1963年3月23日創立

ロータリーは世界をつなぐ
第2730地区

週報2730号

週報2724〜2729号
新型コロナウィルス拡大防止のため休会

鹿児島西ロータリークラブ
５月は青少年奉仕月間

第 2 7 7 7 回例会

第2771〜2776回例会
新型コロナウィルス拡大防止のため休会

20２０年（令和 2 年）5月27日
本日の主要
プログラム

会 長 山之氏
● 例会場
● 事務所

秀行

幹 事 堂園

光一郎

2019-20年度
2019
201
9 -20
20年度
20
年度
国際ロータリー会長
マーク・ダニエル・マローニー

〒892-0828 鹿児島市金生町3-1 山形屋7Ｆ 社交室
毎週水曜日 12:30～13:30
〒892-0828 鹿 児 島 市 金 生 町 3 -1 3 - 5Ｆ TEL：099-223-5902 FAX：099-223-7507

クラブフォーラム（公共イメージ）

① 四つのテスト唱和
③ 会長あいさつ

② ロータリーソング
（それでこそロータリー）
④ 会務報告

⑤ 出席報告

⑥ ニコニコBOX披露

Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙとテレワーク
公共イメージ部門 久

永 忠 範

新型コロナウイルス感染防止のため、インター 【テレワーク】
テレワークとは、ＩＣＴを活用した場所や時間
ネットを活用したコミュニケーションが増えてき
ています。当ロータリーもＥメールでのお知らせ
にとらわれない柔軟な働き方のことです。働く場
や案内、決議事項の承認確認なども行われていま
所によって、在宅勤務、モバイルワーク、サテライ
す。今回の不要不急の外出自粛においては、ＩＣＴ トオフィス勤務の大きく３種類に分けられます。
（情報通信技術）を活用したこのようなやり取りが
テレワークのできる仕事として、事務職、ＩＴ
一般の社会生活の中で普通に行われるようになっ
エンジニア、クリエイティブ職、営業職、管理職
てきています。
などがあげられます。ちょっと難しいのが、生
【Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ】
産・製造業、接客・販売業、医療・福祉業などで
現在、Ｍｙ Ｒｏ
ｔ
ａｒｙの登録推進を行っていますが、 はないでしょうか。テレワークを行う業務の選定
今後Ｍｙ Ｒｏ
ｔ
ａｒｙの活用も欠かせないものになって
として、それぞれの職種の中で、業務単位で、テ
いくのではと思います。
「Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ」とは、ご登
レワークに適しているか否かを整理することが大
録いただくことでロータリーの活動や地区・クラブ運
事です。テレワークの効果として、経営側では業
営に必要な情報やデータを随時入手できる便利な
務の効率的な改善、経費の削減、優秀な人材確保
システムです。ぜひ登録して、活用していただけれ
などがあり、災害やパンデミックなどの非常時で
ばと思います。
も事業継続が可能になります。従業員側では、通
勤時間の短縮による家族や自分の時間の有効活
用、集中力による仕事の効率化、自律的な仕事の
出来る能力強化などがあげられます。
テレワークに必要な環境として、インターネット、
情報通信機器、パソコン、ＷＥＢ会議システムな
テレワーク
どがあります。ＷＥＢ会議システムには、ある程
の種類
度制限はありますが、Ｚｏｏｍ、Ｔｅａｍｓ、Ｓｋｙｐｅ等、
無料で利用できるものもたくさんあります。
外出自粛が必要な場合は
在宅勤務
コチラを検討
これからテレワークを導入される企業も増える
と思いますが、労務管理方法、情報通信システ
ム・機器、執務環境等の検討をしっかりと行うこ
とが大事です。働き方改革も施行され、今後の働
モバイル
き方もだいぶ変わっていくのではないでしょうか。
サテライトオフィス
ワーク

前回の例会記録（ 3月 25日分）
〈プログラム〉
クラブフォーラム（ロータリー賞贈呈式）
ＮＰＯ法人 かごしまホームレス生活者支えあう会
理事長 堀之内 洋一 様
〈米山奨学生紹介〉
〈ビジター〉

金 昇謙（キム スンキョム）さん
奨学生最後の挨拶

なし

〈２月在籍表彰 〉５名
４０年 玉川 哲生 会員
１２年 小正 芳史 会員
１年 岩満 公久 会員

２２年
４年

田畑
本藏

勇 会員
高徳 会員

〈３月在籍表彰 〉５名
３６年 川平建次郎 会員
２４年 藤安 秀一 会員

２９年
１４年

江口
田中

清隆 会員
藤雄 会員

〈３月誕生日お祝 〉５名
２日 久永 忠範 会員
８日 内村 二郎 会員

５日
１９日

山下 皓三 会員
海江田嗣人 会員

〈３月ご夫人誕生日お祝 〉１１名
１日 日髙ちま子 さん
１日 大福あい子 さん
７日 柏木 郁子 さん
１０日 松村あゆみ さん
１６日 玉川 育子 さん
１７日 前田 栄子 さん
２８日 深尾 悦子 さん
２８日 岩元 寿子 さん
２９日 永田由充子 さん
３０日 田中 杉枝 さん
３１日 川平 満子 さん
〈会務報告〉
１．３月のロータリーレートは１ドル１１０円です。
２．新型コロナウィルス感染症拡大防止のため延期・
中止のお知らせ
・６月ホノルルでのＲＩ国際大会中止
・宮崎西ＲＣ
４月１１日（土）
創立６０周年記念式典延期
・薩摩川内ＲＣ ４月１１日（土）
創立４０周年記念式典中止
・志布志ＲＣ
４月１１日（土）
創立４０周年記念式典中止
・日向ＲＣ
４月２５日（土）
創立６０周年式典延期
３．鹿児島令和ロータリークラブより例会場変更（４月〜）
のお知らせ
【 旧 例会場 】パレスイン鹿児島（３月末閉業）
【 新 例会場 】鹿児島東急ＲＥＩホテル
※例会曜日、時間、事務局所在地等の変更はござ
いません。
４．本日は百万ドル食事にご協力いただき有難うござ
いました。

山之氏 秀 行 君、堂 園

光一郎 君

新型コロナウィルスの影響で１ヶ月ぶりの例会とな
りました。今日は皆さんの元気なお姿を見て安心しま
した。一刻も早い新型コロナウィルスの終息を願います。
古 木

圭 介君
今月３１日をもって県観光プロデューサーを辞するこ
とになりました。皆様には大変お世話になり有難うご
ざいました。さらに新型コロナウィルスの一日も早い
終息を祈ってニコニコします。
有 馬 戦 男君
先日の連休に山之氏会員と大浪池にマンサクを見に
行き、遠くは開聞岳、金峰山と、とても素晴らしい日
でした。道中は元気なチビッ子達のラッシュでコロナウィ
ルスも何のその、ストレスを解消しているようでした。
長 柄 英 男君
血飛沫を上げる首里城末の秋
昨年、秋の火災を詠みました。ロータリーの友の俳
壇巻頭でした。ニコニコ×ニコニコ
森
俊 英君
お久しぶりです。コロナウィルスに負けないよう、
皆さんの元気な顔を見て頑張ります。天文館にはあま
り行ってません。残念ですが。
外 西
茂君
今度異動となりました。３年間、大変お世話になり
ました。後任が引き続きお世話になります。よろしく
お願い致します。ありがとうございました！
佐 藤 元 彦君
４月１日付で東京本部へ異動となりました。短い期
間でしたが皆様には大変お世話になり有難うございま
した。皆様のご健勝を祈念しニコニコします！
小計 14,000 円

累計 397,000 円

6月3日（水）１２：３０〜

次 回

山形屋

クラブフォーラム

予 告

（次年度への課題／ＰＥＴＳ報告）

■前回の例会（3月25日）の報告 ■ 2月19日例会の報告
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市内Ｒ
市内
ＲＣ例会プログラム
東ＲＣ ５月２８日
（木） 休会

サンデイズイン
鹿児島

東南ＲＣ ６月 ２日
（火） クラブ協議会

サンロイヤル

北ＲＣ ５月２８日
（木） フリートーキング

アートホテル
鹿児島

城西ＲＣ ６月 ２日
（火） クラブフォーラム

東急REI

サザンウインド

東急REI

南ＲＣ

（金） 休会
鹿ＲＣ ５月２９日

山形屋

西南ＲＣ ６月 ３日
（水） フリートーキング

ゆうづき

中央ＲＣ ６月 １日（月） 会員卓話

山形屋

令和ＲＣ ６月 ８日
（月） クラブ協議会

東急REI

ＲＣ

５月２８日
（木） ウェブサイト例会

レス
鹿児島西ＲＣ Ｅメール・アドレス

info@kagoshima-w-rc.jp
ホームページ・アドレス http://www.kagoshima-w-rc.jp/
/www.kagoshima-w-rc.jp/

（次年度に向けて）

６月 ３日
（水） 未定

ＲＩのホームページアドレス
http://www.rotary.org/
日本のホームページアドレス
http://www.rotary.or.jp/
第２７３０地区ホームページアドレス http://www.2730rc.jp/

サンロイヤル

