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点鐘・ソング
君が代・奉仕の理想
来客・来訪会員紹介
HYOGO ロータリーE クラブ

長澤友滋様、吉井久美子様

歓迎歌
紅葉
お祝い
会員誕生日

結婚記念日

配偶者誕生日

大澤、田村会員

寺本会員

小谷・池田・深澤(MU)会員

出席報告
会員数

出席者数

MU 数

免除

欠席者数

出席率(%)

前々回修正出席率(%)

23

19

4

0

0

100

95.65

欠席会員：なし
会長の時間
はじめに、当クラブ細則第 3 条第１節の規定により、次年度役員選出の指名委員会設置をご報告致
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します。尚、メンバーは大澤・谷脇・池田・井口元会長と田村前会長、そして現会長小林と寺本会長
エレクトです。
本日は自動車の安全装置と車検整備制度の変革についてお話させていただきます。このたび、
UNECE（国連・欧州経済委員会）が、日本や欧州連合などの 40 の国や地域で国際基準の自動ブレ
ーキ搭載を義務づける規制案に合意したと発表しました。日本政府は国産の新型乗用車を対象に、
2021 年 11 月から自動ブレーキ搭載を義務付ける方向で最終調整に入っています。性能要件も上記の
国際基準に合わせ現行の国内基準より厳格化され、関係省庁との協議が調えば年内に正式決定する様
です。これに伴い車検制度も大きく変わるとされています。具体的には「特定整備」といわれるもの
で、自動ブレーキに関する機構やセンサーが、適切に働いているか誤差が無いか等を物理的に検査す
るだけでなく、車載コンピュータ中に記録されている故障コードを読み取り、ネット経由で国交省管
轄のデータセンターに照会をかけて車検の可否を判断するといった具合です。
したがって、街の整備工場も、対応する機器の導入と新たな資格や知識の獲得が必須となるわけで、
それなりの規模と体力のある事業所でないと生き残ることができない時代になろうとしています。
2 年後には、車検証も既存の紙ベースではなく IC チップ化される事もすでに決まっており、我々の
業界全体も一気に IT 化の大波に飲み込まれます。
これを乗り越え、かつその波に乗る事が出来れば逆にチャンスになると考えています。
幹事報告
○ガバナー事務所より下記の書簡が届いております、
１．令和元年 9 月台風 15 号千葉県災害見舞協力の礼状
２．2020－21 年度補助金管理セミナーの案内
2019 年 12 月 15 日（日）

神戸ポートピアホテル

３．地区補助金プロジェクト見学訪問の案内
2019 年 11 月 23 日・24 日

甲子園 RC

11 月 30 日

篠山 RC

12 月

豊岡 RC

1日

4．青少年交換学友会主催クリスマスパーティーの案内
2019 年 12 月 22 日（日）

神戸ポートピアホテル

5．クラブと会員のロータリーに関する意識調査の依頼
○西播第 2 グループ大西ガバナー補佐より IM の礼状が届いております。
○相生 RC より例会変更のお知らせが届いております。
2019 年 12 月 11 日（水）
12 月 25 日（水）

⇒
⇒

職場例会
クリスマス例会

○赤穂山鹿素行研究会より「至道第 9 号」をいただいております。
各委員会報告
なし
審議事項
特になし
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本日のプログラム
E クラブについて

≪ゲストスピーカー≫

長澤友滋会員

HYOGO ロータリーE クラブ・会長の長澤です。大阪の枚方市から参りました。
職業は大阪の茨木市・吹田市でドコモショップ 3 店舗を運営している会社で役員をしております。
今日は E クラブの紹介をさせていただきます。
以前、他クラブの例会で『E クラブの人って存在するんですね！

ネット上の人かと思ってまし

た！』と言われました。はい、ちゃんと存在しております！
それくらいトラディショナルクラブの方からすると異次元の存在なんだと思います。
2014 年 4 月 24 日に RI 認証をいただき、今期 6 期目。スポンサークラブは宝塚武庫川 RC。
会員数は 23 人（女性 5 名）
（2019 年 11 月 1 日現在）で兵庫のほか、大阪、福岡、愛知にも会員が
います。
19－20 年度クラブ運営方針
「一人ひとり、みんなが主役！」繋がりが薄くなりがちなクラ
ブですので、誰もが小さくても役割を持とう！という思いで決
めました。
さて、E クラブは国内・国外にどれだけ存在すると思いますか？
国内：12、海外：287 クラブがあるといわれています。
主な活動として、まずは例会です。
日程：毎週月曜日（22:00）～次週月曜日（22:00）
会場：Web ページ上

https://eclub.hyogo.jp/

インターネット上に 24 時間・365 日例会やってます！が特徴です。
他にも
・水プロジェクト・・・触媒で井戸水を浄化する試み
・献血協賛・・・日本赤十字社 兵庫県赤十字血液センターに協賛
・メークアップ料を被災地に寄付
・SNS を通じて世界 1000 クラブ以上とつながり
・月１回の連絡親睦会の開催（梅田 or 三ノ宮）
などです。
メーキャップの方法ですが
・例会に参加し、感想を送信することでメークアップが可能
→文字数制限の無い設問方式
→150 字以上の感想文方式
の 2 パターンあり
・メークアップ料 1000 円（クレジットカード払い・ペイパルの会員登録が必要）
https://eclub.hyogo.jp/ からパソコンでも、スマホでもできますのでぜひ登録ください！
HYOGO ロータリーE クラブの今後としましては、E クラブの特徴を活かすことで存在意義を高め
ていきたいと思います。
当初、E クラブが認められたのは、ネット上での例会にすることで若年会員を取り込むためと思っ
ておりました。ですが、今後会員の高齢化が益々進む中、例えば体調を崩されて例会に行くことが
難しくなった方でも E クラブがあれば社会奉仕活動への参加が可能になる。
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これもＥクラブの意義かと思います。
とはいえ、まだまだ 6 年目のクラブで、活動自体ももっともっと具体化しないといけない段階で課
題もいっぱいです。
E クラブの特徴と課題、両方を理解して今後のロータリー活動に励んでいきたいと思います。
ニコニコ箱・親睦箱
HYOGO ロータリーE クラブ長澤友滋様・・・今日はご招待有難うございました。
HYOGO ロータリーE クラブ吉井久美子様・・本日はお招きいただき誠に有難うございます。
御縁に感謝申し上げます。
小林会長・・・E クラブ長澤会長、吉井様をお迎えして。
堤

幹事・・・お客様をお迎えして。今朝初霜！

田村会員・・・整理がついたらきちんと報告させて頂きますが、誕生日の 11/11 付で加西市の社労士
さんと社会保険労務士法人を立ち上げました。又自宅兼事務所を設けることにして
11/11 から工事に入りました。まだまだ頑張って仕事をしなくてはいけません。
小谷会員・・・妻誕生日自祝。日が短くなりました。
大澤会員・・・E クラブ長澤様、吉井様をお迎えして。誕生日自祝。
池田会員・・・E クラブ長澤会長、吉井様をお迎えして。本日は宜しくお願い致します。
配偶者誕生日自祝。
寺本会員・・・E クラブ長澤会長、吉井様をお迎えして。本日は宜しくお願い致します。
結婚記念自祝。
塚崎会員・・・娘の七五三で高嶺神社に参ってきます。
石原会員・・・「何かやりたい時にお金の無いことに負けたらあかん。お金になるかどうかで、
やりたい事、やりたい仕事を考えたらあかん。
」今日のスカーレット語録。
三浦会員・・・E クラブの皆さんお世話になります。
井口会員・・・E クラブの皆様をお迎えして。
朝来会員・・・E クラブの皆さんをお迎えして。宜しくお願い致します。
箸蔵会員・・・一昨日は仁和寺で法要を勤めてまいりました。
12/8 まで観音堂の内部を見学できます。京都へお越しの際は是非。
髙見会員・・・E クラブ長澤会長、吉井様をお迎えして。今日は宜しくお願いします。
山本会員・・・E クラブ長澤会長、吉井様をお迎えして。
江見会員・・・E クラブ長澤会長、吉井様をお迎えして。
大岩会員・・・E クラブ長澤会長、吉井様をお迎えして。上郡佐用 RC へようこそ。
脚本が出来上がりました。一読の上ご指導ください。
半田会員・・・E クラブ長澤会長、吉井様をお迎えして。申し訳ありませんが早退します。
谷脇会員・・・お客様をお迎えして。
ニコニコ箱

１２，０００円

親

箱

２１，０００円

計

３３，０００円

合
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睦

