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2015 年 9 月 24 日　第 2618 回 例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『我らのなりわい』

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

　　 ・ かながわ 2780 ロータリーＥクラブ　

　　　　渡辺　　 力 ( いさむ ) 会長

　　　　相澤　一賀 ( かずよし ) 会員

　　 ・ かながわ信用金庫三崎支店支店長

　　　　喜村　裕一氏 （本日入会）

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所 3 階ホール
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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　本日は正式名称「かながわ 2780
ロータリー Eクラブ」の渡辺様、
相澤様が卓話としてクラブの紹介を
して頂くためにお見えです。渡辺様
は今年６月までの渡辺ガバナーのご
子息、相澤様は湯河原に源泉をお持
ちでそのお湯を販売しているお仕事
との事です。また今日からですが藍
田会員の後任としてかながわ信金三崎支店長喜村裕一
様が新会員となられました。よろしくお願いいたしま
す。Eクラブに関しましては私の知っている範囲では
インターネットのホームページを通じてのクラブでそ
こに一定時間アクセスするのが例会への出席となると
いう程度です。以前「ロータリーの友」誌などにも「顔
も合わせない口もきかないそんなのロータリーの例会
ではないし出席とも認められない」といったような投
書があったように思いますが時間の経過とともに少し
ずつ Eクラブが増えているようなので最初のでき始め
から徐々に修正しながら来ているのではないかと思い
ます。かつて１業種１人制の撤廃の時、女性会員認可
の時、等にも賛否がありました。ロータリークラブは
かなり時代の流れに敏感に対応していると思います、
だから逆にトラディショナルな会員には反発が出るし
出て当たり前それぞれに良い点があるから両方見なが
らで良いのではないでしょうか。
４日、都内のホテルで行われた第１３回日韓親善会議
に出席してまいりました。参加者は約１４７０名うち
韓国の方が４００名（２０１３年ソウルでの第１２回
は日本から約同数の４１０名参加）今回名簿によりま
すと国内は北海道から宮崎まで参加、当地区からは約
４０名でした、現在政治的な日韓関係が多少ギクシャ
クのようですが会場は来年のソウル国際大会を成功さ
せよう一色で大いに盛り上がっておりました。１４日
恒例の横須賀南西 RCとの合同夜間例会、「蟹甲羅」、
堀ノ内駅よりの送迎バスにて楽においしくにぎやかに
楽しませて頂きました。

 会長報告　　星野　雄　会長　　
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
   本日出席：15名　欠席：9名
　出席率 62.5%
・MAKE UP　なし
　により、出席率は 62.5％となります。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 12,000 円    80,000 円 64,000 円
財      団 3,000 円   24,000 円 27,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円   7,000 円 8,000 円
米　　山 4,000 円   25,000 円 29,000 円
周　　年 1,000 円   1,000 円 2,000 円
　 計 21,000 円   137,000 円 158,00 円

・かながわ 2780 ロータリー Eクラブ
　渡辺　力様、相澤一賀様　初めまして、かながわ　
　 2780 ロータリー Eクラブの渡辺と相澤です。
　 今後ともご指導の程よろしくお願い致します。
・星野　雄　かながわ2780ロータリーEクラブ 渡辺様、
　 相澤様、ようこそ。本日卓話よろしくお願い致します。
　 先日「かに甲羅」楽しませて頂きました。
・鈴木正孝　ワタナベさん、アイザワさん、今日はよ
　 ろしくお願いします。神奈川のハシからハシまで
　 遠路ごくろうさまでした。
　 喜村さんよろしくお願いします。
・松崎貞男　前回欠席のおわび。
・芹川直行　前回欠席のおわび。
・笠倉正弘　ごぶさたしています。久しぶりに来ました。
・鈴木康仁　渡辺 Eクラブ会長、ようこそ。又、相澤様、
　 本日はよろしくお願いします。
・藤喜代司　E クラブの渡辺さん、相澤さん、遠路あ
　 りがとうございます。
　 かながわ信金キムラさん、よろしくお願いします。
・長瀬六朗　渡辺様、相澤様、卓話を楽しみにしてお
　 ります。
　 先月 11日、アメリカ海軍バンドコンサート、鈴木
　 会員、奥村会員、お世話をごくろうさまでした。
・奥山浩司　渡辺様、相澤様、ようこそおいで下さい
　 ました。卓話よろしくお願いします。　　　　

● 職業奉仕委員会
　＜職業奉仕・親睦委員会 1泊研修旅行について＞
　　　　　　　　　　　　　　　  秋本清道 委員長

＊地区より
　　・ガバナー月信
　　・会長ウェビナー開催案内
　　・Ｒ財団 100 周年プレコンサート案内
　　・インターアクト年次大会登録案内
　　・米山月間卓話者派遣について　　　　
　　・Ｒ財団月間卓話及び財団補助金申請に関する
　　　説明について
　　・全国ローターアクト研修会並びに
　　　第13回アジア太平洋地域ローターアクト会議案内
＊9月 11日第１Ｇ三役会議事録
＊ＲＩより経済と地域社会の発展月間リソース案内
＊次月例会案内
　　横須賀ＲＣ、横須賀北ＲＣ、横須賀西RＣ、横須賀南西ＲＣ
＊週報
　　当クラブ８～９月週報（校正）
　　横須賀北ＲＣ、横須賀南西ＲＣ
＊ハイライトよねやま
＊平成 27年度三浦市消防操法競技大会案内
＊赤い羽根協同募金協力願い
＊大正大学出版会情報誌

 幹事報告

新入会員　喜村氏紹介・あいさつ

　かながわ 2780 ロータリー Eクラブ　渡辺　力 会長
 

　皆様こんにちは。
かながわ 2780 ロータリーＥクラブ
　会長の渡辺　力でございます。
本日の卓話にて、私たちＥクラブについて皆様にご紹
介をさせて頂くお時間をいただき誠にありがとうござ
います。
また、6月 21日のＲＩ加盟認証状伝達式に際し多大
なお力添えを頂き誠にありがとうございました。
 おかげさまで、メルキュールホテル横須賀にて無事に
開催することができました。

小沢元ＲＩ理事、小泉衆議院議員はじめ多数のご来賓
の方にご臨席いただき、ロータリアンとしての実感を
いたしました。
 私たちＥクラブは、この 2780 地区で初めてのＥクラ
ブであり、国内で１１番目のクラブでございます。
２クラブは、ＲＩ登録上海外にて登録されております
ので現在国内では私たちを含む１１クラブが登録され
ております。
 Ｅクラブは、従来のクラブとよく似ています。
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みます。
また、身体的事情や地理的事情、仕事のスケジュール
などの理由や、決まった時間の例会に行くことができ
なかった専業、専門職などの方々にＥクラブはロータ
リークラブへの入会の可能性をもたらす
選択肢の一つとなります。
 また、第 2780 地区を中心に全国そして海外の方も入
会することができるのがＥクラブの特徴であり、海外
へ転勤が多い方や出張が多い方でもインターネットを
通して例会に出席できるのがＥクラブの特徴です。
 私たちＥクラブの概要を簡単にお伝えいたします。

ホームページ上の例会ページにて閲覧することができ
ます。
赤いまるで囲ってあります例会をクリックすると例会
に参加できます。
こちらが例会ページなります。
開会から閉会まで閲覧し、最後に出席確認ボタンを押

して出席になります。
他のクラブの方からのメークアップもできます。他の
クラブへのメイクアップに比べ、パソコン上でメーク
アップができ、
５００円のメークアップ料ですので、是非、メークアッ
プの際にご利用いただければと思います。
続いて、例会期間は毎週水曜日から翌週の火曜日の１
週間です。２４時間例会に出席することが可能であり、
自分の好きな時間に例会に参加することが可能です。
地域と入会資格ですが、ＥクラブはＲＩ加盟されてい
る国や地域の方が入会することが可能です。
私たちＥクラブの会員も湯河原～江戸川区までの会員
がおり、出身地も日本をはじめ、中国、台湾などの会
員が在籍しています。
現在会員構成ですが、私たちＥクラブは、ロータリア
ンの家族８名、元ロータリアン７名、米山学友出身者
３名、ローターアクト出身者２名、ロータリーの奉仕
活動に興味のある会員１０名の合計 30名で構成され
ています。年齢も２０代～８０代と幅が広いですが、
平均年齢が３０歳台と若い会員の多いクラブでありま
す。
渡辺特別代表の設立時にローターアクト出身や米山学
友出身の卒業後の受け入れ先となり、若い世代のロー
タリアンを育てるクラブを作るという思いがありま
す。
私たちはこれかも、ローターアクトとの連携をとりな
がら、ロータリー精神やロータリー活動を勉強し、未
来のロータリアンを育てていくクラブを作っていきま
す。
そして、数年後に各会員の職場または住んでいる地域
のロータリークラブへ転籍を可能にすることで、新し
い２７８０地区の「輪」ができていくと考えています。
 
クラブのテーマは「ロー
タリーと世界に虹の架け
橋を」です。
私たちの若い力で輝く虹
の架け橋を架けていきた
いと考えております。
今後とも日々精進しなが
らクラブ運営をしていき
ますので、皆様のご指導、
ご鞭撻をよろしくお願い
いたします。
ご清聴ありがとうござい
ました。
 ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　次ページへ→

　続いて、ホームページと例会方法について紹介させ
て頂きます。

こちらが私たちかながわ２７８０ロータリーＥクラブ
のホームページになります。
会員が例会に出席をするときは、ます右上のログイン
ボタンよりログインをいたします。
 会員はこの例会のを順番に閲覧し、出席をしていきま
す。
開会をクリックすると
 ロータリーソングと点鐘の動画が見れるようになって
おります。
開会～閉会すべての閲覧項目にチェックを入れると出
席送信ボタンが出るようになっております。
今後は、閲覧項目だけでなく内容に対してのコメント
などを入れるような出席方法の改善を進めています。
 続いてメークアップの方法をご説明させて頂きます。
メークアップに必要なものは、ご自身の会員ＩＤとク
ラブＩＤが必要になります。
まず、左上にありますマークアップをクリックしてい
ただきます。
その後例会欄の会員ＩＤ・会員名・クラブＩＤ・クラ
ブ名を入力して頂き、閲覧ボタンをクリックしていた
だきます。
再度、右上のログインボタンよりＩＤとパスワードを
入力し例会に参加いたします。 例会を開会から閉会ま
で閲覧していただきましたら、下の段のメークアップ
に移ります。
メークアップフォームをこのように入力して頂き例会
についての感想を 100 文字以上で入力をしていただ
きます。
感想入力欄の下に入力されている文字数が表示されて
いるので参考にしてください。
入力がおわりましたら、下の手数料決済をクリックし
てください。

メークアップの入力確認画面が出てきますので、ＯＫ
をクリックしてください。
決済への確認画面が出てきますので、ＯＫをクリック
してください。
ペイパルの決済画面へ移り、支払方法を選択して頂き
ます。
ペイパルのアカウントの登録をしていただきますと、
次回からのメークアップの決済がスムーズに行うこと
ができます。
クレジットカードへ都度お支払いを頂く場合は、カー
ド情報などをすべて入力し、
すべての入力が終わりましたら「続行」ボタンをクリッ
クしてください。
支払確認画面がでましたら、お客様情報などを確認し
て頂き「同意して続行」ボタンをクリックしてくださ
い。
ホームページに再度戻り、確認の上「支払を確定する」
をクリックしてください。
完了いたしますと、頂きましたメールアドレスへメー
クアップ証明書が贈られます。
こちらの証明書を印刷して頂き、各クラブ事務局へ提
出をしていただきメークアップが終了となります。
以上で、例会方法とメークアップ方法の説明になりま
す。

これから各委員会を中心とし、より多くの方にメーク
アップとかながわ２７８０ロータリーＥクラブを知っ
ていただくため、
ホームページの内容を充実させていきます。
是非、Ｅクラブへメークアップをしていただければ幸
いです。
今後とも、諸先輩方からのご指導を頂きながら、前向
きに夢に向かって全員で進んでいきます。
ご清聴ありがとうございました。
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小沢元ＲＩ理事、小泉衆議院議員はじめ多数のご来賓
の方にご臨席いただき、ロータリアンとしての実感を
いたしました。
 私たちＥクラブは、この 2780 地区で初めてのＥクラ
ブであり、国内で１１番目のクラブでございます。
２クラブは、ＲＩ登録上海外にて登録されております
ので現在国内では私たちを含む１１クラブが登録され
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 Ｅクラブは、従来のクラブとよく似ています。
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週間です。２４時間例会に出席することが可能であり、
自分の好きな時間に例会に参加することが可能です。
地域と入会資格ですが、ＥクラブはＲＩ加盟されてい
る国や地域の方が入会することが可能です。
私たちＥクラブの会員も湯河原～江戸川区までの会員
がおり、出身地も日本をはじめ、中国、台湾などの会
員が在籍しています。
現在会員構成ですが、私たちＥクラブは、ロータリア
ンの家族８名、元ロータリアン７名、米山学友出身者
３名、ローターアクト出身者２名、ロータリーの奉仕
活動に興味のある会員１０名の合計 30名で構成され
ています。年齢も２０代～８０代と幅が広いですが、
平均年齢が３０歳台と若い会員の多いクラブでありま
す。
渡辺特別代表の設立時にローターアクト出身や米山学
友出身の卒業後の受け入れ先となり、若い世代のロー
タリアンを育てるクラブを作るという思いがありま
す。
私たちはこれかも、ローターアクトとの連携をとりな
がら、ロータリー精神やロータリー活動を勉強し、未
来のロータリアンを育てていくクラブを作っていきま
す。
そして、数年後に各会員の職場または住んでいる地域
のロータリークラブへ転籍を可能にすることで、新し
い２７８０地区の「輪」ができていくと考えています。
 
クラブのテーマは「ロー
タリーと世界に虹の架け
橋を」です。
私たちの若い力で輝く虹
の架け橋を架けていきた
いと考えております。
今後とも日々精進しなが
らクラブ運営をしていき
ますので、皆様のご指導、
ご鞭撻をよろしくお願い
いたします。
ご清聴ありがとうござい
ました。
 ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　次ページへ→

　続いて、ホームページと例会方法について紹介させ
て頂きます。

こちらが私たちかながわ２７８０ロータリーＥクラブ
のホームページになります。
会員が例会に出席をするときは、ます右上のログイン
ボタンよりログインをいたします。
 会員はこの例会のを順番に閲覧し、出席をしていきま
す。
開会をクリックすると
 ロータリーソングと点鐘の動画が見れるようになって
おります。
開会～閉会すべての閲覧項目にチェックを入れると出
席送信ボタンが出るようになっております。
今後は、閲覧項目だけでなく内容に対してのコメント
などを入れるような出席方法の改善を進めています。
 続いてメークアップの方法をご説明させて頂きます。
メークアップに必要なものは、ご自身の会員ＩＤとク
ラブＩＤが必要になります。
まず、左上にありますマークアップをクリックしてい
ただきます。
その後例会欄の会員ＩＤ・会員名・クラブＩＤ・クラ
ブ名を入力して頂き、閲覧ボタンをクリックしていた
だきます。
再度、右上のログインボタンよりＩＤとパスワードを
入力し例会に参加いたします。 例会を開会から閉会ま
で閲覧していただきましたら、下の段のメークアップ
に移ります。
メークアップフォームをこのように入力して頂き例会
についての感想を 100 文字以上で入力をしていただ
きます。
感想入力欄の下に入力されている文字数が表示されて
いるので参考にしてください。
入力がおわりましたら、下の手数料決済をクリックし
てください。

メークアップの入力確認画面が出てきますので、ＯＫ
をクリックしてください。
決済への確認画面が出てきますので、ＯＫをクリック
してください。
ペイパルの決済画面へ移り、支払方法を選択して頂き
ます。
ペイパルのアカウントの登録をしていただきますと、
次回からのメークアップの決済がスムーズに行うこと
ができます。
クレジットカードへ都度お支払いを頂く場合は、カー
ド情報などをすべて入力し、
すべての入力が終わりましたら「続行」ボタンをクリッ
クしてください。
支払確認画面がでましたら、お客様情報などを確認し
て頂き「同意して続行」ボタンをクリックしてくださ
い。
ホームページに再度戻り、確認の上「支払を確定する」
をクリックしてください。
完了いたしますと、頂きましたメールアドレスへメー
クアップ証明書が贈られます。
こちらの証明書を印刷して頂き、各クラブ事務局へ提
出をしていただきメークアップが終了となります。
以上で、例会方法とメークアップ方法の説明になりま
す。

これから各委員会を中心とし、より多くの方にメーク
アップとかながわ２７８０ロータリーＥクラブを知っ
ていただくため、
ホームページの内容を充実させていきます。
是非、Ｅクラブへメークアップをしていただければ幸
いです。
今後とも、諸先輩方からのご指導を頂きながら、前向
きに夢に向かって全員で進んでいきます。
ご清聴ありがとうございました。
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2015 年 9 月 24 日　第 2618 回 例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『我らのなりわい』

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

　　 ・ かながわ 2780 ロータリーＥクラブ　

　　　　渡辺　　 力 ( いさむ ) 会長

　　　　相澤　一賀 ( かずよし ) 会員

　　 ・ かながわ信用金庫三崎支店支店長

　　　　喜村　裕一氏 （本日入会）

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所 3 階ホール
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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　本日は正式名称「かながわ 2780
ロータリー Eクラブ」の渡辺様、
相澤様が卓話としてクラブの紹介を
して頂くためにお見えです。渡辺様
は今年６月までの渡辺ガバナーのご
子息、相澤様は湯河原に源泉をお持
ちでそのお湯を販売しているお仕事
との事です。また今日からですが藍
田会員の後任としてかながわ信金三崎支店長喜村裕一
様が新会員となられました。よろしくお願いいたしま
す。Eクラブに関しましては私の知っている範囲では
インターネットのホームページを通じてのクラブでそ
こに一定時間アクセスするのが例会への出席となると
いう程度です。以前「ロータリーの友」誌などにも「顔
も合わせない口もきかないそんなのロータリーの例会
ではないし出席とも認められない」といったような投
書があったように思いますが時間の経過とともに少し
ずつ Eクラブが増えているようなので最初のでき始め
から徐々に修正しながら来ているのではないかと思い
ます。かつて１業種１人制の撤廃の時、女性会員認可
の時、等にも賛否がありました。ロータリークラブは
かなり時代の流れに敏感に対応していると思います、
だから逆にトラディショナルな会員には反発が出るし
出て当たり前それぞれに良い点があるから両方見なが
らで良いのではないでしょうか。
４日、都内のホテルで行われた第１３回日韓親善会議
に出席してまいりました。参加者は約１４７０名うち
韓国の方が４００名（２０１３年ソウルでの第１２回
は日本から約同数の４１０名参加）今回名簿によりま
すと国内は北海道から宮崎まで参加、当地区からは約
４０名でした、現在政治的な日韓関係が多少ギクシャ
クのようですが会場は来年のソウル国際大会を成功さ
せよう一色で大いに盛り上がっておりました。１４日
恒例の横須賀南西 RCとの合同夜間例会、「蟹甲羅」、
堀ノ内駅よりの送迎バスにて楽においしくにぎやかに
楽しませて頂きました。

 会長報告　　星野　雄　会長　　
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
   本日出席：15名　欠席：9名
　出席率 62.5%
・MAKE UP　なし
　により、出席率は 62.5％となります。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 12,000 円    80,000 円 64,000 円
財      団 3,000 円   24,000 円 27,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円   7,000 円 8,000 円
米　　山 4,000 円   25,000 円 29,000 円
周　　年 1,000 円   1,000 円 2,000 円
　 計 21,000 円   137,000 円 158,00 円

・かながわ 2780 ロータリー Eクラブ
　渡辺　力様、相澤一賀様　初めまして、かながわ　
　 2780 ロータリー Eクラブの渡辺と相澤です。
　 今後ともご指導の程よろしくお願い致します。
・星野　雄　かながわ2780ロータリーEクラブ 渡辺様、
　 相澤様、ようこそ。本日卓話よろしくお願い致します。
　 先日「かに甲羅」楽しませて頂きました。
・鈴木正孝　ワタナベさん、アイザワさん、今日はよ
　 ろしくお願いします。神奈川のハシからハシまで
　 遠路ごくろうさまでした。
　 喜村さんよろしくお願いします。
・松崎貞男　前回欠席のおわび。
・芹川直行　前回欠席のおわび。
・笠倉正弘　ごぶさたしています。久しぶりに来ました。
・鈴木康仁　渡辺 Eクラブ会長、ようこそ。又、相澤様、
　 本日はよろしくお願いします。
・藤喜代司　E クラブの渡辺さん、相澤さん、遠路あ
　 りがとうございます。
　 かながわ信金キムラさん、よろしくお願いします。
・長瀬六朗　渡辺様、相澤様、卓話を楽しみにしてお
　 ります。
　 先月 11日、アメリカ海軍バンドコンサート、鈴木
　 会員、奥村会員、お世話をごくろうさまでした。
・奥山浩司　渡辺様、相澤様、ようこそおいで下さい
　 ました。卓話よろしくお願いします。　　　　

● 職業奉仕委員会
　＜職業奉仕・親睦委員会 1泊研修旅行について＞
　　　　　　　　　　　　　　　  秋本清道 委員長

＊地区より
　　・ガバナー月信
　　・会長ウェビナー開催案内
　　・Ｒ財団 100 周年プレコンサート案内
　　・インターアクト年次大会登録案内
　　・米山月間卓話者派遣について　　　　
　　・Ｒ財団月間卓話及び財団補助金申請に関する
　　　説明について
　　・全国ローターアクト研修会並びに
　　　第13回アジア太平洋地域ローターアクト会議案内
＊9月 11日第１Ｇ三役会議事録
＊ＲＩより経済と地域社会の発展月間リソース案内
＊次月例会案内
　　横須賀ＲＣ、横須賀北ＲＣ、横須賀西RＣ、横須賀南西ＲＣ
＊週報
　　当クラブ８～９月週報（校正）
　　横須賀北ＲＣ、横須賀南西ＲＣ
＊ハイライトよねやま
＊平成 27年度三浦市消防操法競技大会案内
＊赤い羽根協同募金協力願い
＊大正大学出版会情報誌

 幹事報告

新入会員　喜村氏紹介・あいさつ

　かながわ 2780 ロータリー Eクラブ　渡辺　力 会長
 

　皆様こんにちは。
かながわ 2780 ロータリーＥクラブ
　会長の渡辺　力でございます。
本日の卓話にて、私たちＥクラブについて皆様にご紹
介をさせて頂くお時間をいただき誠にありがとうござ
います。
また、6月 21日のＲＩ加盟認証状伝達式に際し多大
なお力添えを頂き誠にありがとうございました。
 おかげさまで、メルキュールホテル横須賀にて無事に
開催することができました。
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小沢元ＲＩ理事、小泉衆議院議員はじめ多数のご来賓
の方にご臨席いただき、ロータリアンとしての実感を
いたしました。
 私たちＥクラブは、この 2780 地区で初めてのＥクラ
ブであり、国内で１１番目のクラブでございます。
２クラブは、ＲＩ登録上海外にて登録されております
ので現在国内では私たちを含む１１クラブが登録され
ております。
 Ｅクラブは、従来のクラブとよく似ています。
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みます。
また、身体的事情や地理的事情、仕事のスケジュール
などの理由や、決まった時間の例会に行くことができ
なかった専業、専門職などの方々にＥクラブはロータ
リークラブへの入会の可能性をもたらす
選択肢の一つとなります。
 また、第 2780 地区を中心に全国そして海外の方も入
会することができるのがＥクラブの特徴であり、海外
へ転勤が多い方や出張が多い方でもインターネットを
通して例会に出席できるのがＥクラブの特徴です。
 私たちＥクラブの概要を簡単にお伝えいたします。

ホームページ上の例会ページにて閲覧することができ
ます。
赤いまるで囲ってあります例会をクリックすると例会
に参加できます。
こちらが例会ページなります。
開会から閉会まで閲覧し、最後に出席確認ボタンを押

して出席になります。
他のクラブの方からのメークアップもできます。他の
クラブへのメイクアップに比べ、パソコン上でメーク
アップができ、
５００円のメークアップ料ですので、是非、メークアッ
プの際にご利用いただければと思います。
続いて、例会期間は毎週水曜日から翌週の火曜日の１
週間です。２４時間例会に出席することが可能であり、
自分の好きな時間に例会に参加することが可能です。
地域と入会資格ですが、ＥクラブはＲＩ加盟されてい
る国や地域の方が入会することが可能です。
私たちＥクラブの会員も湯河原～江戸川区までの会員
がおり、出身地も日本をはじめ、中国、台湾などの会
員が在籍しています。
現在会員構成ですが、私たちＥクラブは、ロータリア
ンの家族８名、元ロータリアン７名、米山学友出身者
３名、ローターアクト出身者２名、ロータリーの奉仕
活動に興味のある会員１０名の合計 30名で構成され
ています。年齢も２０代～８０代と幅が広いですが、
平均年齢が３０歳台と若い会員の多いクラブでありま
す。
渡辺特別代表の設立時にローターアクト出身や米山学
友出身の卒業後の受け入れ先となり、若い世代のロー
タリアンを育てるクラブを作るという思いがありま
す。
私たちはこれかも、ローターアクトとの連携をとりな
がら、ロータリー精神やロータリー活動を勉強し、未
来のロータリアンを育てていくクラブを作っていきま
す。
そして、数年後に各会員の職場または住んでいる地域
のロータリークラブへ転籍を可能にすることで、新し
い２７８０地区の「輪」ができていくと考えています。
 
クラブのテーマは「ロー
タリーと世界に虹の架け
橋を」です。
私たちの若い力で輝く虹
の架け橋を架けていきた
いと考えております。
今後とも日々精進しなが
らクラブ運営をしていき
ますので、皆様のご指導、
ご鞭撻をよろしくお願い
いたします。
ご清聴ありがとうござい
ました。
 ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　次ページへ→

　続いて、ホームページと例会方法について紹介させ
て頂きます。
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いるので参考にしてください。
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クしてください。
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す。
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　本日は正式名称「かながわ 2780
ロータリー Eクラブ」の渡辺様、
相澤様が卓話としてクラブの紹介を
して頂くためにお見えです。渡辺様
は今年６月までの渡辺ガバナーのご
子息、相澤様は湯河原に源泉をお持
ちでそのお湯を販売しているお仕事
との事です。また今日からですが藍
田会員の後任としてかながわ信金三崎支店長喜村裕一
様が新会員となられました。よろしくお願いいたしま
す。Eクラブに関しましては私の知っている範囲では
インターネットのホームページを通じてのクラブでそ
こに一定時間アクセスするのが例会への出席となると
いう程度です。以前「ロータリーの友」誌などにも「顔
も合わせない口もきかないそんなのロータリーの例会
ではないし出席とも認められない」といったような投
書があったように思いますが時間の経過とともに少し
ずつ Eクラブが増えているようなので最初のでき始め
から徐々に修正しながら来ているのではないかと思い
ます。かつて１業種１人制の撤廃の時、女性会員認可
の時、等にも賛否がありました。ロータリークラブは
かなり時代の流れに敏感に対応していると思います、
だから逆にトラディショナルな会員には反発が出るし
出て当たり前それぞれに良い点があるから両方見なが
らで良いのではないでしょうか。
４日、都内のホテルで行われた第１３回日韓親善会議
に出席してまいりました。参加者は約１４７０名うち
韓国の方が４００名（２０１３年ソウルでの第１２回
は日本から約同数の４１０名参加）今回名簿によりま
すと国内は北海道から宮崎まで参加、当地区からは約
４０名でした、現在政治的な日韓関係が多少ギクシャ
クのようですが会場は来年のソウル国際大会を成功さ
せよう一色で大いに盛り上がっておりました。１４日
恒例の横須賀南西 RCとの合同夜間例会、「蟹甲羅」、
堀ノ内駅よりの送迎バスにて楽においしくにぎやかに
楽しませて頂きました。

 会長報告　　星野　雄　会長　　
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
   本日出席：15名　欠席：9名
　出席率 62.5%
・MAKE UP　なし
　により、出席率は 62.5％となります。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 12,000 円    80,000 円 64,000 円
財      団 3,000 円   24,000 円 27,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円   7,000 円 8,000 円
米　　山 4,000 円   25,000 円 29,000 円
周　　年 1,000 円   1,000 円 2,000 円
　 計 21,000 円   137,000 円 158,00 円

・かながわ 2780 ロータリー Eクラブ
　渡辺　力様、相澤一賀様　初めまして、かながわ　
　 2780 ロータリー Eクラブの渡辺と相澤です。
　 今後ともご指導の程よろしくお願い致します。
・星野　雄　かながわ2780ロータリーEクラブ 渡辺様、
　 相澤様、ようこそ。本日卓話よろしくお願い致します。
　 先日「かに甲羅」楽しませて頂きました。
・鈴木正孝　ワタナベさん、アイザワさん、今日はよ
　 ろしくお願いします。神奈川のハシからハシまで
　 遠路ごくろうさまでした。
　 喜村さんよろしくお願いします。
・松崎貞男　前回欠席のおわび。
・芹川直行　前回欠席のおわび。
・笠倉正弘　ごぶさたしています。久しぶりに来ました。
・鈴木康仁　渡辺 Eクラブ会長、ようこそ。又、相澤様、
　 本日はよろしくお願いします。
・藤喜代司　E クラブの渡辺さん、相澤さん、遠路あ
　 りがとうございます。
　 かながわ信金キムラさん、よろしくお願いします。
・長瀬六朗　渡辺様、相澤様、卓話を楽しみにしてお
　 ります。
　 先月 11日、アメリカ海軍バンドコンサート、鈴木
　 会員、奥村会員、お世話をごくろうさまでした。
・奥山浩司　渡辺様、相澤様、ようこそおいで下さい
　 ました。卓話よろしくお願いします。　　　　

● 職業奉仕委員会
　＜職業奉仕・親睦委員会 1泊研修旅行について＞
　　　　　　　　　　　　　　　  秋本清道 委員長

＊地区より
　　・ガバナー月信
　　・会長ウェビナー開催案内
　　・Ｒ財団 100 周年プレコンサート案内
　　・インターアクト年次大会登録案内
　　・米山月間卓話者派遣について　　　　
　　・Ｒ財団月間卓話及び財団補助金申請に関する
　　　説明について
　　・全国ローターアクト研修会並びに
　　　第13回アジア太平洋地域ローターアクト会議案内
＊9月 11日第１Ｇ三役会議事録
＊ＲＩより経済と地域社会の発展月間リソース案内
＊次月例会案内
　　横須賀ＲＣ、横須賀北ＲＣ、横須賀西RＣ、横須賀南西ＲＣ
＊週報
　　当クラブ８～９月週報（校正）
　　横須賀北ＲＣ、横須賀南西ＲＣ
＊ハイライトよねやま
＊平成 27年度三浦市消防操法競技大会案内
＊赤い羽根協同募金協力願い
＊大正大学出版会情報誌

 幹事報告

新入会員　喜村氏紹介・あいさつ

　かながわ 2780 ロータリー Eクラブ　渡辺　力 会長
 

　皆様こんにちは。
かながわ 2780 ロータリーＥクラブ
　会長の渡辺　力でございます。
本日の卓話にて、私たちＥクラブについて皆様にご紹
介をさせて頂くお時間をいただき誠にありがとうござ
います。
また、6月 21日のＲＩ加盟認証状伝達式に際し多大
なお力添えを頂き誠にありがとうございました。
 おかげさまで、メルキュールホテル横須賀にて無事に
開催することができました。
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小沢元ＲＩ理事、小泉衆議院議員はじめ多数のご来賓
の方にご臨席いただき、ロータリアンとしての実感を
いたしました。
 私たちＥクラブは、この 2780 地区で初めてのＥクラ
ブであり、国内で１１番目のクラブでございます。
２クラブは、ＲＩ登録上海外にて登録されております
ので現在国内では私たちを含む１１クラブが登録され
ております。
 Ｅクラブは、従来のクラブとよく似ています。
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みます。
また、身体的事情や地理的事情、仕事のスケジュール
などの理由や、決まった時間の例会に行くことができ
なかった専業、専門職などの方々にＥクラブはロータ
リークラブへの入会の可能性をもたらす
選択肢の一つとなります。
 また、第 2780 地区を中心に全国そして海外の方も入
会することができるのがＥクラブの特徴であり、海外
へ転勤が多い方や出張が多い方でもインターネットを
通して例会に出席できるのがＥクラブの特徴です。
 私たちＥクラブの概要を簡単にお伝えいたします。

ホームページ上の例会ページにて閲覧することができ
ます。
赤いまるで囲ってあります例会をクリックすると例会
に参加できます。
こちらが例会ページなります。
開会から閉会まで閲覧し、最後に出席確認ボタンを押

して出席になります。
他のクラブの方からのメークアップもできます。他の
クラブへのメイクアップに比べ、パソコン上でメーク
アップができ、
５００円のメークアップ料ですので、是非、メークアッ
プの際にご利用いただければと思います。
続いて、例会期間は毎週水曜日から翌週の火曜日の１
週間です。２４時間例会に出席することが可能であり、
自分の好きな時間に例会に参加することが可能です。
地域と入会資格ですが、ＥクラブはＲＩ加盟されてい
る国や地域の方が入会することが可能です。
私たちＥクラブの会員も湯河原～江戸川区までの会員
がおり、出身地も日本をはじめ、中国、台湾などの会
員が在籍しています。
現在会員構成ですが、私たちＥクラブは、ロータリア
ンの家族８名、元ロータリアン７名、米山学友出身者
３名、ローターアクト出身者２名、ロータリーの奉仕
活動に興味のある会員１０名の合計 30名で構成され
ています。年齢も２０代～８０代と幅が広いですが、
平均年齢が３０歳台と若い会員の多いクラブでありま
す。
渡辺特別代表の設立時にローターアクト出身や米山学
友出身の卒業後の受け入れ先となり、若い世代のロー
タリアンを育てるクラブを作るという思いがありま
す。
私たちはこれかも、ローターアクトとの連携をとりな
がら、ロータリー精神やロータリー活動を勉強し、未
来のロータリアンを育てていくクラブを作っていきま
す。
そして、数年後に各会員の職場または住んでいる地域
のロータリークラブへ転籍を可能にすることで、新し
い２７８０地区の「輪」ができていくと考えています。
 
クラブのテーマは「ロー
タリーと世界に虹の架け
橋を」です。
私たちの若い力で輝く虹
の架け橋を架けていきた
いと考えております。
今後とも日々精進しなが
らクラブ運営をしていき
ますので、皆様のご指導、
ご鞭撻をよろしくお願い
いたします。
ご清聴ありがとうござい
ました。
 ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　次ページへ→

　続いて、ホームページと例会方法について紹介させ
て頂きます。

こちらが私たちかながわ２７８０ロータリーＥクラブ
のホームページになります。
会員が例会に出席をするときは、ます右上のログイン
ボタンよりログインをいたします。
 会員はこの例会のを順番に閲覧し、出席をしていきま
す。
開会をクリックすると
 ロータリーソングと点鐘の動画が見れるようになって
おります。
開会～閉会すべての閲覧項目にチェックを入れると出
席送信ボタンが出るようになっております。
今後は、閲覧項目だけでなく内容に対してのコメント
などを入れるような出席方法の改善を進めています。
 続いてメークアップの方法をご説明させて頂きます。
メークアップに必要なものは、ご自身の会員ＩＤとク
ラブＩＤが必要になります。
まず、左上にありますマークアップをクリックしてい
ただきます。
その後例会欄の会員ＩＤ・会員名・クラブＩＤ・クラ
ブ名を入力して頂き、閲覧ボタンをクリックしていた
だきます。
再度、右上のログインボタンよりＩＤとパスワードを
入力し例会に参加いたします。 例会を開会から閉会ま
で閲覧していただきましたら、下の段のメークアップ
に移ります。
メークアップフォームをこのように入力して頂き例会
についての感想を 100 文字以上で入力をしていただ
きます。
感想入力欄の下に入力されている文字数が表示されて
いるので参考にしてください。
入力がおわりましたら、下の手数料決済をクリックし
てください。

メークアップの入力確認画面が出てきますので、ＯＫ
をクリックしてください。
決済への確認画面が出てきますので、ＯＫをクリック
してください。
ペイパルの決済画面へ移り、支払方法を選択して頂き
ます。
ペイパルのアカウントの登録をしていただきますと、
次回からのメークアップの決済がスムーズに行うこと
ができます。
クレジットカードへ都度お支払いを頂く場合は、カー
ド情報などをすべて入力し、
すべての入力が終わりましたら「続行」ボタンをクリッ
クしてください。
支払確認画面がでましたら、お客様情報などを確認し
て頂き「同意して続行」ボタンをクリックしてくださ
い。
ホームページに再度戻り、確認の上「支払を確定する」
をクリックしてください。
完了いたしますと、頂きましたメールアドレスへメー
クアップ証明書が贈られます。
こちらの証明書を印刷して頂き、各クラブ事務局へ提
出をしていただきメークアップが終了となります。
以上で、例会方法とメークアップ方法の説明になりま
す。

これから各委員会を中心とし、より多くの方にメーク
アップとかながわ２７８０ロータリーＥクラブを知っ
ていただくため、
ホームページの内容を充実させていきます。
是非、Ｅクラブへメークアップをしていただければ幸
いです。
今後とも、諸先輩方からのご指導を頂きながら、前向
きに夢に向かって全員で進んでいきます。
ご清聴ありがとうございました。
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2015 年 9 月 24 日　第 2618 回 例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『我らのなりわい』

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

　　 ・ かながわ 2780 ロータリーＥクラブ　

　　　　渡辺　　 力 ( いさむ ) 会長

　　　　相澤　一賀 ( かずよし ) 会員

　　 ・ かながわ信用金庫三崎支店支店長

　　　　喜村　裕一氏 （本日入会）

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　奥山　浩司
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所 3 階ホール
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp

2618-1
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様が新会員となられました。よろしくお願いいたしま
す。Eクラブに関しましては私の知っている範囲では
インターネットのホームページを通じてのクラブでそ
こに一定時間アクセスするのが例会への出席となると
いう程度です。以前「ロータリーの友」誌などにも「顔
も合わせない口もきかないそんなのロータリーの例会
ではないし出席とも認められない」といったような投
書があったように思いますが時間の経過とともに少し
ずつ Eクラブが増えているようなので最初のでき始め
から徐々に修正しながら来ているのではないかと思い
ます。かつて１業種１人制の撤廃の時、女性会員認可
の時、等にも賛否がありました。ロータリークラブは
かなり時代の流れに敏感に対応していると思います、
だから逆にトラディショナルな会員には反発が出るし
出て当たり前それぞれに良い点があるから両方見なが
らで良いのではないでしょうか。
４日、都内のホテルで行われた第１３回日韓親善会議
に出席してまいりました。参加者は約１４７０名うち
韓国の方が４００名（２０１３年ソウルでの第１２回
は日本から約同数の４１０名参加）今回名簿によりま
すと国内は北海道から宮崎まで参加、当地区からは約
４０名でした、現在政治的な日韓関係が多少ギクシャ
クのようですが会場は来年のソウル国際大会を成功さ
せよう一色で大いに盛り上がっておりました。１４日
恒例の横須賀南西 RCとの合同夜間例会、「蟹甲羅」、
堀ノ内駅よりの送迎バスにて楽においしくにぎやかに
楽しませて頂きました。

 会長報告　　星野　雄　会長　　
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
   本日出席：15名　欠席：9名
　出席率 62.5%
・MAKE UP　なし
　により、出席率は 62.5％となります。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 12,000 円    80,000 円 64,000 円
財      団 3,000 円   24,000 円 27,000 円
ポ  リ  オ 1,000 円   7,000 円 8,000 円
米　　山 4,000 円   25,000 円 29,000 円
周　　年 1,000 円   1,000 円 2,000 円
　 計 21,000 円   137,000 円 158,00 円

・かながわ 2780 ロータリー Eクラブ
　渡辺　力様、相澤一賀様　初めまして、かながわ　
　 2780 ロータリー Eクラブの渡辺と相澤です。
　 今後ともご指導の程よろしくお願い致します。
・星野　雄　かながわ2780ロータリーEクラブ 渡辺様、
　 相澤様、ようこそ。本日卓話よろしくお願い致します。
　 先日「かに甲羅」楽しませて頂きました。
・鈴木正孝　ワタナベさん、アイザワさん、今日はよ
　 ろしくお願いします。神奈川のハシからハシまで
　 遠路ごくろうさまでした。
　 喜村さんよろしくお願いします。
・松崎貞男　前回欠席のおわび。
・芹川直行　前回欠席のおわび。
・笠倉正弘　ごぶさたしています。久しぶりに来ました。
・鈴木康仁　渡辺 Eクラブ会長、ようこそ。又、相澤様、
　 本日はよろしくお願いします。
・藤喜代司　E クラブの渡辺さん、相澤さん、遠路あ
　 りがとうございます。
　 かながわ信金キムラさん、よろしくお願いします。
・長瀬六朗　渡辺様、相澤様、卓話を楽しみにしてお
　 ります。
　 先月 11日、アメリカ海軍バンドコンサート、鈴木
　 会員、奥村会員、お世話をごくろうさまでした。
・奥山浩司　渡辺様、相澤様、ようこそおいで下さい
　 ました。卓話よろしくお願いします。　　　　

● 職業奉仕委員会
　＜職業奉仕・親睦委員会 1泊研修旅行について＞
　　　　　　　　　　　　　　　  秋本清道 委員長

＊地区より
　　・ガバナー月信
　　・会長ウェビナー開催案内
　　・Ｒ財団 100 周年プレコンサート案内
　　・インターアクト年次大会登録案内
　　・米山月間卓話者派遣について　　　　
　　・Ｒ財団月間卓話及び財団補助金申請に関する
　　　説明について
　　・全国ローターアクト研修会並びに
　　　第13回アジア太平洋地域ローターアクト会議案内
＊9月 11日第１Ｇ三役会議事録
＊ＲＩより経済と地域社会の発展月間リソース案内
＊次月例会案内
　　横須賀ＲＣ、横須賀北ＲＣ、横須賀西RＣ、横須賀南西ＲＣ
＊週報
　　当クラブ８～９月週報（校正）
　　横須賀北ＲＣ、横須賀南西ＲＣ
＊ハイライトよねやま
＊平成 27年度三浦市消防操法競技大会案内
＊赤い羽根協同募金協力願い
＊大正大学出版会情報誌

 幹事報告

新入会員　喜村氏紹介・あいさつ

　かながわ 2780 ロータリー Eクラブ　渡辺　力 会長
 

　皆様こんにちは。
かながわ 2780 ロータリーＥクラブ
　会長の渡辺　力でございます。
本日の卓話にて、私たちＥクラブについて皆様にご紹
介をさせて頂くお時間をいただき誠にありがとうござ
います。
また、6月 21日のＲＩ加盟認証状伝達式に際し多大
なお力添えを頂き誠にありがとうございました。
 おかげさまで、メルキュールホテル横須賀にて無事に
開催することができました。
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小沢元ＲＩ理事、小泉衆議院議員はじめ多数のご来賓
の方にご臨席いただき、ロータリアンとしての実感を
いたしました。
 私たちＥクラブは、この 2780 地区で初めてのＥクラ
ブであり、国内で１１番目のクラブでございます。
２クラブは、ＲＩ登録上海外にて登録されております
ので現在国内では私たちを含む１１クラブが登録され
ております。
 Ｅクラブは、従来のクラブとよく似ています。
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みます。
また、身体的事情や地理的事情、仕事のスケジュール
などの理由や、決まった時間の例会に行くことができ
なかった専業、専門職などの方々にＥクラブはロータ
リークラブへの入会の可能性をもたらす
選択肢の一つとなります。
 また、第 2780 地区を中心に全国そして海外の方も入
会することができるのがＥクラブの特徴であり、海外
へ転勤が多い方や出張が多い方でもインターネットを
通して例会に出席できるのがＥクラブの特徴です。
 私たちＥクラブの概要を簡単にお伝えいたします。

ホームページ上の例会ページにて閲覧することができ
ます。
赤いまるで囲ってあります例会をクリックすると例会
に参加できます。
こちらが例会ページなります。
開会から閉会まで閲覧し、最後に出席確認ボタンを押

して出席になります。
他のクラブの方からのメークアップもできます。他の
クラブへのメイクアップに比べ、パソコン上でメーク
アップができ、
５００円のメークアップ料ですので、是非、メークアッ
プの際にご利用いただければと思います。
続いて、例会期間は毎週水曜日から翌週の火曜日の１
週間です。２４時間例会に出席することが可能であり、
自分の好きな時間に例会に参加することが可能です。
地域と入会資格ですが、ＥクラブはＲＩ加盟されてい
る国や地域の方が入会することが可能です。
私たちＥクラブの会員も湯河原～江戸川区までの会員
がおり、出身地も日本をはじめ、中国、台湾などの会
員が在籍しています。
現在会員構成ですが、私たちＥクラブは、ロータリア
ンの家族８名、元ロータリアン７名、米山学友出身者
３名、ローターアクト出身者２名、ロータリーの奉仕
活動に興味のある会員１０名の合計 30名で構成され
ています。年齢も２０代～８０代と幅が広いですが、
平均年齢が３０歳台と若い会員の多いクラブでありま
す。
渡辺特別代表の設立時にローターアクト出身や米山学
友出身の卒業後の受け入れ先となり、若い世代のロー
タリアンを育てるクラブを作るという思いがありま
す。
私たちはこれかも、ローターアクトとの連携をとりな
がら、ロータリー精神やロータリー活動を勉強し、未
来のロータリアンを育てていくクラブを作っていきま
す。
そして、数年後に各会員の職場または住んでいる地域
のロータリークラブへ転籍を可能にすることで、新し
い２７８０地区の「輪」ができていくと考えています。
 
クラブのテーマは「ロー
タリーと世界に虹の架け
橋を」です。
私たちの若い力で輝く虹
の架け橋を架けていきた
いと考えております。
今後とも日々精進しなが
らクラブ運営をしていき
ますので、皆様のご指導、
ご鞭撻をよろしくお願い
いたします。
ご清聴ありがとうござい
ました。
 ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　次ページへ→

　続いて、ホームページと例会方法について紹介させ
て頂きます。

こちらが私たちかながわ２７８０ロータリーＥクラブ
のホームページになります。
会員が例会に出席をするときは、ます右上のログイン
ボタンよりログインをいたします。
 会員はこの例会のを順番に閲覧し、出席をしていきま
す。
開会をクリックすると
 ロータリーソングと点鐘の動画が見れるようになって
おります。
開会～閉会すべての閲覧項目にチェックを入れると出
席送信ボタンが出るようになっております。
今後は、閲覧項目だけでなく内容に対してのコメント
などを入れるような出席方法の改善を進めています。
 続いてメークアップの方法をご説明させて頂きます。
メークアップに必要なものは、ご自身の会員ＩＤとク
ラブＩＤが必要になります。
まず、左上にありますマークアップをクリックしてい
ただきます。
その後例会欄の会員ＩＤ・会員名・クラブＩＤ・クラ
ブ名を入力して頂き、閲覧ボタンをクリックしていた
だきます。
再度、右上のログインボタンよりＩＤとパスワードを
入力し例会に参加いたします。 例会を開会から閉会ま
で閲覧していただきましたら、下の段のメークアップ
に移ります。
メークアップフォームをこのように入力して頂き例会
についての感想を 100 文字以上で入力をしていただ
きます。
感想入力欄の下に入力されている文字数が表示されて
いるので参考にしてください。
入力がおわりましたら、下の手数料決済をクリックし
てください。

メークアップの入力確認画面が出てきますので、ＯＫ
をクリックしてください。
決済への確認画面が出てきますので、ＯＫをクリック
してください。
ペイパルの決済画面へ移り、支払方法を選択して頂き
ます。
ペイパルのアカウントの登録をしていただきますと、
次回からのメークアップの決済がスムーズに行うこと
ができます。
クレジットカードへ都度お支払いを頂く場合は、カー
ド情報などをすべて入力し、
すべての入力が終わりましたら「続行」ボタンをクリッ
クしてください。
支払確認画面がでましたら、お客様情報などを確認し
て頂き「同意して続行」ボタンをクリックしてくださ
い。
ホームページに再度戻り、確認の上「支払を確定する」
をクリックしてください。
完了いたしますと、頂きましたメールアドレスへメー
クアップ証明書が贈られます。
こちらの証明書を印刷して頂き、各クラブ事務局へ提
出をしていただきメークアップが終了となります。
以上で、例会方法とメークアップ方法の説明になりま
す。

これから各委員会を中心とし、より多くの方にメーク
アップとかながわ２７８０ロータリーＥクラブを知っ
ていただくため、
ホームページの内容を充実させていきます。
是非、Ｅクラブへメークアップをしていただければ幸
いです。
今後とも、諸先輩方からのご指導を頂きながら、前向
きに夢に向かって全員で進んでいきます。
ご清聴ありがとうございました。
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