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2012-13 年度 RI テーマ  

奉仕を通じて平和を 

RI 会長   田中作次 

RI2830 地区ガバナー     

     松本康子 

■例会・地区行事予定 ■ 

8 月 27 日（月） 

内部卓話：「私の履歴書」

（秋元隆会員） 

9 月 3 日（月） 

休 会（6 日のガバナー公

式訪問例会と振替です） 

9 月 6 日（木） 

ガバナー公式訪問例会 

17：00 会長幹事面談 

18：00 クラブ協議会 

19：00 例会 

9 月 10 日（月） 

内部卓話：「私の履歴書」

（荒田俊治会員） 

9 月 16 日（日）     

カルチャーロード 

9 月 17 日（月） 

休会（敬老の日） 

9 月 24 日（月） 

内部卓話：「私の履歴書」

（板澤雅人会員） 

9 月 30 日（日）     

十和田八甲 RC10 周年記念

式典 

 

 

 

初の E 例会が開催されました 
今回の例会は日本で（たぶん世界でも）初めての試みとして

の E 例会でした。8 月 20 日（月）19 時、同時にフェイスブック

上にある「弘前アップルクラブ E 例会」に会員が入り、そこで

1 時間例会を行いました。いろんな改善点が見えてきたのも事

実ですが、それ以上に E 例会の今後の強い可能性を実証できた

ように思います。 

 

クラブ定款によると、「例

会は毎週 1 回、細則に定めら

れた日および時間に開く」

「会合の変更は、正当な理由

がある場合は、理事会は例会

を前回の例会の翌日から次の

例会の前日までの間のいずれ

日か、または定例日の他の時

間または他の場所に変更する

ことができる」とあります。  
 ロータリークラブの例会は、

ホテルなどの特定の会場が利

用されてきましたし、今もそ

うです。そして時々、移動例

会として会場を変えることも

年に数回あります。それがロ

ータリーの常識でした。例会

への出席が年間を通し 60％ 

要求されているわけですが、

出張の多い方や勤務時間の関

係上どうしても出席がかなわ

ない会員がいるのも事実です。

メークアップ制度があるとは

言え、常にメークアップが可

能とも限りません。何よりも

自分のクラブ例会へでたい、

ネット上でホームクラブの

例会が行われたらどんなに

か便利だろう、という声も

上がってきていました。   
 そして E クラブが誕生し

ました。E クラブはネット

上での例会を可能としまし

た。しかし、「例会は毎週

1 回、24 時間、ホームぺー

ジ上で開催します。クラブ

の全ての会務はホームペー

ジ上で行い、各自が 1 週間

以内にホームページに掲載

されているロータリーの理

念や奉仕活動実践などを閲

覧し、それに対する意見を

書き込んだり、自分自身の

体験談や参加した奉仕体験

などを書き込むことにより

例会とします」というよう

な E クラブの例会ではなく、

通常のクラブが月１回程度、

ネット上で、いつもの例会

時間に双方向で話し合える

例会があればいいと思って

いたのは私一人でないと思
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います。           
 そこで当クラブは、月１回、

第３例会を E 例会と称し、場

所をネット上（FB の弘前ア

ップルクラブ E 例会）へおき、

いつもの例会と同じ時間に、

できる限り通常例会に近い形

での例会を行うことにいたし

ました。他のクラブ会員のメ

ークアップも可能としました。  

 E 例会はロータリーのルー

ル上認められないのでしょう

か？ロータリーの定款上問題

となる点があるでしょうか？

「週１回、定められた日およ

び時間に開く」この点は問題

ありません。さて場所ですが

「その所在地内において例会

を開くべきである」「ほかの

ロータリークラブ会員でも出

席できるような場所で例会を

開くことが期待される」とい

うことがロータリー章典に書

かれています。つまり、例会

を開く場所が物理的なリアル

な場所（これまではそれが当

たり前でしたが）しか認めな

いのか、バーチャルなネット

上の場所も例会場として認め

るかの問題となります。   

 インターネットがこれだけ

発達し誰でもが使用している

時代、ソーシャルネットワー

クが世界を動かしている時代

です。ネット上の場所もクラ

ブの例会場として認められる

べきですし、もし現在、認め

られないとする意見が多かっ

たとしても、近い将来、それ

は認められるようになると確

信しています。なぜならそれ

が世界の流れで、これはもう

止められませんし、ロータリ

ーを今後も存続発展させ、ク

ラブをより活性化するための

最も有効な方法の１つである

からです。       

（文責：関場慶博） 

会長挨拶      

みなさまこんばんは！ 
只今より第 17 回弘前アップ

ルロータリークラブ例会を始

めます。また当クラブ初の試

みであります第 1 回目の E 例

会です。後々語られるような

ハプニングもあるかと思いま

すがよろしくお願いします。 
さっそく待機していたパソコ

ンがフリーズし、スタートが

遅れまして申し訳ありません

m(_ _)m 

幹事報告      

カルチャーロード説明会： 

8 月 24 日 14 時から中三で坂

本実行委員長出席予定です。 

第 1 回西第 2 分区会長幹事

会：8/24 金 18:30 ベストウ

ェスタン 2F に、会長、幹事

出席予定です。 

第 2 回カルチャーロード実行

委員会：8 月 25 日 17 時 30

分から IA ネットワークで行

います。参加者は自由です。

たくさんの皆様のお越しをお

待ちしております。 

坂本カルチャーロード実

行委員長挨拶    

ただいま、ご紹介に与りまし

た、委員長の坂本です！菊池

幹事兼カルチャーロード実行

委員会企画担当のご報告通り

です！大まかなことは、先に

皆さんにお知らせしましたが、

このカルチャーロードへの参

加は、弘前アップルロータリ

ークラブの初陣です！ぜひ、

皆さんの積極的な参加を、切

にお願いいたします。 
詳しいことは、メール、フェ

イスブック、そして 27 日の

例会にて説明させていただき

ます。それまで、タイムスケ

ジュールなどを作りますので、

お時間を下さい（笑） 

会長閉会挨拶    

花火のような初の E 例会もあ

っという間にお時間となって

しまいました。至らないこと

だらけで大変後迷惑をおかけ

しまして本当に申し訳ありま

せんでした。今回の反省点を

活かして次回より充実した E
例会にしたいと思います。本

日はありがとうございました。 
点鐘します。 

■出席報告        

会員数 25 名 出席者数 22 名 

出席率 88％       

ビジター：秋山現信様（水戸

RC）、高田文明様（水戸南

RC） 

 

ニコニコお姉さんこと

北川綾子会員が眼の外傷で

治療をされていましたが、

治癒し次回例会から復帰予

定です。良かったです。 
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