UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2020-2021 年度 第 1858 回例会
宇都宮南ロータリークラブ会報
会長：中野智之

幹事：長谷川博夫

広報委員会リーダー：酒澤伸二

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ≪水曜 12：30≫
事務所：宇都宮市大通り 2-4-6 ホテルニューイタヤ内
TEL：028-635-5511（ホテルニューイタヤ）

7 月 第 4 例会
2020 年 7 月 22 日(水)

司

会・ビジター紹介

会員数 54 名

出席 29 名

塩田

潔・山本敬三 会場監督（S.A.A）

中野

智之 会長

● ロータリーソング「四つのテスト」

会長の時間
皆さんこんにちは。

蒸し暑い日が続いています、健康管理には十分お気をつけ下さい。
高校 3 年生の娘と先生、私の三者面談を控え、今後の進路について娘と話し会いました。娘は海外の
大学に留学したいとの目標があり、2 年間英語に特化した専門学校に通い、3 年生から大学に編入する
計画を立てているとの事です。海外で生活し、交流を深め、その経験を生かし、国際交流の為に役に立
つ人間になってもらいたいと思っています。そして、将来はロータリアンになってくれれば、こんなに
嬉しい事は有りません。娘は昨今のコロナウィルス感染症の影響で、私の会社の業績悪化を心配し、無
理があるようなら、就職すると言いました。留学くらい、問題無いと笑って答えましたが、娘の為にも
頑張って仕事に励みます。
本日は web 会議の利用方法について酒澤会員からお話があります。酒澤会員、よろしくお願いします。

幹事報告

長谷川博夫 幹事

§ 九州豪雨災害義援金のご協力をよろしくお願い致します。
（募金箱を回す）
§ 地区より、地区補助金確定の連絡がございました。

親睦・家族委員会報告

磯貝

太 会員長

§ 8 月 19 日(水)夜間例会 納涼会を開催致します。（参加締め切り 8 月 1 日）

ロータリー財団委員会報告

藤島

拓 会員長

§ 本日ロータリー財団・米山記念奨学会委員会合同会議を開催致します。
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スマイルボックス委員会報告

坂本昭一 スマイル委員長

§中野智之会長

酒澤様、本日の卓話よろしくお願い致します。

§酒澤伸二会員

本日の例会もどうぞよろしくお願い致します。

§若月章男会員

酒澤さん、今日は今流行りの WEB 会議のやり方、よろしくお願いします。

§藤島 拓会員

酒澤委員長、本日の卓話で勉強します。25 日(土)久しぶりの野球の練習なので、雨が
降らない事を願ってスマイルします!!

§臺 容之会員

WEB 会議、楽しみです。いつも招待されているばかりで、招待する側にもなれるよう
勉強します。

§笠原正人会員

57 階段を上がってきました。年のせいとは思いたくありませんが、途中、足が上がら
ず 2 回程、躓きました。無念。

§村上芳弘会員

本日、石油組合で、東京電力と災害協定を結びました。社会奉仕です。

§仲田俊夫会員

毎日うっとうしい日が続きます。コロナに負けずにロータリー活動頑張ろう。

§平澤照隆会員

コロナウィルスが東京型・埼玉型に変異しているようなので十分気を付けてください。

§鈴木秀明会員

何かいい商売ないかなぁ。

§田中正夫会員

ゾロ目なのでスマイルします。

§猪瀬龍之介会員 イタヤ社長の件では、皆様方のご厚情に深く感謝申し上げます。ありがとうございま
した。
§坂本昭一会員

本日の WEB 会議、酒澤様よろしくお願い致します。また、多くのスマイルありがとう
ございます。目標に向かって頑張ります。

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました

12 名

金額

13,000 円

会員卓話
酒澤

伸二 会員

「Web 会議の利用方法」
現在また、新型コロナが流行してきております。
その中で皆様も既に実践又は聞いたことのあることで、オンライン会議や Web 会議、リモート会議
などと呼ばれるシステムが注目を浴びております。こちらは直接会ってではなく、パソコンやスマホ
を利用して遠隔で会議やセミナーなどを行なえるというものです。
今回ご紹介する Zoom 以外にもスカイプ・ハングアウト・マイクロソフトチームズなど、様々なシス
テムが出ております。
その中で簡単に利用ができる Zoom を使った Web 会議について今回ご紹介させて頂きます。
Zoom の利用方法を YouTube の動画で説明。実際の会議風景も動画で閲覧。
1.Ｗｅｂ会議に参加する方法
Web 会議とは、例会の会場にいなくてもパソコンやタブレット・スマートフォンなどを利用して、い
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つでも簡単に複数の人でテレビ会議ができることです。数あるシステムの中で、機能性が高い Zoom
について、本日はご説明をさせて頂きます。今後は地区大会などロータリークラブの活動や、仕事
やオンライン飲み会などのプライベートでも使えますので、ぜひ一度試してみてください。
2.必要な準備について
・端末：パソコン・タブレット・スマートフォン
※ガラケーと呼ばれる以前の携帯電話では、基本的に利用できません。
・パソコンの場合は、カメラ・マイク・スピーカーが必要です。最近のノート PC やタブレットは付
いているものが多いです。
・Wi-Fi や有線でのネットワーク環境を推奨
※スマホの場合は 4G などの環境では動画が途切れる場合があります。
※データ通信料が大きくかかってきてしまったり、契約の上限を超える場合がありますので、ご注意
ください。
・スマホやタブレットの場合は事前にアプリをインストール
2-2.準備について
パソコンンやタブレットの場合は、 Zoom をダウンロードしなくても PC ブラウザ(Chrome や irefox
など)から行う方法もありますが、Zoom をダウンロードして PC にインストールした方が簡単に使用
できます。
スマートフォンの場合も事前にアプリのインストールだけ実施してください。※参加するだけなら
アカウント情報の登録は不要です。
3.ビデオ会議に参加する方法
ビデオ会議に参加するには、メール等で送付された「招待 URL」をクリック又はタップすると、ビデ
オ会議の画面に移り変わります。事前にインストールしていない場合は、ここでインストールと名
前の入力とります。
カメラやマイクなどのアクセス許可を求められるので、
「了解」をタップしてください。又はビデオ
の開始をクリックします。Zoom の無料版の場合は 40 分までの利用となります。
4.ビデオ会議の内容
開始されましたら見て話していくだけです。こんな感じで会議が行なわれます。
5.Zoom の参加方法参考
ミーティング参加方法動画

https://www.youtube.com/watch?v=hnAD7KdKSKM

ミーティング参考動画 https://www.youtube.com/watch?v=aBWfEqaewVQ
6.おわりに
今回のシステムはとても簡単です。アプリのインストールなどは、家族・会社・知人などで、実際
に始めている方や詳しい方に聞いてやってもらうのも、一つの方法です。ぜひ一度お試しくださ
い。
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出席報告

岩本

一男 委員長

会員数

54 名

前々回

7月 8日

出席数

29 名

訂正率

65.22％

欠席数

25 名

出席率

64.44％

例会予定
第 1859 回
7 月 29 日(水)
会員増強月間
川又俊治 委員長

プログラム

日

付

第 1860 回
8 月 5 日(水)

時

間

12：30～13：30

8 月 12 日(水)
第 1861 回
8 月 19 日(水)
第 1862 回
8 月 26 日(水)

プログラム

例会場

理事会報告・委員会報告
米山奨学生卓話 ヒシさん

ホテルニューイタヤ

特別休会
18：30～18：00

夜間例会
納涼会(会員のみ)

ホテルニューイタヤ

12：30～13：30

新入会員卓話

ホテルニューイタヤ

