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２０２１-２２年度 シェカール・メータ ＲＩ会長 

 

例会予定     ４月１３日 休会     

           ４月２０日 外部卓話  静岡大学名誉教授 小和田哲男様 

 

 

VOL.５９  Ｎｏ．１２ （通算Ｎｏ．2659） 

 

２０２２年４月６日（水）  例会プログラム           

点     鐘 

君が代・ロータリーソング 

ビジター紹介 

出 席 報 告 

ＳＡＡ報告 

諸 報 告  

幹 事 報 告 

会 長 挨 拶 

会 員 卓 話   笹生安孝会員・石塚 徹会員 

                                    写真提供：河合恒芳会員 

                                                                                                                                                        

２０２１－２０２２年度      会  長  倉 持 功 典       幹  事  鈴 木 茂 徳 

創立 １９６３年９月２５日 

≪例会場・例会日≫                        ≪事務所≫ 

〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町 2790         〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町 3386 

常陽銀行水海道支店内 3 階                             釜久ビル 3 階 

毎週 水曜日 12：30～13：30 �����0297-22-1251        ℡ 0297-30-0875    Fax 0297-30-0876 

                                              Email mitsu-rc@lapis.plala.or.jp 

                                                       URL http://www.mitsukaido~rc.jp/ 

水海道ロータリークラブ 

mailto:mitsu-rc@lapis.plala.or.jp
http://www.mitsukaido%7Erc.jp/
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例会報告    VOL.５９ No.１１ (No.2658) ３月２３日(水)晴れ (司会 齋藤政博委員長) 

  本例会での主な事項 

◎会長あいさつ              ◎会員卓話  齋藤政博会員 

          ハイブリット例会に向けての準備の説明 

 

入会式 

笹生安孝氏 

 
右も左もわからないところが多いですが、 

頑張ってやっていきます。              

石塚 徹氏 

           倉持功典会長   石塚 徹会員   笹生安孝会員 

 

 

 

 

 

水海道ロータリークラブに入会させて頂きました。 

今後とも宜しくお願いします。 

 

ビジター  

 株式会社フォーエバーシステム代表取締役社長寺田浩易様 

 

幹事報告   鈴木茂徳幹事 

週   報  なし 

例会変更  なし 

理事・役員会報告 

１． ４月の例会予定・・・４月６日、４月２０日 

２． ハイブリッド例会ルールの素案作りをする 

３． ウクライナ義援金・・・一人１,０００円(地区よりの要請) 

４． 千姫祭り協賛金・・・・５０,０００円 

                  ・・・・・・承認されました・・・・・ 

 

桑名佳明会員転勤の挨拶 

水海道ロータリークラブで２年９カ月お世話になりました。小山支店へ転勤となります。ロータリアンとしては

若輩者でしたが、銀行員としては２回目の水海道の地でした。水海道ロータリークラブが益々発展すること

を祈念致します。ありがとうございました。 
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地区大会委嘱状 

 

石井康弘会員・・・地区大会 選挙委員会 委員 

 

諸報告 

雑誌委員会  熊谷 昇委員長 

ロータリーの友２月号のご案内 

横組み   P7～  特集 平和構築と紛争予防月間 青少年交換は未来平和へのギフト 

縦組み  P13   卓話の泉  パワハラに注意! 

ロータリーの友３月号のご案内 

横組み   P16～  夢をつなぐ ジェニファー・ジョーンズ会長エレクトが描く、多様で活気あふれる未来の

ロータリー 

縦組み  P4    語り継ぐ震災 今、あなたと共に 

ご一読いただければと思います。 

 

会長挨拶   倉持功典会長    

皆さん、こんにちは。 

1 月 19 日以来の例会となります。よくぞご無事で出席していただきました。ほん

とうにうれしい限りです。 

また、笹生 安孝会員、石塚 徹会員、ご入会おめでとうございます。会員一同歓迎

申し上げます。ロータリーの第一歩は例会への参加だと思います。人間力を磨き

上げている方たちと交流することにより、さらにお互いの研鑽を行うことができること

と思います。 

また、コロウイルス感染症の影響で、このところ親睦を図る事業をなかなか実施することができないでおりま

すが、できる限り交流を図りたいと思っておりますので、ぜひロータリーを楽しんでください。委員会はお二

人とも、SAA となります。よろしくお願いします。ご活躍を期待しております。 

 本日は、米山奨学生の王さんがお見えになるはずでしたが、発熱したとのことで来られなくなりました。風

邪であってほしいと願っております。 

 さて、本日のプログラムであります、ハイブリッド例会に向けての準備の説明に、株式会社 フォーエバー

システムの寺田様にお越しいただきました。お忙しい中、ありがとうございます。寺田様とは何度も打合せを

して、2 度、ズームテストをしていただきました。今度は、ズームで例会に参加するにはどのようにしたらいい

のか、何が必要なのか。不明な点を解決していきたいと思います。寺田様、よろしくお願いいたします。 
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クラブ協議会   古矢 満会長エレクト 

２０２２－２０２３年度 組織表(案)について  別紙の通り 

               ・・・拍手で承認・・・・   ありがとうございました。 

 

会員卓話   齋藤政博会員 

それではプログラムに入りたいと思います 

本日はダイゼングループ 株式会社フォーエバーシステム代表取締役社長寺田浩易様にお越しいただい

て ZOOM の活用方法の質疑応答などをしていただこうと思っています。 

それでは寺田様ご挨拶宜しくお願い致します 

 

…只今ご紹介に頂きました、株式会社フォーエバーシステムの寺田と申します。本日

はハイブリッド例会という形で ZOOM を上手に活用するために、皆さんがお持ちのス

マートホンにアプリをダウンロードするお手伝いをするということでお邪魔させて頂き

ました。 

 

 

ZOOM というアプリを使ってハイブリット例会を開催します。 

ほかの地区でハイブリット例会を開催しているところを見ていないので手探りの開催にはなりますが会場に

きて参加しているそのままの雰囲気を出すのにはかなり大変だと思います 緊急事態の対策としては非常

に便利な機能ですし 今後は自由な選択肢の一つとして PC での参加も悪くはないのではないかと考えま

す。 

今回はプログラム委員会から説明させていただきますが 今後はハイブリット例会の開催をどの委員会が主

導するのか考えていただく必要もあると思います。 

 

アプリをインストールして使います 有料版もありますが 今回は無料の範囲で使用します 携帯で参加す

るときには データ通信料がかかります。  

インストールしてみましょう。 

音声トラブルが多いようです 新規ミーティングを開くと テストがあるのでやってみましょう。  

例会開催中は参加者が発言することはないのでマイクはミュート（オフ）でお願いします。 

例会に参加されるとこのような画面になります マイクマーク、ビデオマーク、斜線が入ってなければ（オン）

です。 

発言する参加者に聞こえてしまうので 連絡したいことがあれば チャットがあります。 

何度か練習も必要だと思いますが一つの手段として活用していければと思います。 

以上 ZOOM の説明とさせていただきます ありがとうございました。 

  

Zoom会議参加方法

iPhone編 1/2

1

①AppStoreからZoomをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ ②Zoomを起動 ③ミーティングに参加 ④ミーティング情報の入力

ミーティング ID
955 812 3531と入力

自分の名前を入力

Zoom会議参加方法

iPhone編 2/2

2

⑥ビデオ参加設定⑤ミーティングパスコードを入力

自分の顔です

相手の顔です

タップすると自身の音
声をON/OFFします

タップすると自身の映
像をON/OFFします

ミーティングパスコード
1688GE を入力
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出席報告   斎藤広巳委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出 席 率 

５０名 ３０名 ２０名 １名 １９名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス   小林聡司委員長          入金額  73,000 円   累計  1,102,000 円 

笹生さん、石塚さん、ご入会おめでとうございます。ロータリーを楽しんで下さい。  倉持会員 

久々の例会宜しくお願い致します。  鈴木(茂)会員 

久々の例会です。まん防も明けてこれからも宜しくお願いします。また、本日から新入会員として石塚君、

笹生君、ヨロシク!   古矢会員 

皆様大変ご無沙汰しております。また、石塚さん、笹生さん、ご入会おめでとうございます。今後とも宜しく

お願い致します。  石井会員 

孫二人が大学卒業致しました。  松坂会員 

皆様お元気ですか、コロナももう少しですね。例会が楽しいです!  北村(仁)会員 

新入会員のお二人、入会おめでとうございます。  瀬戸会員 

大変お久し振りです。元気で会合できる喜びをかみしめております。  北村(英)会員 

久し振りの例会、皆さんのお顔が見れてうれしいです。   青木(英)会員 

久し振りの例会です。皆さんにお会いできてうれしいです。  大塚会員 

皆様お久し振りです。まん防も終わり桜も咲き始め楽しい嬉しい時期となりました。コロナと戦争終結を願い

祈願の酒盛りでも静かにできればと願っています。皆様にとりまして今日が良い日になりますように。 

青木(正)会員 

笹生君、石塚君、入会おめでとうございます。クセのある先輩が多いですが、なるべく早くクラブにとけ込ん

で下さい。  武藤会員 

先週は腎臓結石で手術入院しました。皆様お体ご自愛下さい。  大澤会員 

笹生会員、石塚徹会員、入会おめでとうございます。そして、うちの寺田がお世話になります。  前島会員 

ご無沙汰しました。お変わりございませんか。また宜しくお願いします。  松崎会員 

Zoom会議参加方法

Android編 1/2

3

①PlayStore からZoomをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ ②Zoomを起動 ③ミーティングに参加 ④ミーティング情報の入力

ミーティング ID
955 812 3531と入力

自分の名前を入力

Zoom会議参加方法

Android編 2/2

4

⑥ビデオ参加設定⑤ミーティングパスコードを入力

自分の顔です

相手の顔です

タップすると自身の音
声をON/OFFします

タップすると自身の映
像をON/OFFします

ミーティングパスコード

1688GE を入力

Zoom会議参加方法

PC編 ブラウザから参加する1/2

5

1.以下URLをブラウザへ入力してください

https://us06web.zoom.us/j/9531961463?pwd=TzRCKzhXWlhpbDUrSmkwYVJXemlhQT09

①

②

③

日本語へ切り替え

Zoom会議参加方法

PC編 ブラウザから参加する2/2

6

３.下の画面になりましたら、参加いただいている状態です。２.「お名前」に名前を入力後、「参加」をクリック。

①

②

参加者のお名前です
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久々の例会、よろしくお願い申し上げます。石塚さん、笹生さん、ようこそ。  五木田会員 

皆様大変お久しぶりです。季節もすっかり春めいてきました。このままコロナが終息するのを願います。 

山中会員 

久しぶりの例会ですね。石塚さん、笹生さん、入会おめでとうございます。  熊谷会員 

久々の再会でうれしい限りです。引き続きご指導願います。  中嶋(利)会員 

笹生さん、石塚さん、入会おめでとうございます!  齋藤(政)会員 

久々の例会ですが、宜しくお願いします。石塚さん、笹生さん、入会おめでとうございます。 中山会員 

お久しぶりです。またよろしくお願いします。石塚さん、笹生さん、入会おめでとうございます。小林会員 

石塚徹様、笹生安孝様、入会おめでとうございます。  石塚(克)会員 

久しぶりの例会です。よろしくお願いします。  宮代会員 

小山支店へ転勤することになりました。大変お世話になりありがとうございました。  桑名会員 

 

会報委員会      河合恒芳委員長  中嶋利成副委員長 

 

 

 

２０２２－２０２３年度 ＲＩテーマ ジェニファー・ジョーンズＲＩ会長 


