてありますので、理屈の
上では緊張せずに挨拶をさせていただきます。
　９月になりました。今月は「基本的教育と
識字率向上月間」が世界的なテーマで、
「ロータリーの友」のテーマでもあります。
識字とは、単に文字が読めることだけを指す
のではなくて、文章の理解能力も含めたもの
のようです。私なりに「難しい言葉を辞書を
引きながらでも、新聞を読んで理解する能力
を向上させる月間」と言い換えてみましたが
いかがでしょうか。折しも、安倍総理が総理
大臣をお辞めになられるとのことで、政治の
世界も慌ただしさを増しています。例えば、
このような場面で世の中の流れをつかみ取る
ため、テレビやネットに溢れる音声による情
報だけでなく、活字から得られる情報を加え
て、自分なりの考え方を持ち、繰り返し訪れ
る選挙の際の判断能力を備えることは、この
国をよりよくしていくのに重要なことだろう

と考えます。
　会話はできるけれども、その言葉の乱れが
懸念される昨今、また溢れる情報に振り回さ
れてるような現代社会で、できるだけ有意義
な情報を選び、そして理解する能力を社会全
体で育む必要性を感じます。皆さまはいかが
お考えでしょうか。９月は、そんなことを考
え、行動する月間であると念頭に置きたいと
思います。
　さて、皆さんはいろんな場面でチームプレ
ーを経験していると思います。例えば、ご家
庭で、職場や同好会といった場面で。また、
２人でいれば悲しいことは半分、楽しいこと
は倍になるとも言われます。この数学的な思
考では理解し得ない理屈は、仲間がいること
の相乗効果を表したもので、皆さんには十分
理解できることだろうと思います。
　ロータリーの創始者　ポール・ハリスさん
がロータリークラブを始めたきっかけの一つ
に、寂しかったからという理由があるそうで
す。1900年のアメリカシカゴの殺伐とした中
でのことのようです。そこで皆さんに問題で
す。互いに親しみ合い、仲良くすることは何
というでしょう。これは「親睦」という言葉
の日本語の意味です。日本のロータリーにお
いて、フェローシップという英語の日本語訳
を「親睦」としていることで、日本人独特の
解釈になっている場合があるとも聞きます。
その辺りの経緯や、いろんな方の考え方に触
れると、ロータリーをより深く理解すること
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になるのではないかと思います。
　今月15日から開催される情報集会のテーマ
を「ロータリーの親睦について語りましょう」
としました。今年度、中西委員長にお願いし
ている親睦委員会の活動は、もちろんロータ
リーの親睦になりますが、もう少し視野を広
げて情報共有することで、ロータリーの新た
な発見があれば嬉しく思います。
　今日は、武吉会員にズームの使い方などを
レクチャーしてもらいます。コロナの影響で
久しくお顔を見ていない会員がいらっしゃい
ます。もしこのままコロナの影響が続くと、
数年お会いできないかもしれませんし、例会
そのものが開催できなくなるかもしれないと
いった恐れもあります。また、ＲＩも、オン
ラインによる例会を推奨しています。
　以上のような状況から、まずは体制を整え
るべきと考えています。ネットや携帯などに
は弱いと怖がらずに、そして嫌がらずによろ
しくお願いしたいと思います。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知南ＲＣ　加藤敏仁氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

◇米山記念奨学生
　レ・ティ・フィエ
　ンさんに奨学金を
　お渡ししました。

◇９月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　寺村　　勉
　水谷　直人

•配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　西内　恵子
•家庭記念日
　松井　洋介　　竹村　克彦　　水上　　元
　石川　　健
•入会記念日
　岡本　淳一　　広瀬　雅彦
◇幹　事　報　告
•９月のロータリーレートは１ドル106円です。
・情報集会の班割りは、近日中に連絡します。
・例会終了後、理事会を行います。

令和と100年間歩んでまいりました。その間、
社業を通じ、県民の皆さまの安心安全に多少
なりとも貢献できてきたのではないかと感じ
ております。次の節目の年に向け、役職員一
同、皆さまのご協力のもと、今まで以上に県
土の発展のため、より一層の努力をしてまい
りますので、何とぞよろしくお願いいたしま
す。なお、日頃の感謝の意を表すべく10月に
記念祝賀会を開催する予定でした。しかしな
がら、ご存知のとおり、新型コロナウイルス
感染の終息が見込めず、県・市とも協議した
結果、今回は見送ることとなりました。感染
が終息した折には再度計画したいと考えてお
りますのでよろしくお願いします。
•水谷直人　お誕生日の品ありがとうござい
ました。
•寺村　勉　ついに63歳になり、ロータリー

　現在、世界的に流行している新型コロナウ
イルス感染症が発端となって、本日、このよ
うなテーマでお話をすることとなりました。
ロータリーは、人と人とのつながりを礎とし
ていますが、コロナウイルスの影響で例会や
行事、親睦や奉仕活動が思うようにできない
方が世界中にいます。マイロータリーの中で
は、オンラインを通じてロータリーに参加し
続けるいくつかの方法が紹介されていて、会
員同士の交流方法としては、ビデオメッセー
ジ、ソーシャルメディア、オンライン会議ツ
ールの活用などが挙げられています。
　まずビデオメッセージは、直接会うことが

できなくても、クラブ会長のスピーチや卓話
を動画で配信することで、自宅にいる会員に
メッセージを届けることができます。ソー
シャルメディアは、フェイスブックでクラブ
のグループをつくり、近況やコメントを寄せ
合うことで会員同士の距離感を縮めたり、奉
仕活動のアイデアを出し合って、いろいろな
発想を生んだりすることができます。通常、
例会でロータリーの情報を学んでいる方は、
ロータリーの各種ソーシャルメディアで情報
を得ることもできます。新型コロナウイルス
で在宅勤務をする人が多くなり、最近メディ
アでも話題となっているのがオンライン会議

ツールです。マイロータリーの中では、直接
会って例会を行うことができない、または不
都合な場合にはオンライン例会が最適だと
言っています。バーチャルな方法でも、クラ
ブでの奉仕や親睦を育むことは可能です。世
界中のクラブは、オンライン例会がもたらす
柔軟性を受け入れています。例会を開けない
状態でも、オンラインツールを利用して、例
会を開いて、仲間との会話を楽しんだり、奉
仕活動のアイデアを話し合ったりできるのだ
から、それを柔軟に取り入れていくというこ
とです。
　ズームとは？　オンライン上でミーティン
グをするために開発されたシステムです。そ
のシステムをアプリやソフトで利用するので
すが、基本的な考え方としては、ミーティン
グを開催する主催者がいる。ミーティングに
参加する参加者がいる。ミーティングをする
ための部屋がある。というのが特徴です。出
席者のうち、主催者と参加者は明確に権限や
役割が分かれます。
　ズームミーティングの開始までの流れは、
１．主催者がズームをインストールして、ア
カウントを登録（２回目以降は必要なし）
２．開催したミーティングのＵＲＬかＩＤを
メールやメッセージなどで参加者に知らせ
て招待をする
３．招待された参加者はズームアプリをダウ
ンロードさえしておけば（アカウント登録
は不必要）、ＵＲＬをクリックするだけで、
参加できる。もしくは、ズームアプリから
ＩＤを入力してミーティングに参加するこ
とも可能。
４．退出する場合は終了のボランから、個人

はミーティングを退出、あるいは全体に対
しては、ミーティングを終了で会議は終了
します。
　このように、主催者と参加者、招待と参加
の手軽さが利用者が急増した大きな理由とさ
れています。録音・録画の機能もあり、ミー
ティングの内容もワンクリックで録音できま
す。最大100人まで、時間は40分まで無料で
参加できますが、101人、40分以上を希望す
る場合は、有料版の購入が必要です。
　マイロータリーには、オンライン例会を開
くためのベストな方法として、例会としての
形式を維持する。例会内容を工夫して調整す
る。卓話よりも話し合いの時間を多くする。
オンライン例会をするサポートチームを構成
する。リハーサルを十分に行う。参加できな
かった人のために、音声を録ることも大事。
そして、オンライン例会にとって何よりも重
要なのは、参加者一人一人が積極的に参加す
ることであると記載されています。
　（実際にズームを使って、体験をする）

◇会長コメント
　これはほぼ義務的に参加していただく必要
がある機能です。もう有無を言ってほしくな
い状況です。ぜひとも習得して、携帯または
事務所のパソコンでつながるような設定をし
てください。今は、例会に出席できない方を
この会場に呼ぶ形ですが、コロナがひどくな
れば、例会を中止にしてオンラインでつなが
ることもあり得ます。
　出席を取りますので、背景を変えるのはか
まいませんが、顔の画像だけは変えないよう
にお願いします。

歴22年なので出席免除の資格対象者となりま
した。申請するべきか否か迷っています。お
誕生日祝いありがとうございます。
•西内俊介　９月は家内の誕生月でしたが、
私の大好きなお花を贈っていただき、さっそ
く家内に報告後、診療室に置きたいと思いま
す。本当にありがとうございます。
•松井洋介　早いもので26回目の結婚記念日
となります。家内には助けてもらってばかり
なので、少しずつお返しをしていこうと思っ
ています。
•石川　健　結婚記念日を祝っていただきあ
りがとうございます。
•水上　元　結婚記念日のお祝いをありがと
うございました。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。

◇出席率報告

　　　　　　　　　　（９月２日例会）
•竹村克彦　妻の誕生日と結婚記念日のお祝
いを頂きました。ありがとうございます。
•西森やよい　武吉さん、入念な準備の上で、
素晴らしい卓話を行ってくださり本当にあり

がとうございます。お世話になりました。
•武吉佳月　本日はつたない卓話を聞いてい
ただいてありがとうございました。とても緊
張しました。
•土居祐三　土佐火薬銃砲株式会社は本年創
立100周年を迎えました。弊社が誕生して100
周年という節目を迎えることができましたの
も、高知東ＲＣの会員の皆さまをはじめ、全
ての関係者の皆さまのご協力とご指導の賜で
ありますことに厚く御礼申し上げます。1920
（大正９）年に創業し、大正、昭和、平成、
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のシステムをアプリやソフトで利用するので
すが、基本的な考え方としては、ミーティン
グを開催する主催者がいる。ミーティングに
参加する参加者がいる。ミーティングをする
ための部屋がある。というのが特徴です。出
席者のうち、主催者と参加者は明確に権限や
役割が分かれます。
　ズームミーティングの開始までの流れは、
１．主催者がズームをインストールして、ア
カウントを登録（２回目以降は必要なし）
２．開催したミーティングのＵＲＬかＩＤを
メールやメッセージなどで参加者に知らせ
て招待をする
３．招待された参加者はズームアプリをダウ
ンロードさえしておけば（アカウント登録
は不必要）、ＵＲＬをクリックするだけで、
参加できる。もしくは、ズームアプリから
ＩＤを入力してミーティングに参加するこ
とも可能。
４．退出する場合は終了のボランから、個人

はミーティングを退出、あるいは全体に対
しては、ミーティングを終了で会議は終了
します。
　このように、主催者と参加者、招待と参加
の手軽さが利用者が急増した大きな理由とさ
れています。録音・録画の機能もあり、ミー
ティングの内容もワンクリックで録音できま
す。最大100人まで、時間は40分まで無料で
参加できますが、101人、40分以上を希望す
る場合は、有料版の購入が必要です。
　マイロータリーには、オンライン例会を開
くためのベストな方法として、例会としての
形式を維持する。例会内容を工夫して調整す
る。卓話よりも話し合いの時間を多くする。
オンライン例会をするサポートチームを構成
する。リハーサルを十分に行う。参加できな
かった人のために、音声を録ることも大事。
そして、オンライン例会にとって何よりも重
要なのは、参加者一人一人が積極的に参加す
ることであると記載されています。
　（実際にズームを使って、体験をする）

◇会長コメント
　これはほぼ義務的に参加していただく必要
がある機能です。もう有無を言ってほしくな
い状況です。ぜひとも習得して、携帯または
事務所のパソコンでつながるような設定をし
てください。今は、例会に出席できない方を
この会場に呼ぶ形ですが、コロナがひどくな
れば、例会を中止にしてオンラインでつなが
ることもあり得ます。
　出席を取りますので、背景を変えるのはか
まいませんが、顔の画像だけは変えないよう
にお願いします。

歴22年なので出席免除の資格対象者となりま
した。申請するべきか否か迷っています。お
誕生日祝いありがとうございます。
•西内俊介　９月は家内の誕生月でしたが、
私の大好きなお花を贈っていただき、さっそ
く家内に報告後、診療室に置きたいと思いま
す。本当にありがとうございます。
•松井洋介　早いもので26回目の結婚記念日
となります。家内には助けてもらってばかり
なので、少しずつお返しをしていこうと思っ
ています。
•石川　健　結婚記念日を祝っていただきあ
りがとうございます。
•水上　元　結婚記念日のお祝いをありがと
うございました。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。

◇出席率報告

　　　　　　　　　　（９月２日例会）
•竹村克彦　妻の誕生日と結婚記念日のお祝
いを頂きました。ありがとうございます。
•西森やよい　武吉さん、入念な準備の上で、
素晴らしい卓話を行ってくださり本当にあり

がとうございます。お世話になりました。
•武吉佳月　本日はつたない卓話を聞いてい
ただいてありがとうございました。とても緊
張しました。
•土居祐三　土佐火薬銃砲株式会社は本年創
立100周年を迎えました。弊社が誕生して100
周年という節目を迎えることができましたの
も、高知東ＲＣの会員の皆さまをはじめ、全
ての関係者の皆さまのご協力とご指導の賜で
ありますことに厚く御礼申し上げます。1920
（大正９）年に創業し、大正、昭和、平成、



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
南クラブから、大先輩が
お出でていますので非常
に緊張しています。ロー
タリーは年齢、あるいは
社会的地位、肩書きとい

ったものは関係なく、全くフラットな状態で
というのが理念としてありますので、理屈の
上では緊張せずに挨拶をさせていただきます。
　９月になりました。今月は「基本的教育と
識字率向上月間」が世界的なテーマで、
「ロータリーの友」のテーマでもあります。
識字とは、単に文字が読めることだけを指す
のではなくて、文章の理解能力も含めたもの
のようです。私なりに「難しい言葉を辞書を
引きながらでも、新聞を読んで理解する能力
を向上させる月間」と言い換えてみましたが
いかがでしょうか。折しも、安倍総理が総理
大臣をお辞めになられるとのことで、政治の
世界も慌ただしさを増しています。例えば、
このような場面で世の中の流れをつかみ取る
ため、テレビやネットに溢れる音声による情
報だけでなく、活字から得られる情報を加え
て、自分なりの考え方を持ち、繰り返し訪れ
る選挙の際の判断能力を備えることは、この
国をよりよくしていくのに重要なことだろう

と考えます。
　会話はできるけれども、その言葉の乱れが
懸念される昨今、また溢れる情報に振り回さ
れてるような現代社会で、できるだけ有意義
な情報を選び、そして理解する能力を社会全
体で育む必要性を感じます。皆さまはいかが
お考えでしょうか。９月は、そんなことを考
え、行動する月間であると念頭に置きたいと
思います。
　さて、皆さんはいろんな場面でチームプレ
ーを経験していると思います。例えば、ご家
庭で、職場や同好会といった場面で。また、
２人でいれば悲しいことは半分、楽しいこと
は倍になるとも言われます。この数学的な思
考では理解し得ない理屈は、仲間がいること
の相乗効果を表したもので、皆さんには十分
理解できることだろうと思います。
　ロータリーの創始者　ポール・ハリスさん
がロータリークラブを始めたきっかけの一つ
に、寂しかったからという理由があるそうで
す。1900年のアメリカシカゴの殺伐とした中
でのことのようです。そこで皆さんに問題で
す。互いに親しみ合い、仲良くすることは何
というでしょう。これは「親睦」という言葉
の日本語の意味です。日本のロータリーにお
いて、フェローシップという英語の日本語訳
を「親睦」としていることで、日本人独特の
解釈になっている場合があるとも聞きます。
その辺りの経緯や、いろんな方の考え方に触
れると、ロータリーをより深く理解すること
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になるのではないかと思います。
　今月15日から開催される情報集会のテーマ
を「ロータリーの親睦について語りましょう」
としました。今年度、中西委員長にお願いし
ている親睦委員会の活動は、もちろんロータ
リーの親睦になりますが、もう少し視野を広
げて情報共有することで、ロータリーの新た
な発見があれば嬉しく思います。
　今日は、武吉会員にズームの使い方などを
レクチャーしてもらいます。コロナの影響で
久しくお顔を見ていない会員がいらっしゃい
ます。もしこのままコロナの影響が続くと、
数年お会いできないかもしれませんし、例会
そのものが開催できなくなるかもしれないと
いった恐れもあります。また、ＲＩも、オン
ラインによる例会を推奨しています。
　以上のような状況から、まずは体制を整え
るべきと考えています。ネットや携帯などに
は弱いと怖がらずに、そして嫌がらずによろ
しくお願いしたいと思います。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知南ＲＣ　加藤敏仁氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

◇米山記念奨学生
　レ・ティ・フィエ
　ンさんに奨学金を
　お渡ししました。

◇９月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　寺村　　勉
　水谷　直人

•配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　西内　恵子
•家庭記念日
　松井　洋介　　竹村　克彦　　水上　　元
　石川　　健
•入会記念日
　岡本　淳一　　広瀬　雅彦
◇幹　事　報　告
•９月のロータリーレートは１ドル106円です。
・情報集会の班割りは、近日中に連絡します。
・例会終了後、理事会を行います。

令和と100年間歩んでまいりました。その間、
社業を通じ、県民の皆さまの安心安全に多少
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席者のうち、主催者と参加者は明確に権限や
役割が分かれます。
　ズームミーティングの開始までの流れは、
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そのものが開催できなくなるかもしれないと
いった恐れもあります。また、ＲＩも、オン
ラインによる例会を推奨しています。
　以上のような状況から、まずは体制を整え
るべきと考えています。ネットや携帯などに
は弱いと怖がらずに、そして嫌がらずによろ
しくお願いしたいと思います。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知南ＲＣ　加藤敏仁氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

◇米山記念奨学生
　レ・ティ・フィエ
　ンさんに奨学金を
　お渡ししました。

◇９月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　寺村　　勉
　水谷　直人

•配偶者誕生日
　竹村　朱美　　山村　雅子　　西内　恵子
•家庭記念日
　松井　洋介　　竹村　克彦　　水上　　元
　石川　　健
•入会記念日
　岡本　淳一　　広瀬　雅彦
◇幹　事　報　告
•９月のロータリーレートは１ドル106円です。
・情報集会の班割りは、近日中に連絡します。
・例会終了後、理事会を行います。

●会長／竹村克彦　●幹事／西森やよい　●雑誌会報委員／小比賀和弘・関　淑公・永野正将
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
309,961円
41,150円
351,111円

3,931円
0円

3,931円

313,892円
41,150円
355,042円

チビニコ 合　計

９月２日
今期の累計

令和と100年間歩んでまいりました。その間、
社業を通じ、県民の皆さまの安心安全に多少
なりとも貢献できてきたのではないかと感じ
ております。次の節目の年に向け、役職員一
同、皆さまのご協力のもと、今まで以上に県
土の発展のため、より一層の努力をしてまい
りますので、何とぞよろしくお願いいたしま
す。なお、日頃の感謝の意を表すべく10月に
記念祝賀会を開催する予定でした。しかしな
がら、ご存知のとおり、新型コロナウイルス
感染の終息が見込めず、県・市とも協議した
結果、今回は見送ることとなりました。感染
が終息した折には再度計画したいと考えてお
りますのでよろしくお願いします。
•水谷直人　お誕生日の品ありがとうござい
ました。
•寺村　勉　ついに63歳になり、ロータリー

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
９月30日㈬　役員会
10月７日㈬　創立夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　ガバナー公式訪問
10月９日㈮　高知東ロータリークラブ
　　　　　　創立記念日
10月14日㈬　定例理事会
10月28日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　９月24日㈭　月見夜間例会
高知西ＲＣ　　10月２日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　10月５日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月６日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月13日㈫　情報集会夜間例会
高知南ＲＣ　　10月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月15日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　10月27日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月27日㈫　ロータリー休日

　現在、世界的に流行している新型コロナウ
イルス感染症が発端となって、本日、このよ
うなテーマでお話をすることとなりました。
ロータリーは、人と人とのつながりを礎とし
ていますが、コロナウイルスの影響で例会や
行事、親睦や奉仕活動が思うようにできない
方が世界中にいます。マイロータリーの中で
は、オンラインを通じてロータリーに参加し
続けるいくつかの方法が紹介されていて、会
員同士の交流方法としては、ビデオメッセー
ジ、ソーシャルメディア、オンライン会議ツ
ールの活用などが挙げられています。
　まずビデオメッセージは、直接会うことが

できなくても、クラブ会長のスピーチや卓話
を動画で配信することで、自宅にいる会員に
メッセージを届けることができます。ソー
シャルメディアは、フェイスブックでクラブ
のグループをつくり、近況やコメントを寄せ
合うことで会員同士の距離感を縮めたり、奉
仕活動のアイデアを出し合って、いろいろな
発想を生んだりすることができます。通常、
例会でロータリーの情報を学んでいる方は、
ロータリーの各種ソーシャルメディアで情報
を得ることもできます。新型コロナウイルス
で在宅勤務をする人が多くなり、最近メディ
アでも話題となっているのがオンライン会議

ツールです。マイロータリーの中では、直接
会って例会を行うことができない、または不
都合な場合にはオンライン例会が最適だと
言っています。バーチャルな方法でも、クラ
ブでの奉仕や親睦を育むことは可能です。世
界中のクラブは、オンライン例会がもたらす
柔軟性を受け入れています。例会を開けない
状態でも、オンラインツールを利用して、例
会を開いて、仲間との会話を楽しんだり、奉
仕活動のアイデアを話し合ったりできるのだ
から、それを柔軟に取り入れていくというこ
とです。
　ズームとは？　オンライン上でミーティン
グをするために開発されたシステムです。そ
のシステムをアプリやソフトで利用するので
すが、基本的な考え方としては、ミーティン
グを開催する主催者がいる。ミーティングに
参加する参加者がいる。ミーティングをする
ための部屋がある。というのが特徴です。出
席者のうち、主催者と参加者は明確に権限や
役割が分かれます。
　ズームミーティングの開始までの流れは、
１．主催者がズームをインストールして、ア
カウントを登録（２回目以降は必要なし）
２．開催したミーティングのＵＲＬかＩＤを
メールやメッセージなどで参加者に知らせ
て招待をする
３．招待された参加者はズームアプリをダウ
ンロードさえしておけば（アカウント登録
は不必要）、ＵＲＬをクリックするだけで、
参加できる。もしくは、ズームアプリから
ＩＤを入力してミーティングに参加するこ
とも可能。
４．退出する場合は終了のボランから、個人

はミーティングを退出、あるいは全体に対
しては、ミーティングを終了で会議は終了
します。
　このように、主催者と参加者、招待と参加
の手軽さが利用者が急増した大きな理由とさ
れています。録音・録画の機能もあり、ミー
ティングの内容もワンクリックで録音できま
す。最大100人まで、時間は40分まで無料で
参加できますが、101人、40分以上を希望す
る場合は、有料版の購入が必要です。
　マイロータリーには、オンライン例会を開
くためのベストな方法として、例会としての
形式を維持する。例会内容を工夫して調整す
る。卓話よりも話し合いの時間を多くする。
オンライン例会をするサポートチームを構成
する。リハーサルを十分に行う。参加できな
かった人のために、音声を録ることも大事。
そして、オンライン例会にとって何よりも重
要なのは、参加者一人一人が積極的に参加す
ることであると記載されています。
　（実際にズームを使って、体験をする）

◇会長コメント
　これはほぼ義務的に参加していただく必要
がある機能です。もう有無を言ってほしくな
い状況です。ぜひとも習得して、携帯または
事務所のパソコンでつながるような設定をし
てください。今は、例会に出席できない方を
この会場に呼ぶ形ですが、コロナがひどくな
れば、例会を中止にしてオンラインでつなが
ることもあり得ます。
　出席を取りますので、背景を変えるのはか
まいませんが、顔の画像だけは変えないよう
にお願いします。

歴22年なので出席免除の資格対象者となりま
した。申請するべきか否か迷っています。お
誕生日祝いありがとうございます。
•西内俊介　９月は家内の誕生月でしたが、
私の大好きなお花を贈っていただき、さっそ
く家内に報告後、診療室に置きたいと思いま
す。本当にありがとうございます。
•松井洋介　早いもので26回目の結婚記念日
となります。家内には助けてもらってばかり
なので、少しずつお返しをしていこうと思っ
ています。
•石川　健　結婚記念日を祝っていただきあ
りがとうございます。
•水上　元　結婚記念日のお祝いをありがと
うございました。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。

◇出席率報告

　　　　　　　　　　（９月２日例会）
•竹村克彦　妻の誕生日と結婚記念日のお祝
いを頂きました。ありがとうございます。
•西森やよい　武吉さん、入念な準備の上で、
素晴らしい卓話を行ってくださり本当にあり

がとうございます。お世話になりました。
•武吉佳月　本日はつたない卓話を聞いてい
ただいてありがとうございました。とても緊
張しました。
•土居祐三　土佐火薬銃砲株式会社は本年創
立100周年を迎えました。弊社が誕生して100
周年という節目を迎えることができましたの
も、高知東ＲＣの会員の皆さまをはじめ、全
ての関係者の皆さまのご協力とご指導の賜で
ありますことに厚く御礼申し上げます。1920
（大正９）年に創業し、大正、昭和、平成、
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