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2022-2023 国際ロータリーのテーマ

IMAGINE
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2022-2023 RI会長
ジェニファー E.
ジョーンズ

＜カナダ（オンタリオ州）＞

■ 点　鐘 12：30

平澤理会長■ 会長談話
　もうすぐ2月11日「建国記念の日」です。私の誕生日でもあります。
　「建国記念の日」は、日本の始まりを祝うための日です。世界を見渡すと、なにを
もって「建国」とみなすかは、国によって様々です。日本では建国の日が明確になっ
ていないため、紀元前から伝わる神話をもとにして「建国記念の日」が定められてい
ます。かつては、「紀元節」と呼ばれた祝日で、「日本書紀」が初代天皇として伝え

る神武天皇の即位日を1873年（明治6年）に新暦で表したのが2月11日です。「紀元節」は戦後いったん廃

止されたものの、1966年に国民の祝日「建国記念日」として復活し、現在に至っています。
　さて、先日信毎のPR版に、「ふつうって何ですか？発達障害と社会」という見出しで、長期連載される
という記事がありました。少し紹介したいと思います。
　子どもの頃から対人関係が苦手、特定の物事へのこだわりが強い、勉強や仕事に集中できない。こうした
特性をもち、「発達障害」と診断される人が急増しているそうです。「自閉症」「多動症」「学習障害」の
三つが主な診断名で、広く知られるようになったものの、増加の原因はよく分かっていない様です。
　医師は、受診者の特性を把握すると同時に、周囲の人とのトラブルなど社会生活上の支障を見て診断する
そうです。「社会生活上の支障」とは「生きづらさ」のことで、それは、いじめ・不登校・ひきこもり・自
殺にもつながっています。
　私たちは、発達の特性が原因で苦手なこと、「ふつう」にできないことが、生きづらさに直結する社会に
生きているといっても良いでしょう。
　私は、中学の担任をしていた時に、多動症の子を受け持ったことがあります。高校に入ると、次第に落ち
着き、他の生徒と変わりなくなっていきました。要は、その子との接し方だと思っています。

■ 慶　祝

2月誕生祝い（お名前のみ紹介し、祝品は後日お渡し致します）
　・田中洋会員　・平澤理会員　・角田泰隆会員　・原一馬会員　・宮原英幸会員
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■ 委員会報告
・1月29日（日）RLIパートⅢの報告　　　市川修次会員

　RLI パートⅢが 1月 29 日に塩尻市市民交流センター（えんぱーく）において行われ、
何となく今までの 2回と比較して出席者が少なくなった印象でしたが、出席してまい
りました。今回のパートⅢでは顔なじみも増えまして「和気あいあい」とした雰囲気
で研修が行われました。いくつかのテーマに沿って討議が行われましたが、特に「出
席しない会員について出席を催促する」というテーマでは、「例会に出席しなくても会

費を払ってでもそれぞれ何らかのメリットがあってロータリーに入っているのであるから、それを敢えて否
定する事はどうか」というような意見に集約され、昔ながらのロータリーの考え方が変化しているように感
じました。3回行われたRLI を通して感じた事は、出席者は入会 10年未満で次期会長・幹事という方が多く、
自クラブの問題意識をそれぞれ抱えており、ロータリーの在り方もこれから変化していくだろうと感じまし
た。3月 26 日には「卒業コース」が行われますので、出席して完了したいと思っています。

・2月5日（日）4グループ合同 ポリオ説明会の報告　　　市川修次会長エレクト
　2月 5日午後 2時より「北信第一第二、中信第一、上伊那、4地区合同のポリオ説明会」がオンラインで
行われ、池田次期ガバナー補佐、宮下次期幹事、宮澤次期財団委員長と私４名で出席致しました。
　最初に折井ガバナーエレクトより「RI 会長方針と END POLIO NOW」と題して基本方針等の話がありま
した。その中で強調していたのが、『2023-24 年は、ロータリーが目指す「2026 年ポリオ根絶」する為の「最
後の３年間の最初の年」であり 2600 地区全体でポリオ根絶をひとつの形にしたい』と話があり、ポリオ撲
滅への奉仕活動を行う事で①公共イメージの向上、②広がりある参加者の基盤強化、③会員増強、④他団体と
の協調による適応力の強化を行っていきたい等の話がありました。
　続いて渡辺次期地区幹事より「折井年度の END POLIO NOW」、又、小林次期財団セレクタリーより「R
財団の申請について」の説明がありました。
　渡辺地区幹事からは、①古着 deワクチン　②Tシャツを作る　③ポスターを作る、この三点を行いたい旨
の話があり、特に強調した事は「古着 deワクチン」については賛同する複数のクラブが集まって行って頂
きたい、複数のクラブが集まって行う事で大きなインパクトを与える事が出来、ロータリーのイメージ向上
に大きく寄与する事を強調しておりました。又、この事業では地区補助金を割増するので地区補助金を使っ
て行って頂きたい旨の話があり「参加する、しないはクラブの判断」との事でした。「古着 deワクチン」を

行う日は POLIO-DAYの 10 月 22 日で、中信第一第二、東信第一、下伊那グループは行う事で決定しており、
諏訪グループは行わない事で決定しているとの事でした。
　地区補助金事業については当クラブでは「ますみが丘への植林事業」を行いたい旨、1月 24 日の例会で
宮澤次期財団委員長より話があり、その方向で進めてまいりました。
　説明会の中で渡辺次期地区幹事も自ら話をしていましたが、今からでは地区補助金の申請期限が 3月 10
日に迫っており、時間的に厳しい旨話がありました。他のクラブも何かしらの地区補助金事業を行う事を進
めていると思いますし、「古着 deワクチン」をどのように行うのか、会場やその規模等全く解からない中で
他の計画している事業との調整もあり、非常に悩ましい思いで終了した説明会でした。
　上伊那グループでは来週 13日に会長が集まって協議するようになっており、当クラブでは今週 9日に平
澤会長と宮下次期幹事、宮澤次期財団委員長、池田次期ガバナー補佐と私で協議する事となっています。

次頁へ続く



・1月29日（日）RLIパートⅢの報告　　　市川修次会員
　RLI パートⅢが 1月 29 日に塩尻市市民交流センター（えんぱーく）において行われ、
何となく今までの 2回と比較して出席者が少なくなった印象でしたが、出席してまい
りました。今回のパートⅢでは顔なじみも増えまして「和気あいあい」とした雰囲気
で研修が行われました。いくつかのテーマに沿って討議が行われましたが、特に「出
席しない会員について出席を催促する」というテーマでは、「例会に出席しなくても会

費を払ってでもそれぞれ何らかのメリットがあってロータリーに入っているのであるから、それを敢えて否
定する事はどうか」というような意見に集約され、昔ながらのロータリーの考え方が変化しているように感
じました。3回行われたRLI を通して感じた事は、出席者は入会 10年未満で次期会長・幹事という方が多く、
自クラブの問題意識をそれぞれ抱えており、ロータリーの在り方もこれから変化していくだろうと感じまし
た。3月 26 日には「卒業コース」が行われますので、出席して完了したいと思っています。

・2月5日（日）4グループ合同 ポリオ説明会の報告　　　市川修次会長エレクト
　2月 5日午後 2時より「北信第一第二、中信第一、上伊那、4地区合同のポリオ説明会」がオンラインで
行われ、池田次期ガバナー補佐、宮下次期幹事、宮澤次期財団委員長と私４名で出席致しました。
　最初に折井ガバナーエレクトより「RI 会長方針と END POLIO NOW」と題して基本方針等の話がありま
した。その中で強調していたのが、『2023-24 年は、ロータリーが目指す「2026 年ポリオ根絶」する為の「最
後の３年間の最初の年」であり 2600 地区全体でポリオ根絶をひとつの形にしたい』と話があり、ポリオ撲
滅への奉仕活動を行う事で①公共イメージの向上、②広がりある参加者の基盤強化、③会員増強、④他団体と
の協調による適応力の強化を行っていきたい等の話がありました。
　続いて渡辺次期地区幹事より「折井年度の END POLIO NOW」、又、小林次期財団セレクタリーより「R
財団の申請について」の説明がありました。
　渡辺地区幹事からは、①古着 deワクチン　②Tシャツを作る　③ポスターを作る、この三点を行いたい旨
の話があり、特に強調した事は「古着 deワクチン」については賛同する複数のクラブが集まって行って頂
きたい、複数のクラブが集まって行う事で大きなインパクトを与える事が出来、ロータリーのイメージ向上
に大きく寄与する事を強調しておりました。又、この事業では地区補助金を割増するので地区補助金を使っ
て行って頂きたい旨の話があり「参加する、しないはクラブの判断」との事でした。「古着 deワクチン」を

行う日は POLIO-DAYの 10 月 22 日で、中信第一第二、東信第一、下伊那グループは行う事で決定しており、
諏訪グループは行わない事で決定しているとの事でした。
　地区補助金事業については当クラブでは「ますみが丘への植林事業」を行いたい旨、1月 24 日の例会で
宮澤次期財団委員長より話があり、その方向で進めてまいりました。
　説明会の中で渡辺次期地区幹事も自ら話をしていましたが、今からでは地区補助金の申請期限が 3月 10
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・4月16日（日）～17日（月）分水RCとの合同親睦旅行の案内　　　田中洋友好委員
　さて、3年ぶりの開催となります今年度の分水ロータリークラブとの交流事業は「つ
ばめ桜祭り” おいらん道中の観覧”」を計画いたしました。分水ロータリークラブの皆
様と一緒に、観光・懇親会などで親睦を深め 2日間の楽しい旅となりますよう、多く
の皆様のご参加をお願いいたします。

みんなで行こう!  分水桜祭り

日　程　令和 5年 4月 16 日（日）～17日（月）
　　　　4／ 16（日）
　　　　　12：30　友好桜の見学（分水公民館に植樹の高遠小彼岸桜）
　　　　　 　　　　分水小川屋にて昼食
　　　　　14：00　大河津桜並木にて観覧（雨天の場合分水総合体育館にて観覧）
　　　　　15：00　信濃川大河津資料館視察見学
　　　　　16：00　寺泊　住吉屋（宿泊）
　　　　　18：30　伊那中央RCと分水 RC合同懇親会

　　　　4／ 17（月）
　　　　　　　　 　海産物土産の買い物

旅行先　新潟県燕市　寺泊　住吉屋（宿泊）

費　用　約 30,000 円（参加人数により変動いたします）



会員数47名　　　出席免除会員5名　　　長欠会員1名　　　本日出席率100％　　　
前回出席率　修正なし

■ 出席報告

■ ニコニコボックス

◆平澤理

◆杉本德治

◆田中真人

◆井上修

◆加藤篤

分水 RC 合同親睦旅行の案内が田中洋友好委員よりありました。多くの会員の参加を望み
ます。
本日のクラブフォーラム「デジタル化委員会」小椋委員長お話よろしくお願い致します。
2 月に入り寒暖の差はありますが、日中は暖かく春を感じられます。朝晩はまだまだ寒く
体調管理には気をつけてください。コロナもここにきて減少傾向が続いております。次回
からは、コロナ対策を行い通常例会で開催します。
本日、小椋委員長による「デジタル化推進について」のクラブフォーラムがあります。よ
ろしくお願い致します。
小椋委員長、本日のクラブフォーラムよろしくお願いします。
次週から通常例会になります。多くの会員のご参加をよろしくお願いします。
昨日、千葉の浦安倫理法人会のモーニングセミナーで講話をさせて頂きました。寒天の宣
伝とかんてんぱぱガーデンへのお誘いが主たる目的です。いろんな事が日本一の法人会の
ようで出席者は 150 人。熱気でムンムンでした。驚いたのは、各地の倫理法人会から参加
されていたのですが、富山県の二人が、昨日、直ぐにかんてんぱぱガーデンに来られたとか。
いやー嬉しかったですね。
2月1日より南箕輪村の監査委員を務めることになりました。生まれ育った地元への恩返し
のつもりで引き受けましたが、反面、会議等も多く、ロータリークラブへの参加が少なく
なりそうで残念です。

　既に 5 月から新型コロナについては 5 類への移行が検討されており、今後 Web 開催などは徐々に少なく
なっていくと思われます。また、アンケートなどにより会員の機器等については参加の障害に直接つながっ
ていないと思われますので、今後Web開催については個別に対応をしていきたいと思います。
　そこで、今後のクラブにおけるデジタル化推進について今日はお話させていただきたいと思います。
　既に箕輪など一部クラブではチャットサービスなどを取り入れ会員のコミュニケーションをサポートして
いると聞きます。そこで今日 LINEWORKS を紹介させていただきます。LINEWORKS は無料でできる範囲

「デジタル化推進委員会」　小椋文成デジタル化推進委員長■ クラブフォーラム
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デジタル化推進について
・今後のデジタル化についてお話をさせて頂きます。
　すぐにどうするということではなく、他でも少し取り入れている要
素をお話しますので、今後検討いただければと思います。
・チャットサービスについては、便利ですがルールを明確にしないと
負担を感じる人が多くなると思います。
・カレンダーなどの機能は全体スケジュールの確認などに役に立つと
思います。

が広く、また登録された方のみに範囲を限定するなど機能面も充実しています。今後はチャット機能を使い
会員全体また各組織単位でのコミュニケーションを取りやすくしていけたらと考えます。スケジュールなど
も全体や組織単位で管理できます。そして出席報告なども通常の LINE ですと既読数の管理までしかできま
せんが、個人単位での既読確認も行えますので、手間が少なくなると思います。
　今後皆さんに詳しく説明をさせて頂き、皆さんの同意を得ることができれば導入を検討すればいいと思い
ますし、そうでない場合に無理やり進めていくことはしませんので、ぜひご検討ください。個別に説明が必
要な方には情報提供をさせて頂きます。
よろしくお願いします。



LINE WORKSなら、お仕事に 
必要な機能が１つのアプリに！ 

 

　 

トーク Drive アドレス帳 メール 

掲示板 カレンダー アンケート タスク管理 

次回例会
2月 14 日（火）　点鐘／ 12:30　　場所／海老屋料理店
・クラブフォーラム「職業・社会奉仕委員会」卓話

■ 点　鐘 13：15

　既に 5 月から新型コロナについては 5 類への移行が検討されており、今後 Web 開催などは徐々に少なく
なっていくと思われます。また、アンケートなどにより会員の機器等については参加の障害に直接つながっ
ていないと思われますので、今後Web開催については個別に対応をしていきたいと思います。
　そこで、今後のクラブにおけるデジタル化推進について今日はお話させていただきたいと思います。
　既に箕輪など一部クラブではチャットサービスなどを取り入れ会員のコミュニケーションをサポートして
いると聞きます。そこで今日 LINEWORKS を紹介させていただきます。LINEWORKS は無料でできる範囲

杉本德治幹事■ 理事会報告
１．2 月の行事予定並びにメイクアップ扱いについて
２．その他

・必要な情報を手軽に確認したい 
 
・電話・メールのやり取りが多く手が回らない 

•!伝言ゲームのような情報共有が多く伝言ミスが多い 

•!事務所に戻って作業する時間を減らしたい 

LINE WORKSとLINEの違い 
 

トーク、タイムリーかつ
正確な情報共有

• ファイルの送受信も簡単
• 既読/未読者の確認可能
•ノートやフォルダを使えば情報
の振り返りも簡単

外部連携、多職種連携を
サポートする豊富な機能

• LINE WORKSアカウント同
士でノートやフォルダ、カレン
ダーを作成可能
•無料通話/ビデオ通話/画面共
有も可能

アンケート・検温チェックや
緊急時の安否確認にも

•日程調整や安否確認などテンプ
レート多数
•LINEユーザーやLINEWORKS
同士でも実施可能
• 結果はグラフで自動集計

カレンダー、メンバーや設備の
空き状況も一目でわかる

•個人/チーム/任意グループ単
位で予定管理
• 設備や備品の予約
管理も簡単

が広く、また登録された方のみに範囲を限定するなど機能面も充実しています。今後はチャット機能を使い
会員全体また各組織単位でのコミュニケーションを取りやすくしていけたらと考えます。スケジュールなど
も全体や組織単位で管理できます。そして出席報告なども通常の LINE ですと既読数の管理までしかできま
せんが、個人単位での既読確認も行えますので、手間が少なくなると思います。
　今後皆さんに詳しく説明をさせて頂き、皆さんの同意を得ることができれば導入を検討すればいいと思い
ますし、そうでない場合に無理やり進めていくことはしませんので、ぜひご検討ください。個別に説明が必
要な方には情報提供をさせて頂きます。
よろしくお願いします。


