
Id レポート提出日 2021-22年度クラブ役職 LIVE配信視聴 次年度抱負　(自由記入) オンライン研修の感想　(自由記入) リーダーへの質問　(自由記入)

932 2021/5/15 15:01 クラブ管理運営委員長 視聴できなかった 特になし 特になし

927 2021/5/14 23:31 クラブ管理運営 視聴した

コロナ禍における例会の構築。オンライン例会の問題点を明確化

し、会員が参加している実感がわくような例会を目指す。現在、親

睦を深めることが難しくある点を違う形で考案する。

役割が明確に記載されていたので非常に参考になりました。

923 2021/5/13 15:27 クラブ管理運営 視聴した

コロナ禍の現在一年以上活発な行動が自粛要請で阻まれ本来

のロータリーのコミュニケーション活動が一切できず世界大会もオンラ

インであったりこんな理不尽な活動はもはや限界まで来ております。

来年こそ皆さんが納得できる諸活動が展開できることを切にお祈り

します。

いつまでたってもなれなくて靴の上から足を掻いているような歯がゆ

さを感じております。早くリアル会議ができることが実現できる日が来

ますように希望しております。

922 2021/5/13 11:55 クラブ管理運営 未回答

921 2021/5/13 10:21 例会担当委員会　委員長 視聴できなかった

当委員会も柔軟性を取り入れたクラブ運営を実践しながら、委員

会メンバーにご協力いただき、円滑な運営に努めてまいります。

資料を今後も役立てたいと思います。

920 2021/5/12 12:04 クラブ管理運営 視聴した

次年度も，まだまだ，リモート例会，あるいはリモートとリアル併用

の例会が続くことになると思います。器機の操作の問題もあります

が，そこをクリアした上で，オンラインを用いていかにロータリーの例

会らしさを出すかが課題になると思います。 

閉会後もしばらくリモートのスイッチは切らない，スマイルは事前に

送り年間一括で支払うなど，研修で学んだ運営方法を参考に，

リモートでも楽しいと思える例会運営を行いたいと思います。

大変参考になる研修をありがとうございました。 

また，マイロータリーの研修も，改めて，基本を学ぶことができるも

ので，良い内容だったと思います。

881 2021/5/8 19:11 クラブ管理運営委員長 視聴した

2回目のクラブ管理運営委員長であるので、前回の経験を活か

し、活動していきたい。 

コロナ禍のため、どこまで活動が実行できるか不透明であるが、 

会員間の親睦を図り、クラブを活性化できるよう努めたい。

コンテンツも充実していて良かったと思います。

834 2021/5/7 11:22 クラブ管理運営 視聴した

コロナ禍で緊急事態宣言の更なる延長下において、１つでもクラ

ブに貢献できることを見つけ実行したいと思います。

　休会をしているクラブの割合が７５％と聞いて驚きました。自分

のクラブを相対的に見ることが出来たからです。当クラブ現在の役

員の方々が、如何に努力されているかが良く分かりました。

色々な情報提供をして頂きましてありがとうございます。まだ、チン

プンカンプンですが、宜しくお願い致します。

823 2021/5/6 22:32 クラブ奉仕委員長 視聴した

次年度もまだまだコロナの影響が続くと考えられますので、会員のモ

チベーションが持続されるよう、コミュニケーションを上手に図りながら

円滑な例会運営に尽力したいと思います。

視聴コンテンツが地区のページとマイロータリー内と分散していて、と

ても分かりづらかったです。 

特にマイロータリーの内部がわかりづらかったです。

817 2021/5/6 20:26 クラブ管理運営 未回答
今年度は奉仕活動の根幹を揺さぶられた年度でしたが 

新たな時代に対し、精通的で活発な活動を心掛けます。

初めての経験でしたが、大変わかりやすく 

今後も続けていただきたいです。

通常例会ができない中、参加できない会員のフォローは 

各クラブどうされてますか？ 

815 2021/5/6 19:38 クラブ管理運営 視聴した

新型コロナ感染拡大の状況下で柔軟に対応し円滑なクラブ運営

を行いたい

自由な時間に研修を受けることができ大変ありがたいです 特にございません

810 2021/5/6 17:26 クラブ管理運営 視聴した



807 2021/5/6 17:00 クラブ管理運営委員長 視聴した

当クラブの松岡会長エレクトの指示により、管理運営委員会にIT

に特化した特別委員会「システム委員会」と「web委員会」を立ち

あげます。具体的な活動内容は担当委員長から今月中に発表さ

れる予定ですが、リモート例会が続いていることや、外に出ての奉

仕活動や懇親会など、集うことが難しく、会員間の繋がりが希薄に

なっているという現状を打開するものです。ホームページ上でのタイ

ムリーな情報共有や会員による意見書き込み、さらにオンライン会

議のスペースも検討しており、まさにWITHコロナ時代に有効な対

策です。同時に、活動計画書や週報等、紙媒体を極力無くし、

データ保存を推奨し、場所をとらない保存形態、印刷コストの軽

減にも挑戦します。

コロナ禍における例会や理事会の開催方法（Zoomやグループ

メール等）など他クラブの考え方を知ることができて役立ちました。

当クラブでは、累年皆出席表彰の制度があり、皆出席30年超と

いうベテランの方になればなるほど、オンライン例会やインターネットを

敬遠しがちです。一方で、続けてきた皆出席を途切れさせたくはな

いという強い思いから、リモート例会にもかかわらず、複数の高齢会

員が集まって参加するオンライン例会もありました。今後はITに精

通しているメンバーとペアで参加したり、事前にご家族を交えて出

張設定に行くこともありだなと感じた次第です。 

また、奉仕活動に必要不可欠なスマイルの徴収?に関しては、対

面例会がないためにゼロが続いていましたが、他クラブの「チャットに

書き込んでもらい、後日集金」とか「PayPayで支払う」、「スマイル

を事前にLINEやFAXで送ってもらい、支払いは年間一括払いで

振り込んでもらっている」など、とても参考になりました。

803 2021/5/6 14:53 クラブ管理運営 視聴した

毎年異なる役割が与えられるロータリークラブ。新鮮な気持ちで任

された役割にあたれます。ロータリーならではと思います。新鮮な気

持ちで新たな１年、コロナ禍ではありますが頑張りたいと思います。

集うことに、毎年新鮮さを感じていました。コロナ禍で集うことがまま

ならない状況下にあって、国際大会でさえバーチャルであったりしま

す。研修は自分のスケジュールで受けることが出来便利であったと

思います。

しかし、実際に他のロータリアンと一緒に研修を受けたり、大会に参

加できることが本来のロータリーではないかと思います。

790 2021/5/6 12:00 クラブ管理運営 視聴した

次年度会長の意向を確認した上、楽しい例会を目指す。 

「楽しい例会」が何かは別途検討する。

初めて活用したので手間取ったが、次からはスムーズに活用できるかと思

う。ただ、高齢の方でパソコンに慣れていない方はかなりのストレスかと思

う。

778 2021/5/6 8:13 クラブ管理運営 視聴した

コロナ禍における例愛の在り方について再構築や 

出席率の向上

慣れないのでやはりオフラインで顔を合わせた方が良いと感じた

777 2021/5/6 8:08 クラブ管理運営 視聴した

コロナ禍における例会の在り方の再構築や 

出席率向上などに力を注ぐ

慣れないので、やはりオフラインで顔を合わせた形が良いと感じた

770 2021/5/5 18:48 クラブ管理運営 視聴した

クラブの円滑な運営を行うために幹事、全委員会とコンセンサスを

取り

クラブ管理委員会の役割を果たせるよう努力する

初めての経験でしたが想像以上には理解できました。

744 2021/5/4 17:50 クラブ管理運営 視聴した
693 2021/5/1 12:23 理事　クラブ奉仕会担当 視聴した

684 2021/5/1 10:12 プログラム委員会　委員長 視聴できなかった

地区で活動する多くの人たちをロータリークラブ例会の卓話などに

招き、交流を深めたいと考えています。

ガバナーエレクトのお話はとても具体的でよく理解できました。

681 2021/4/30 20:45 クラブ管理運営 視聴した

　新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中で、クラブの管理

運営についても試行錯誤が続いていますが、こうした経験を踏まえ

たからこそ、会員間のコミュニケーションや交流の大切さ、支え合って

いくことの尊さを学べた感じがします。 

　私たちの人生を豊かにし、会員間の信頼の絆を築き、会員基盤

を強固なものにしていくために、制約がある中でもオンラインツールの

活用や、感染症対策を徹底した上でのリアル例会、親睦活動など

を通じて、私たちやクラブが目指していくフューチャービジョンについ

て、クラブ内で意見交換・検討していきたいと思います。

　地区研修に携わった関係者の皆様、お疲れ様でした。今回の研

修に参加して、My　ROTARYのラーニングセンターコースの研修

内容が良くできていることに感心しました。また、全体会議も専用

ポータルサイトを立ち上げていただいたことで、地区方針等繰り返し

確認することができたことも良かったと思います。 

　コロナ禍で様々なロータリー活動が制約を受けている中ではありま

すが、こうした研修ツールを積極的に活用して自己研鑽に努めて

いきたいと思います。

　コロナ禍においても、様々な形でクラブ運営に励んでいる多くの事

例をご紹介いただき、ありがとうございます。 

　これからも、地区内での研修プログラムや地区のホームページ、

My　ROTARYなどを通じて、この時代にロータリーがどのような奉

仕の実践やクラブの管理運営を行っているのか、引続き情報発信

をお願いしたいと思います。



670 2021/4/30 14:05 クラブ管理運営 視聴できなかった

直接対面し話す以上のコミュニケーションは無い。が真理であると

考えています。

あくまでWEBは、そこを補完するツールです。

この前提の上で、柔軟にクラブ運営を行っていきたいと考えます。

特に柔軟性の解釈は、世代によっても大きく異なるので対話の機

会を積極的に創造しながら進めたいです。

まだまだ、地区も含めどのクラブも困惑していると感じます。

これまでの当たり前が通用しなくなっている今だからこそ、

既成概念にとらわれず、運営に取り組みたいです。

それとＲＣは世界組織ではありますが、

日本のＲＣだからこそ、地域に根差したＲＣだからこそ

地域文化や習慣を意識した運営にチャレンジしたいと感じました。

歴史があるだけに、色々とやる事が多くなってしまっているような気

がします。 

 

選択と集中をクラブ裁量でできたりすると良いのですが・・・ 

664 2021/4/30 11:36 クラブ管理運営 視聴できなかった

658 2021/4/30 10:14 クラブ管理運営 視聴した

648 2021/4/29 17:34 クラブ管理運営 視聴した

湯河原クラブでは親睦が一番でその結果奉仕活動が出来ると考

えています。今年度もコロナ感染は昨年と同じようだと思って活動

しますが。県下に異常事態宣言が出された場合休会としたいと思

います。休会が余りに長い場合はオンラインでの例会にと考え理事

会で方向を決めたいと考えています。

オンラインでの研修は無味乾燥でリーダーやサブリーダーの生の声を

聞きたいです。

641 2021/4/29 14:34 クラブ管理運営 視聴した

次年度ガバナーが増強！増強！ってＹｏｕｔｕｂｅで言ってい

た印象が強かったです。 

ｗｅｂでの例会とかパソコンスキルが弱いので思い悩みます。

632 2021/4/29 10:33 クラブ管理運営 視聴した

クラブに入会して2年になります。 

これまで何となくクラブを活動してきた状況です。 

クラブに入会した動機が地域へ貢献することであったので、 

今年度は地区副幹事の活動もしていきます。 

現在は地区の仕事がよく分かっていない状況ですが、積極的に 

取り組んでいくつもりです。

朧げな疑問解決には繋がりました。 

繋がった事象を現場で確認しながら活動をしていきます。

クラブでの役割は理解できてきましたが、地区での役割が 

まだ良く分かっていない、どのような所の誰に相談すれば 

いいのか等も含めたサポートを下さい。

613 2021/4/28 14:25 クラブ管理運営委員会委員長 視聴した

時間厳守のクラブ運営を励行し例会の内容は規程に縛られない

柔軟な考え方を積極的に採用する。そして、将来の若い人たちに

も受け入れられやすい更に魅力あるクラブにしたい。

ここ数年会員が増えていない、そこに新型コロナのまん延で活動も

ままならず会員同士のコミュニケーションも少なくなってしまった。いろ

んな奉仕活動も会員が減ってしまう事で計画した事も計画倒れに

なってしまいます。まずは奉仕活動を行いつつ現在の会員が脱退

することの無いクラブづくりと新会員増強の為のクラブづくりをすること

がこの先数年の一番重要な施策だと思いました。

まだ、入会して3年目になります。しかし、一年ちょっと新型コロナの

まん延で実際の活動も満足に参加で来ておりません。これから活

動に精進しその際に出てくる課題に対し質問させていただきます。

598 2021/4/27 18:53 クラブ管理運営　クラブ奉仕 視聴した

かめりあRCは本年度で3年目になります。 

色々なことが少しずつ　私としては理解でき始めていると思います。 

興味を持って学んでいきたいと思います。

まず、かめりあRCは、コロナで対面例会が不可能になりました時は

スマホで「ライン例会」をしておりました。これも楽しく、後から読み返

すことが出来　有意義でした。 

「ズーム例会」に変更するように田島敏久AGに指導頂きまして、

今では月2回の例会のうち1回または、コロナの状況で2回とも

「ズーム例会」しております。 

 

アンケート結果で、「リモート例会」が25％と少ないのには驚きまし

たが、「例会に関するＱ＆Ａ」で他クラブの皆様の状況も学ぶこと

が出来て良かったです。有難うございました。 

 

特にありません。

591 2021/4/27 15:30 クラブ管理運営 視聴した

コロナ禍に対応できる新しい例会運営をしていきたい。 例会のオンライン化でスマイルはどうなるのだろうと思っていたが，そ

れについても手当てしている事例が見られて参考になった。

特になし



563 2021/4/26 17:34 クラブ管理運営 視聴した

次年度、クラブ奉仕委員会親睦委員長といたしまして 

コロナ禍でも会員の皆様がより良い親睦ができるよう様に 

そして、魅力的な奉仕活動が出来る様に努めていきたいと思いま

す

会場に行かなくても研修が受けられる事はありがたい事だと思いま

すが 

一人でパソコンに向かって研修を受けているのは大変寂しいと思い

ました

質問は特にありませんが 

この度のリモートでの研修会、貴重な体験をさせて頂き大変勉強

になりました。 

ありがとうございました。

527 2021/4/25 17:35 クラブ管理運営　親睦委員長 視聴した

例年、親睦委員会が担当する例会がありますが対面・接触型とな

ります。 

会長幹事と相談しながら、コロナ状況でも多くの会員で出来る事

を委員会で考えていきたい。

523 2021/4/25 16:53 クラブ管理運営委員会常任委員長 視聴した

　クラブ管理運営委員会はクラブの効果的な運営を通じて奉仕を

提供し、会員を維持し、リーダーを育てていく。

　会長方針である『ロータリーを楽しもう』明るく楽しいクラブ（当ク

ラブの基本理念の規範、会員満足度向上）と奉仕の実践をサ

ポートする。

　地区戦略計画の決定に合わせ、藤沢東ロータリー・クラブの戦略

計画の優先項目を評価、見直しする。クラブヒューチャービジョン会

議の準備協力。

　小委員会の役割（当クラブ細則規定に則り）行動計画の立

案、実施、を推進。

クラブ協議会の開催推進など

 

　今年度の地区クラブ運営委員会の「地区はクラブのためにある」

のもとクラブへのサポートには感謝申し上げます。 

 

オンライン研修、特にラーニングセンターの研修については範囲が広

すぎて、クラブの運営に当てはめるのは馴染まない。各ラブの歴史と

文化による伝統を守りながら不易流行を徐々に重ねていくことが大

事であり、対面式の研修でリーダーを育てることがクラブ活性化に

繋がっていくのではないでしょうか。

498 2021/4/24 12:41 クラブ運営委員会委員長、副会長 視聴した
コロナ渦で活動がままならないですが、こんな時だから出来る事をし

て行きたいと思います。

特になし 特になし


