
前 回 の 報 告 （ 第 ８ ３ ７ 例 会 ）  

開 催 日 平成２９年１２月６日（水）  

点 鐘 大 浦 会 長 

ソング「手に手つないで」 

ゲスト地区IT委員会 

       田辺弘樹様（堺清陵RC） 

 

●会長の時間●大浦 輝彦君 

 皆さんこんばんは、本

日もご出席ありがとうご

ざいます。本日は地区IT

委員会 田辺弘樹 様

(堺清陵RC)にお越し頂き

ました。後ほどの卓話、

よろしくお願いいたしま

す。 

先週は、幕張メッセで

開催されていました、第

５回鉄道技術展を見学に行ってきました。この展

示会は２年に一度開催されるもので、鉄道の安

全・安心・快適・環境・省エネを追求した技術展

であります。隔年にドイツで開催されるイノトラ

ンスに比べて規模はかなり小さいですが出展者は

４５０社を越える規模となっていまして、毎回見

学させて頂いて増すが、出展者数が増えていま

す。来場者は日本国内の鉄道関係者や鉄道マニ

ア、又、海外からも多くの来場者がみえていまし
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四つのテスト 言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか      
２．みんなに公平か 
３．好意と友情を深めるか 
４．みんなのためになるかどうか 

た。 

出展者は国内企業が多数ですが、ヨーロッパか

らもＥＵパビリオンとしてオーストリア大使館 商

務部やフランスパビリオン（フランス大使館）、

ドイツパビリオン等国をあげて出店されていると

ころもあります。 

私は仕事柄、技術部門を中心に見るのですが、

駅舎や車両についても最新のシステムが展示され

ていて、中でも運転手のシミュレーターのリアル

感は半端なかったです。又、障害者の方に対する

利便性が向上する商品や、駅構内で多国語に対応

した案内板、列車運行管理システムなど最先端技

術が紹介されていまして大変良い勉強に成ったと

同時に、自身の周りの技術進歩にも対応するよう

にして行かないと駄目で有ると感じました。 

ロータリーの話に戻りまして 

１２月２日に開催されました、第二回会長会議

に出席してきました。６９クラブ中５３クラブの

会長様と地区役員の皆さんが参加されていまし

た。はじめに、岡本ガバナーより年度後半期を控

えての所信と言うことで、地区大会終了後４月末

までが第3ラウンド、5月と6月が第4ラウンドと言

うことで、新入会員研修や分区活動、ＲＬＩ活

動、会員増強の具体化、ロータリー財団･米山の寄

付増進をしっかり行っていきたいとのことでし

た。 

地区大会では総括と反省点、登録費用に変更の

有った会費では概算収支は約200万円の黒字と言う

ことで有りました。 
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又、先日からクラブへメールが届いているＰＧ

の件につきましては回覧させて頂きます所見で対

応し深入りはしないでおくとのことでありまし

て、参加クラブからの意見も同様のもので有りま

した。 

新入会員研修の件については、2月10日、2月17

日、3月24日と入会3年未満の会員を対象に行いま

すので、対象者の方は都合の良い日を申し出て頂

きまして、参加して頂きたいと思います。（要領

回覧） 

又、分区活動では第2分区としまして、3月17日

に開催されるのですが、先週も話しましたように

当クラブ移動例会と重なりましたので、出席出来

ないと思います。 

研修では、ＲＬＩ研修が７年ぶりに復活すると

のことで、４月～６月の３回の研修会終了で認定

を受けられるそうでありまして、受講はクラブの

会長エレクト、会長ノミニーの参加をお願いした

いとのことで有りましたので、よろしくお願いい

たします。 

会員増強では、今年度始まり１､８６１人の会員

が１０月末現在１､９２４人と６３名増加していま

す。後半も頑張って目標の２､０００名になるよう

に努力をして欲しいとの事で有りました。当クラ

ブも１月から１名会員増加が出来そうですが、ク

ラブの目標でも有ります２０周年２０名を目指し

て後半も頑張っていきたいと思いますのでご協力

方よろしくお願いいたします。 

最後にロータリー財団・米山寄付の増進で有り

ますが特に米山梅吉記念館への寄付が少なく困っ

ているそうであります。記念館への毎年定期的な

寄付を行っているには６クラブくらいとの話でし

た。 

その他、会員増強が出来ているのは地区が正常

化し地区活動が充実し、クラブに活気が戻った事

が大きいのではとの話で有りました。私も後半

戦、目標達成できるように頑張って参りますので

皆さんよろしくお願いいたします。以上で会長の

時間を終わります。ありがとうございました。 

 

●幹事報告●辻本 正成君 

◆例会変更（掲示） 

◆久保PDGより公開書簡1通 

◆岡本ガバナーより文書発 

 信のお知らせ 

◆ロータリーの友の御報告 

◆地区より米山記念奨学生 

 の世話クラブとカウンセ 

 ラーのお引き受けについ 

 てのお願い 

◆疾病予防と治療月間 リ

ソースの御案内 

 

 

 

 

有田２０００ロータリークラブ  会報 

２ 

●各委員会報告● 
ロータリーの友（南良暢君） 

横組 

P10和歌山刑務所「和歌山北

ロータリー文庫」の国際化 

P14日本から命を守る新しいカ

タチ 

縦組 

P4人はがんとどう向き合うのか 

P15アトランタ国際大会で米山学友と再会 

P15奉仕とはI serveとは 

P25夢ある高校生を応援 御坊南RC 

P26ソウルのIACと建国高校の交流会 

●出席報告● 

●ニコニコ箱報告● 
大浦輝彦君：みなさんこんばんは！地区IT委員会 

      田辺様、本日はようこそお越しくだ 

      さいました。後ほどの卓話宜しくお 

      願い致します。 

辻本正成君：地区IT委員会 田辺様 本日は宜し 

      くお願いします。 

 

 

●卓話● 

地区IT委員会  田辺弘樹様（堺清陵RC） 

「My Rotary」とは、一人ひとりのロータリアン

が登録することで、ロータリアン同士、またはク

ラブ同士が情報を共有し、それぞれがつながりや

すくなるシステムです。 

また、自身のデータやクラブの状況などが目に見

える形で表示されます。 

現在いくら財団に寄付したか、他のクラブのロー

タリアンに連絡したいがメールアドレスはない

か。また、クラブの会員数やこれまでの増減はど

うか、クラブ全体での寄付目標は達成されている

か、など、インターネットを介して、様々な情報

を得ることができます。 

また、クラブ会長、幹事、事務局職員などの幹部

アカウントですと、これまで紙面で提出していた

入退会の報告・更新や半期報告書、人頭分担金の

請求書発行など、クラブ運営が円滑に進むといっ

たような機能もあります。 

昨今のインターネットの普及において、My Ro-

taryはこれからのロータリークラブにとって、不

可欠なオンラインシステムとなります。 

とは言え、ロータリアン自身が日常的に使うシス

テムかと言えばそうではありません。 

個々のロータリアンがMy Rotaryに登録し、また

 会員数 出席者数 出 席 率 

本日の出席 １７名 １１名 ６４．７１％ 

１１／２２ １７名 １４名 ７６．４７％ 



クラブの情報も充実させておくこと。そして、そ

れを全世界のクラブが行うことで、将来によりつ

ながりやすく、情報を共有しやすくする目的で

す。 

このようなシステムを利用するためには、My Ro-

taryに登録が必要です。 

私生活はもちろん、ビジネスにまで重要となって

きたインターネットの普及。 

これからも後退することなく、オンラインでの行

動ややりとりがますます多くなってきます。 

ロータリークラブもその流れに沿っていくことが

肝要です。 

本日紹介したMy Rotaryはロータリークラブ会員用

のサービスです。 

My Rotaryを使い、クラブのしっかり維持・運営

し、新会員のための受け皿を作る。 

それとともに、自クラブのホームページや

Facebook等を活用し、地域にその存在を知っても

らい、新たなメンバーを迎え入れる努力をする。 

会員数自体は年々減少してはいます。 

インターネットというツールを上手に使い、各ク

ラブが維持・成長することが非常に重要です。 

IT委員会はそのお手伝いができるよう努力いたし

ますので、気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

●閉会点鐘● 

 

 

 

 

 

 

有田２０００ロータリークラブ  会報 

３ 

《有田RC１２月例会プログラム》 

12/7 「フレイル」中村吉伸様 

12/14 年次総会 

12/21 前期活動報告（ 

    ミャンマー国際奉仕事業を含む） 

 

《有田南RC１２月例会プログラム》 

12/5 会員卓話 大原 裕様 

12/12 年次総会・会員卓話 田中良典様 

12/22 クリスマス例会 於：橘家 

12/26 クラブ協議会「上半期を省みて」 

 

 


