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皆さん今晩は。今日３月

１１日は、東日本大震災が

発生してちょうど１０年に

なります。未曽有の大災害

で、亡くなられた方、被災さ

れた方も数多くいらっしゃ

います。 

地震による津波の影響で、

廃炉に追い込まれた福島第

一原子力発電所の作業は残念ながら先が見えていない

状況です。そしてこの１０年、日本は毎年のように、台

風による被害・異常気象による豪雨災害・そして地震に

よる被害も出ており、昨年からは新型コロナウイルス

感染拡大と、亡くなられた方も数多くいらっしゃり、日

本の経済にも大打撃を与えています。 

２０１１-２０１２年度の田代会長の時に 我がク

ラブでは東日本大震災の復興支援チャリティーバザー

や、「復興と支援」をテーマに、ＩＭ（インターシティ・

ミーティング）を開催致しました。ロータリーとして、

日本のこの色々な災害からの復興支援を考える必要が

あるのではないかと思います。 

話は変わりまして、今度の１３日はいよいよ決戦の

日です。１年に一度。東クラブと北クラブと３クラブ対

抗ゴルフであります。ここ数年我がクラブが勝ってお

りますが、私は、全然戦力になっておりません。他力本

願ですが、参加されるメンバーの方に頑張って頂き優

勝目指して頂きたいと思います。 

最後に、先週は井手委員長に、大事な会員増強のお話

をして頂きましたが、我がクラブは色んな同好会もあ

って充実しているとお話しされていましたが、もう一

つ、奥様方のコーラス・コスモスを忘れてはならないと

思います。我々会員は、奥様そして家族の理解があって、

色んな活動ができるのではないかと思います。そのコ

ーラスも少し平均年齢が上がってきておりますので、

コロナが終息してコスモスが再開した時には、若い会

員の奥様のご参加よろしくお願いします。 

 

 

 

１．例会変更・休会 
  ＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ 

  日時 ３月２３日（火）１８：３０～ 

     ホテルヨーロッパ レンブラントホール 

  休会：３月３０日（火）   

 
２．来信 
  ■ガバナー事務所 

  ・ＲＩ日本事務局「在宅勤務延長」のお知らせ 

  ・20-21 年度 地区大会の案内     

参加：クラブ会長・クラブ幹事 

その他会員：25％以上の登録 

当日：オンライン配信（YouTube） 

■ガバナー事務所 

・会長エレクト研修セミナー（PETS）プログラム  

３月１４日（日）ホテルニュー長崎 

■佐世保東南ロータリークラブ 

・市内８ＲＣ第 7 回会長幹事会議事録 

 

 

 

 

 

 

   1 月 1 日 馬場 貴博・恭子 ご夫妻 

   1 月 14 日 大久保 厚司・ゆりえ ご夫妻 

 

   ２月 ３日 岡  光正・晴美 ご夫妻 

２月 ９日 山口 裕之・和子 ご夫妻 

２月１４日 浅野 訓一・由美 ご夫妻 

２月２２日 岡田 文俊・順子 ご夫妻 

２月２９日 馬渡 圭一・恵梨 ご夫妻 

 

 

 

 

週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：吉野英樹、山口裕之、福田英彦、鶴田明敏 

西村浩輝、古川直記、岡田文俊、崎山信幸 

本日の出席率８５.４１％：会員数４９名・出席３３名・欠席５名・出席規定免除会員８名・ビジター０名 

前々回の出席２８名・出席規定免除会員７名 
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☆１月☆ 

昭和３３年 １月 １日 本田 実 君 

昭和４５年 １月 ４日 吉野 英樹 君  

昭和５１年 １月１０日 橋口 輝宗 君  

昭和３２年 １月１２日 浅野 訓一 君  

昭和３４年 １月２８日 崎山 信幸 君  

昭和２５年 １月３０日 竹本 慶三 君  

 

  ☆２月☆ 

昭和２７年 ２月 ３日 牛島 義亮 君 

昭和３８年 ２月 ８日  井手 陽一 君 

昭和３２年 ２月 ９日 平岩 義明 君 

昭和４６年 ２月 ９日 山口 裕之 君 

昭和２５年 ２月１０日 岡田 文俊 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕委員会 馬渡 圭一君 
３月２８日、伊佐の浦公園にて花見交流会を予定し

ております。コロナ対策をしっかりして準備をすすめ

ておりますので、皆様ご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

 

 

中央会 幹事 川島 千鶴君 
今度の土曜日３月１３日、スタートは１２時となっ

ております。お昼は事前に済ませて頂きたいので１１

時くらいにどうぞよろしくお願いいたします。参加費

は対抗戦分は会から出しますので中央会分の負担をお

願い致します。懇親会はありませんのでご了承くださ

い。 

 

 

 

１月１３日 市役所に 表面計測タレット型サーマル

カメラ ２ 台を寄贈  

佐世保市役所に来訪される方の安心・安全に寄与する

事を目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－例会にて佐世保市役所より感謝状を頂きました― 

 

 

 

 

 
池永 隆司会長・八重野 一洋副会長・宮﨑 正典幹事 

久しぶりの夜例会です。ご出席ただいた皆さまどう

もありがとうございます。３月１１日は、東日本大

震災からちょうど１０年ということで、自然災害に

どう備えるか、考える良い機会になったのではない

でしょうか。 

さて、本日はＺＯＯＭ会議の基礎知識という事で卓

話をいただきます。コロナ禍でのツールの一つとし

て活用されているものになりますが、少しでもお役

に立てばと思います。本日もどうぞ宜しくお願いし

ます。 

 

福田 英彦君 
保健所長の井上先生のご来訪を歓迎いたします。 

家内の父親が著した４０年前の単行本「ウイルスは

神の使いか」が今インターネット上で３万円で取引

されているとか。嘘か本当かわかりませんが嫁さん

もニコニコしていますのでニコニコします。織田五

二七（佐賀の鹿島の田舎医者でした） 

竹本 慶三君 
誕生日祝いありがとうございます。 

岡田 文俊君 
２月は７１歳の誕生日と４５回目の結婚記念日でし

た。クラブよりありがとうございました。自治会館

の建設となりわいのテナント募集と目を覚ましてテ

ンテコ舞です。 

牛島 義亮君 
今年の２月３日、古希の年齢、６９歳になりまし

た。現状は厳しく行動は制限され趣味のダイビング

も行けないし商売も苦戦しています。でもきっと春

はくるでしょうし、来年７０歳になるまでに体力を

整えて楽しい７０エイジに向けて頑張ります。 
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本田 実君 
１月の誕生日プレゼントありがとうございます。 

崎山 信幸君 
久しぶりのニコニコです。ありがとうございます。 

馬場 貴博君 
１月１日の結婚記念のお花ありがとうございまし

た。それと本日は佐世保市より感謝状を中央 RC に

頂き感謝します。 

井手 陽一君 
誕生日のお祝いありがとうございました。１年たつ

のがすごく早く感じています。今後共よろしくお願

いします。 

岡 光正君 
２月３日に結婚記念日で素敵なお花を頂きました。

ありがとうございました。 

田添 直記君 
先日、クレジットカードの不正使用の被害にあいま

した。手口は、カード番号、有効期限、セキュリテ

ィコードを適当に組み合わせるツールを使って、 

実在するカードを見つけだし、不正に買い物をする

というものでした。取引は６件程度行われていて、 

総額６０万円ほど買い物の記録がありました。ただ

し、１件目の取引のあと、カード会社のセキュリテ

ィロックが自動的にかかり、残り５件の取引は成立

していませんでした。結局、最終的な被害額は５万

５千円でした。カード情報が漏れていたわけではな

いとのことでしたが、明細表の確認は日ごろから行

ったほうが良いようです。ちなみに、取引明細表に

記載されていた取引先の会社名は英語表記でした

が、日本語に訳すと過激派という意味でした。何か

の組織の活動資金にでもなってしまったのでしょう

か。皆様もご注意ください。 

吉野 英樹君 
５１歳だと思います。誕生日プレゼントありがとう

ございます。 

山口 裕之君 
２月９日の結婚記念日と誕生日祝いありがとうござ

いました。 

有吉 中君 
誕生日にてにこにこします。コロナ防止も得意とし

ているのでいつでもご相談ください。 

橋口 輝宗君 
お誕生日のお祝いありがとうございました。１３日

は頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

馬渡 圭一君 
結婚記念日祝いありがとうございました。 

 

 

本日の合計    23,000円 

本年度の累計  537,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第５回クラブフォーラム◆ 
 
公共イメージ・会報委員会 

吉野 英樹 委員長 
 

公共イメージ会報委員会です。本

日の例会は川島会員による web 会

議サービス「zoom」についての勉強

会です。私も会議は膝を突き合わせ

てとの立場で、web 会議には否定的でした。しかし、昨

今の情勢では利用せざるを得ない。使ってみるとなか

なかのクオリティだと実感しました。アフターコロナ

下での経済環境は不明ですが、新しい技術に接してこ

そ、新しい経済活動への参加資格が与えられるのでは

ないでしょうか。  

 
 
川島 千鶴 君 
 

今日は、お仕事やプライベート

でも使える ZOOMの基本機能の使い

方をご説明致します。時間があま

りないので簡単な使い方だけお教

え致します。既に皆様には要覧に

出されているメールアドレスから本日お持ちなるノー

ト PCやタブレットや携帯に転送してとご案内しており

ましたが、ZOOM をダウンロードされて来られてアカウ

ントを取得されているので、ミーティング URL に本日

の IDやパスコードを入力されるとミーティングに入室

出来ます。まず ZOOM が立ち上がると起動画面が出てく

るので、スケジュールを押してミーティングを予約し

て、その招待から URL やミーティンクﾞ ID やパスコー

ドをコピーしてミーティングを開催します。右上の歯

車マークや自分の写真マークのアカウント設定のとこ

ろで様々な設定が出来ます。ここの設定次第でそのミ

ーティング機能を使えたり使えなかったりもするので

チェックしてみて下さい。また ZOOM は、数週間でどん

どんバージョンアップして行くので、常にミーティン

グを開く前に更新をして使用して下さい。 

ZOOM は、どこにいてもミーティングに参加出来るの

で、会議や例会や委員会等も時間短縮や交通費や会場

費の節約になるので、簡単で便利でいつでもどこでも

利用出来ます。100 名での会議が可能です。大規模な講

演会などはウェビナーを使います。 

一つ設定で、更に詳細という所を開くとウェブマイ設

定でより詳細設定が出来ます。データセンターは世界

中繋げますが、選択したくない要注意国はチェックを

外して下さい。 

PC で説明しますが、タブレットや携帯で見られると

機種によって表示が若干違います。・・・の詳細などに

隠れているので表示がないと思われたら詳細を開いて

下さい。 

まず画面の見え方です。右上に表示マークがありま
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す。 

ここをクリックするとスピーカービュー・ギャラリ

ービュー・全面表示があります。スピーカービューは、

講師やメインに話す方がクローズアップされ大きく映

ります。その横や上に参加者の顔が並んで見えます。ギ

ャラリービューは、参加者がパソコンだと 25 名、携帯

やタブレットだと 4 人映り、画面をスライドしていく

と皆さんの顔が見られます。 

次に下に表示されているコントロールバーを説明致

します。 

左のマイクマーク・・・音声の機能でクリックすると

ミュートが外れて話す事が出来たり、クリックしてミ

ュートをかけると話す声が消えます。 

その横のビデオマークは、映像機能です。通常ミーテ

ィングでは顔だしして名前表示をしますが、席を外す

時にクリックして斜線を入れると画面は表示されず名

前だけの表示になったり写真表示になります。 

すぐ横に山マークがあり、そこをクリックするとバ

ーチャル背景というのがあり、背景に写真表示をする

事が出来ます。通常 4 つ程入っていますがいろいろ写

真を取り込むと変えれます。事務所や自宅の風景を片

付けていないから見せたくないという時に便利です。

その上のカメラを選択すると PCの内臓カメラの他に外

付けカメラなど繋いでおくと手元や商品などを映すの

に選択で切り替えられます。 

次に参加者をクリックすると右横に参加者の名前が

表示されます。詳細をクリックすると名前表示を変え

られますからご自分の名前の後に携帯とか入れておく

と良いです。名前が IPAD とか iPhone とかになるとど

なたが参加しているかわからなくなるので、必ず名前

を入れて下さい。その他ホストを変わったり共同ホス

トでサポートも依頼出来ます。またそのミーティング

に参加して欲しい方を招待することも出来ます。 

次の画面の共有をクリックすると準備して見せたい

画面を選択して見せる事が出来ます。会議で使う資料

など選択して共有を押すと見せることが出来ます。 

次に投票とありますが、私は有料で PCでホストなので、

表示されていますが、皆様には表示されていないかと

思います。これはアンケートなどで皆さんに簡単に質

問したりしてすぐ集計が出来ます。 

次に吹き出しマークのチャット・・・これを押すとメ

ッセージを記入することでみんなで意見などコメント

を共有できます。大人数だとみんなが喋りだすとガチ

ャガチャなるので、このチャットで意見を発表出来ま

す。 

レコーディングは、そのミーティングの記録が出来

て議事録動画が作れます。 

あとブレイクアウトルームは、メインのミーティン

グの中で、小部屋が作られ人数を分けて小委員会的な

会議をすることが出来るので時間設定して指定時間で

ミーティングしてまたメインに戻る事が出来ます。 

取り敢えず最小限の使い方をご説明したので、会社の

パソコンなどで、社内やプライベートで楽しんでみて

下さい。解らない時はお気軽にお尋ねください。 

尚、ZOOM のサインアップは、メールアドレスを入力

して下さい。Facebook などから入ると関連付けになり、

Facebook が乗っ取られると被害を受けてしまうことも

あるので、関連付けからサインアップしないようにご 

自身のメールアドレスから入って下さい。 

今、皆さんは無料で入られていますが、3 人以上にな

ると 40 分で切れてしまうので、有料の「プロ」契約だ

と月に 2000 円のランチ代程度ですので、「プロ」契約に

すると 2 時間でも 3 時間でも利用できます。その次の

「ビジネス」契約だと 10 アカウントの登録で 2～30 万

になるので、大企業など部署が多くて利用される時に

契約するシステムなどで、個人で「プロ」契約をおすす

め致します。 

 

 

 

 

 ＳＡＡ：田添直記君 

次回例会/３月１８日１２：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


