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「My Rotary の登録について」
第 2530 地区 IT 委員会 IT チームリーダー
いわき勿来 RC 鈴木雅之氏

「会長の時間」

開会点鐘／国歌斉唱「君が
代」／ロータリーソング「我
等の生業」／「四つのテス
ト」唱和／お客様並びに来訪
ロータリアン紹介／昼食／ゲ
スト卓話／会長の時間／幹事
報告／各委員会報告／出席報
告／スマイルＢＯＸ報告／閉
会点鐘

会長 大谷 和年

先月 例会曜日を火曜日とすることを、2
月 27 日の理事会において決定し、会員の皆
さんにお知らせしました。会員の皆さんには
何かと、スケジュール調整等が必要になるか
と思いますが、是非ご理解を頂き例会への出
席をお願いします。
今、台湾の RI DISTRICT3490ROTARYCLUBof
SANCHUNG NORTH から交流の話が来ています。
2 月 27 日の理事会においても話を進めるとの
決議をしました。クラブにあった仕方で交流
が出来ればと思っております。先方のホーム
ページも見られますので、こちらのホームペ
ージも知らせましたところ、私の携帯にさっ
そく電話が来まして、先方の理事会でもお話
ししますとのことでした。先方のクラブに日

本人の会員がおられまして、話がスムーズに
いきます。事務所にそのクラブのバーナーが
ありましたので、一度我クラブと交流してい
るクラブです。
インターアクトクラブの設立（認定状伝達
式）は 5 月中旬を予定し、現在進めていると
ころです。3 月の理事会にて日程を決定する
予定でいます。今会員を募集しているところ
ですので、3 月中にはクラブの様相がわかる
と思います。
また 意見交換会で話し合われた、会員増
強及び廃品回収について委員長さんと対話を
していきたいと思っていますので、皆さんの
ご協力をお願いします。

「Mｙ Rotary の登録について」
第 2530 地区

IT 委員会 IT チームリーダー

鈴木雅之氏

本年度は平井ガバナーの方針に My Rotary の登録推進とク
ラブの IT 推進が含まれています。IT チームでは My Rotary
登録者の推進強化、クラブのサポートと強化、ロータリーの
公共イメージと認知度の向上の IT 活用による支援、地区メー
リングリストの活用と登録を進めています。各クラブには IT
推進担当者を決めています。

さて、My Rotary って何、登録すれば何ができるのと思って
いらっしゃる方が多いと思います。My Rotary の登録目標は
60％ですが、地区の平均は 49.3％、私が所属する勿来は
21.4％、南相馬は 48.3％です。もう少しで目標達成で
すね。
しかし、登録率が高いクラブも IT に精通している方が
他の会員の登録をしている状態で、実際に My Rotary
を活用して情報を取得している会員は少ないと思いま
す。登録率を高めることも大切ですが、自ら登録して
活用していただくことの方がもっと大事です。
My Rotary は「私のロータリー」。国際ロータリー
のウェブサイトではなく、ロータリアン各個人のホー
ムページです。My Rotary の中にはどんな情報があるのでしょう。自分のプロフィール、連絡先や職業、
趣味などとクラブの情報を入れる部分、そして ROTARY CLUB CENTRAL の部分があります。
各クラブの会長、幹事、会計、事務局の人は
ROTARY CLUB CENTRAL の登録にあたって My Rotary
を使わなければならない状況にありますが、年度が代
われば、必要項目登録の権限もなくなりますので、使
うことが少なくなってしまいます。こうした状況を打
破し、みなさんに活用してもらうため、今年の目標と
して、まずは、みなさんに生年月日と性別だけでも
100％登録してもらいましょうと掲げていますが、か
なり難しいと思います。その中で、事務局の方を頼っ
て登録だけでもしてもらいましょうと７月 14 日にお
願いしました。おかげさまで少しずつ進んできていま
す。
登録にはメールアドレスと ID が必要になります。
ロータリアンそれぞれが個人の ID を持っていますの
で、ご存じない方は事務局に確認してください。この二つが分かっていれば登録は簡単にできます。
My Rotary をはじめ、国際ロータリーのウェブサイトには有用な情報がたくさんあります。ラーニン
グで勉強する、財団のページを見れば自分のこれまでの寄付額も分かります。ROTARY CLUBCENTRAL
にはクラブの基本情報が掲載されています。年齢構成とか自分のクラブの目標などを確認できます。さ
まざまな情報が得られますのでぜひ登録して、活用してください。使い方が分からない場合はご連絡く
ださい。

2

「Lunch time １分間スピーチ」

小澤積

会員

最近、パソコンの CAD で図面をひいているのですが一日、
10 時間くらい多く費やしています。気が付くとお腹が凄く出
てきてしまいました。去年の 11 月に孫が産まれたのですが、
その当時の娘と同じ位のお腹の大きさです。これでは、いけ
ないと思いお腹をへっこませる為、自宅から仕事場まで朝晩、
歩いて通っています。１週間ほどたちましたが、なかなか成
果はでません。歩いて通勤することによって、お腹が減って
ご飯をいつもより多く食べてしますからです。なかなかお腹
の肉が減りませんが、今後も健康の為に続けたいと思います。

「４月度プログラム」

２日(火)
１２：３０～１３：３０

原町フローラ

９日(火)
１２：３０～１３：３０

原町フローラ

１６日(火)
１２：３０～１３：３０

原町フローラ

２４日（水）
１８：３０～

原町フローラ

【通常例会】第３６回／通算５３０回
＊会員卓話 長澤初男会員
「オリンピックについて」
【通常例会】第３７回／通算５３１回
＊後日ご連絡します。
【通常例会】第３８回／通算５３２回
＊会員卓話
「インターアクトクラブ協定書締結報告・
認定書交付及び祝賀会について」
【夜間例会】第３９回／通算５３３回
＊相馬 RC・原町 RC・原町中央 RC 合同例会
「 観桜会 」
登録料￥６,０００-

￥１,５４４．ご協力ありがとうございました。

「ゴルフ同好会お知らせ」

ゴルフ同好会 大谷会長

日時：平成 31 年３月２６日(火) 午前 8 時 45 分 スタート
(午前８時 15 分 集合)
場所：鹿島カントリークラブ

「幹事報告」
●３月のロータリーレートは￥110 円です。
●南相馬市国際交流協会 情報誌 Eye 第 49 号が届いています。
●3 月 3 日に開催された IM の新会員セミナーの資料を回覧します。
●第 1０回・2 月 27 日開催臨時理事会の報告がありました。

「各委員会報告」
●ロータリー財団委員会委員長代理 岡田幹事より ポリオ撲滅募金箱の報告がありました。
ひぐちクリニック ￥４,８８６－
小泉クリニック ￥６,１１５－
ポリオ募金 2018.9.19～2019.3.1 累計￥２３,２９３－

大谷和年
岡田義則
小澤積
佐久間岩男
野口美佐子
野地庄蔵
星遵一
三浦宏美
宮城住夫
いわき勿来
RC 鈴木雅之

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000

計

￥16,000.

累計

￥204,000.

計

￥14,000.

累計

￥210,000.

計

￥15,000.

累計

￥384,106.

鈴木 IT リーダー卓話ありがとうございます。
IT チーム チームリーダー鈴木様 卓話ありがとうございます。
鈴木様ご苦労様です
鈴木様ご来訪ありがとうございます。
鈴木 IT チームリーダー卓話ありがとうございました。
鈴木様ご来訪ありがとうございます。
MyRotary の登録推進宜しくお願いします。卓話謝礼をスマイルへ
（円）

出席報告 ： 会員数２９名

南相馬ロータリークラブ

Since.2007

出席数１２名

出席率４１％

会長：大谷 和年 / 幹事：岡田義則

例会日 ： 毎水曜日 １２:３０～１３:３０
例会場 ： ウエディングパーク 原町フローラ 南相馬市原町区高見町 2 丁目 30-6
事務局 ： 南相馬市原町区錦町 2 丁目 68-6
TEL 0244-23-1268 FAX 0244-26-5935

HP http://www.minamisoma-rc.org/ E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp
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