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1. 真実かどうか
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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

本日の例会

次回の例会

第1803回例会 令和 3 年 4 月12日
今週の歌 「明日があるさ」
卓
話 「会員対談」

榎原 一滋 会員

聞き手 橋本 幸治 会員

第1804回例会 令和 3 年 4 月19日
今週の歌 「上を向いて歩こう」
卓
話 「会員対談」

橋本 徹也 パスト会長

聞き手 橋本 幸治 会員

※前号№1802週報訂正：お誕生日のお祝い 4 月欄の会
員夫人に塚脇会員夫人と記載がございますが、12月
が正しいお誕生日月です。訂正してお詫び申し上げ
ます。

由上会長

皆さん、こんばんは
念ですね。
スクリーンが有りますので近い内に、楽しい画像や
動画を写すようにします。
皆さんからも画像や動画を提供して下さい。
今日は山下委員長のホームページについて卓話があ
ります。
コロナ禍の中、通常例会がままなりませんのでホー
ムページの活用を宜しくお願いします。
今日は先週予定していた献血の話をさせていただき
ます。

と言う具合に個別管理されています。
もし、AさんがHIVやコロナに感染しているこ
２ ．新型コロナについては内容がよく分かっていな
いのでコロナになった経験のある方は勿論、ワ
クチンを接種した人も献血を受付しません。
高齢者のワクチン接種後、一般の方にワクチン
が打たれます。そうするとワクチンを接種され
た方は献血できません。ワクチンの状況が分
かってくれば献血採取を再開するでしょうが当
面は禁止です。
このようにワクチンにより献血活動にも影響が出て
来ることを知っておいて下さい。
又、今の時期は大学構内にて献血が実施されるので

日赤は、

すが学生数が少なく、影響を受けているとのことです。

○感染防止のため
１ ．予約制、バス内での待ちを禁止
一人ずつ消毒

３ ．体温測定、マスク義務付け
○献血者の除外
１ ．熱のある方や少しでもコロナ感染の可能性のあ
る方

○日赤の最近の対応

とが分かればZさんへ対応するとのことです。

本来なら今日は春の家族移動例会だったのですが残

２ ．ベッドの消毒

３ ．ワクチンを打った方
１ ．数年前からAさんの献血がZさんに提供された

前回の記録
会長挨拶

２ ．コロナになった方

こういう状況ですので、ご子息や社員の方に献血の
要請をして下さい。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

清水（良）
委員長

本日のお客様はいらっしゃいません。会員で例会を
ゆっくり楽しんで下さい。

幹事報告
◇ 3 月29日

木田幹事

・脳の体操（2020年 7 月 6 日実施）
①片手の真ん中の指三本立てる。もう片手を両端の親

理事会報告

①4 月度第一例会（ 4 月 5 日）
【1802回】の卓話内
容が、当クラブのホームページ作成にご尽力いた
だいた山下会員からの卓話になり、使い方等をお
話しいただくことになりました。
②国 際奉仕委員会事業報告として、ナコンパノム
RCとコロンボセントラルRCの両方へ当クラブか
らの寄贈プロジェクトについて報告があり審議を

指・小指二本立てる。交互に左右の手の指を変える。
②両掌を組んで握る。右親指が上か下か、どちらか組
みやすい方を組んで、次に親指の上下を変えて組み
直し、それを繰り返す。
③腕を組む。自分の組みやすい方に組んで、次に腕を
上下に組み替え、普段組まない方に組んで、それを
繰り返す。

諮り全員賛成で可決しました。
③木下会員職業分類変更として（ 8 － 5
術

歯科系医

口腔衛生医）となりました。

④吹田フェスタ2021

令和 3 年 9 月 5 日の協賛金に

ついて￥10,000を寄付することとなりました。
◇本日欠席の長屋職業担当理事に代わりましての報告
です。
クラブホームページの「私の職業タウンページ」に
記載する内容についてレターボックスに記載要領を
入れておりますので、訂正のある方は、訂正した内
容を記入し、事務局へ提出ください。
タウンページに掲載のないメンバーにおいても、同
様に記入し事務局へ提出ください。

ニコニコ箱
●田中会員

塚脇SAA

ズーム例会に参加しました。コロナに負

けず頑張りましょう。
●河邊会員

結婚記念お祝ありがとうご座居ました。

●本田会員

結婚お祝お花ありがとうございます。

●清水（大）会員

2 週連続欠席のおわび。メーキャッ

プは終わりました。
●橋本（幸）会員

出席報告
●会

員

数

出席会員数
●来

客

出席委員会

村井委員長

45名
39名（内Web参加 3 名）
0名

本日の出席率

92.86％

● 3 月29日の出席率（メーキャップ含む）100％

プレイバック軽体操

清水
（大）
会員

新年度です。息子が当社に入社しま

した。
●清水（良）会員

誕生日のお祝い、ありがとうござい

ます。47才になります。
●坂本会員

新年度始まりました。マンボウも大変で

すが、皆様ご健康で過ごして下さい。
●塚脇会員

山下会員、HPリニューアル大変お疲れ

様でした。

最近コロナの影響もあり軽体操が出来ていないの

本日のニコニコ箱

31,000円

で、皆様お忘れになられてるかと思いますので、過去

累計のニコニコ箱

725,000円

に行った軽体操記事をプレイバック致します。

累計ニコニコB

2,000円







ご結婚のお祝い
梶山会員ご夫妻
本田会員ご夫妻
清水
（大）
会員ご夫妻

4月

これをもとに新年度の方針、計画、予算を次の通り
としました。

橋本（徹）会員ご夫妻
塚脇会員ご夫妻
木田会員ご夫妻

（新年度の方針）
・後世のメンバーを意識し、わかりやすく使いやすい
記録整理を行う。
・ホームページをリニューアルし、会員間のコミュニ



卓

ケーションツールとしての機能を高めるとともに

話

ペーパーレス化を図ることで地球環境に配慮する。

ホームページリニューアルしました
記録・IT委員会/HP立上準備委員会


山下

幸之 会員

（計画）
・画像を中心とした過去の記録を誰が見てもわかりや
すいように整理、その上で今年度の記録を加えてい
く。
・写真を多用し見たくなるHPにリニューアルする。
・スマートフォンでも見やすいHPにリニューアルす
る。
・HPに掲示板機能を持たせ会員同士のコミュニケー
ションツールとして活用する。
・各種出席確認をHP上で行いペーパーレス化を図る。
・HPを積極的に会員内外に周知、広報に繋げる。
（予算）
1,618,000円

会員の皆様にはホームページリニューアルの完成と
マニュアルをメールでお送りしていますが、本日改め
てご説明します。
先ず、ホームページリニューアルにあたり昨年度
「クラブビジョン作成及びクラブ運営改善の為の会員
アンケート」の結果を反映させました。
内容については次の通りです。
・新しいものへの変更してもよい時期だと思う。
・古い内容や写真が変更されずに使われている。常に
更新が必要だが、誰がやるのかということになると
なかなか困難だと思う。

内訳：リニューアル制作費1,438,000円

ナンス・サーバー利用料180,000円（12か月分）
リニューアルのポイントは以下の通りです。
〇デザイン
・写真を多用し視覚的に伝わりやすい内容とした。
・トップページに40周年記念事業として採択したクラ
ブビジョン「The Friendship by The Service the
Community and International」を掲載。
〇新掲載
・40周年記念事業として作成した年表を「クラブ概
要」ページに掲載。

・やや見づらい古いサイトが残っている。

〇新機能（会員専用ページ）

・セキュリティはしっかりしつつ、会員の投稿がやり

・イベント出欠確認

やすいようにすればよい。
・事業の経緯をすべてのせる。
・良い事業があればトップページでみれるよう。
・リニューアルしてもよいかと思う。トップページで
印象が決まります。
・例 会の出欠や行事参加申込をホームページ上で行
い、見るというより使う習慣をつければ良いと思う。

保守メンテ

例会や各種催事の出欠確認をホームページ上で可能
にした。
・画像共有
ス マートフォン等で撮影した写真を誰でも簡単に
アップロード（ダウンロード）可能にし、後世に残
しやすいよう記録性を高めた。YouTubeとリンク
させた動画のアーカイブも可能。

ロータリーは機会の扉を開く
・掲示板

会員専用ページは旧ホームページと同じID/PWと

会員への連絡や会員同士の書き込みを可能にした。

なっています。「イベント出欠確認」
「画像共有」
「掲示
板」の 3 つの新機能が追加されています。

旧ホームページは非公開のサイトとして会員誰でも
閲覧できるように残しています。

イベント出欠確認では例会の出席や家族例会等の行
事の出欠を入力できるようになっています。会員は自

約15万円予算よりも安く作成することができました。

分の名前の欄に、出席か欠席か、出席の場合の人数を

ここからは実際にホームページを見ながら説明しま

入力することができます。全員の出欠確認、参加人数

す。

はCSV機能を使ってエクセルファイルに書き出すこ

トップページの 4 枚の写真は自動的にオーバーラッ

とができるので便利です。

プして切り替わっていきますが、今後行われる行事の

画像共有は写真の登録（アップロード）や閲覧（ダ

写真に入れ替えることができます。作業費は業者のメ

ウンロード、複製）ができるようになっています。登

ンテナンス費用に含まれています。トップページには

録の際は撮影日や委員会名、イベント内容を記載して

40周年のクラブビジョンを文字で掲載しています。

ください。検索するときに楽になります。これまで各

各ページには写真をたくさん使用し、文字だけの

会員が撮影した写真が一元化できず、どこにあるのか

ページにならないよう工夫しています。クラブ概要の

わからない状態でしたが、今後は撮影した写真はホー

ページには40周年で作成した年表が掲載されていま

ムページ上で保存してください。後世への貴重な記録

す。今後行われる行事も追加していきます。運営方針

となりますので、皆様のご協力をお願いします。

（会長の言葉）
、年間予定、運営組織の各ページは年度
ごとに更新していきます。

最後に掲示板ですが、会員間の連絡用にメッセージ
が書き込め、返事やコメントを返すこともできます。

会員専用ページの説明です。

全会員が閲覧できることを前提に利用してください。



エドヒガン桜再植樹報告

井伊パスト会長

片山ポケットパークに移植された記念樹の「エドヒ
ガン」が開花致しました。 4 月 4 日が雨天でしたの
で、花が散る可能性がありましたので 4 月 3 日現在の
写真です。 5 RCの皆様方に写真と共にご報告致しま
す。

