
皆さんご承知の通り、我々の地区では渡辺ガバ

ナーを先頭にEクラブの設立に向け現在その準備

たけなわといったところです。また、皆さんには過日

よりEクラブ会員候補者のご紹介を頂くべくお願い

を重ねているところではありますが、本日はそのEク

ラブについてお話を致します。

このEクラブは、RIの６年間に及ぶ試験的プロジェ

クトを経て２０１０年の規定審議会において１地区２ク

ラブまでの制限つきで正式認可されました。その後、

２０１３年の規定審議会では１地区２クラブまでの制限

は撤廃され現在に至っています。

Eクラブの設立に関しましては、基本的に通常の

クラブと同様ですが申請や設立に関する責任はガ

バナーに属します。ガバナーは地区拡大委員会と連

携して準備を進め設立のための特別代表やスポン

サークラブを任命する必要があります。

通常のクラブとEクラブとの大きな違いは、Eクラ

ブが毎週の例会をウェブサイト上で行うことです。E

クラブの会員は一週間のうち、どの曜日や時間で

もパソコンの前に座れば例会に参加することが可

能です。地域社会における奉仕プロジェクトの実施

や財団・米山への支援、会員同士の親睦、あるい

は効果的なクラブとしての重要な要素は通常のク

ラブと全く同様です。２００４年から２０１０年までの試

用期間中、Eクラブは３５５の社会奉仕プロジェクト、１

０６の国際奉仕プロジェクト、５５の職業奉仕プロジェ

クト、７０の青少年奉仕プロジェクトを実施し、更に１５

万米ドル以上を財団に寄付した実績を残しています。

例会は正式な例会時間にウェブ担当者または幹

事が例会資料をウェブ上に掲載することとされてい

ます。会員はその週のうち都合の良い時間に例会

を訪れることができます。また、他の会員とのウェブ

上での会話や興味ある事柄についての意見の書き

込み等も自由にできます。時にはプロジェクトの実

施や夕食会・地区の年中行事等に直接参加して親

睦を深めることなども可能です。通常のクラブ例会

への参加が物理的に不可能な方達にとっては非常

に都合の良い選択肢の一つとなっています。また、

通常のクラブの会員もパソコンがあればEクラブの

例会に参加可能ですのでメーキャップ等には貴重

な存在となっています。

Eクラブの運用にあたり必要な器材は①専用の

ウェブサイト。②例会開催のためのオンライン会議

のソフトウェア。③ウェブサイトの会員専用セクション。

④オンラインでの金銭収納システム等となっていま
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す。

その他、当地区のEクラブ設立にあたっては①通

常クラブ同様に会員の推薦が必須。②クラブは当

地区に所属しますが世界中どの地域からでも入会

可能。③入会金および年会費が必要。

①10月19日地区大会、相鉄線 大和駅横浜方面

ホーム（先頭車両）AM9時45分集合です。

定例理事会＜審議事項＞

①9月25日夜間移動例会の決算について承認。

②９月予算の執行状況報告承認。

③会員証明盾の作成について継続審議。

④新入会員候補３名について３名の推薦・職業分

類・会員選考結果報告の承認。

⑤11月29日（土）クリスマス例会について、六本木

「金魚」にて行う予定、概略承認。

⑥東慶州RC来日に伴う件バス代金・初日の例会

費用・二次会費等で、約52万円掛かる。予算等

は改めて会合を開く。11月7日（金）11月13日の

例会を11月7日に振替え東慶州RCとの合同例

会にする

⑦ロータリー財団奨学生の推薦に関する件横澤会

員より高倉雅子さんを推薦願いあり。地区財団

補助金とグローバル補助金の両方で奨学生推

薦を提出する承認。

⑧外付けハードディスク購入とセキュリティソフト購

入の件購入承認。

お祝いの方々

親睦活動委員会 野口 宏 副委員長

会員誕生日 北砂 明彦 君 10月18日

藤田 方巳 君 10月26日

配偶者誕生日 梅田 安代 夫人 10月24日

神作 道江 夫人 10月27日

結婚記念日 入江 公敏 君 10月18日

郡司 守 君 10月20日

北島 照介 君 10月22日

梅田 秀雄 君 10月24日

藤田 方巳 君 10月30日

創業記念日 石川 健次 君 10月18日

入会記念日 藤塚 勝明 君 10月16日

古木 勝治 君 10月18日

中島 康次郎 君 10月26日

引田 俊一 君 10月28日

髙橋 政勝 君 10月30日

「日系企業を取り巻くアセアンビジネスの現状」

ジャパン・ビジネス・ポータル有限責任事業組合

ディレクター 本間 聡 様

八千代銀行 営業統括部 ソリューション営業課

主査 古川 敦士 様

【本間聡氏経歴】

英国ブラッドフォード大

学大学院（国際開発学

修士）修了、日系コンサ

ルティング会社、米国お

よび英国政府経済開発

機関にて企業誘致、貿

易開発、産学共同開発

コーディネート等を担当後、

ジャパン・ビジネス・ポータルLLP（有限責任事業組

合）を設立に参加。

現在、ディレクターとして中国、インド、ASEAN諸

国への日系企業の進出支援サービスに従事する。

各国の現地パートナー企業との共同作業で顧客企

業へ実務型支援サービスを提供している。
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卓 話

幹事報告 小栁 智裕 幹事

委 員 会 報 告
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山崎 賢二 会長、小栁 智裕 幹事

本日は、八千代銀行営業統括部主査の古川敦士
様、ジャパン・ビジネス・ポータルディレクター、本間聡様
によります「日系企業を取り巻くアセアンビジネスの現
状」の卓話です。楽しみにしています。宜しくお願い致
します。
横澤 創 様

本間聡様、本日の卓話を楽しみにしておりました。1
1、12月のプログラムを配布致しました。計画書と若干
違っております。お間違い無きよう！
入江 公敏 君

結婚記念日お祝いありがとうございます。ちょうど33
年になります。33回記です。
藤塚 勝明 君

入会記念日を祝って頂き、ありがとうございます。
髙橋 政勝 君

今日は急用の為、早く帰ります。宜しくお願いしま
す。入会記念のお祝いありがとうございます。
郡司 守 君

結婚記念日のお祝いありがとうございます。忘れて
おりました。50年を過ぎると、どうでもよいと言うか、
ぜんぜん気にも留めなくなりました。家に帰って忘れて
いなかったら、二人して乾杯でもしてみます。

中島 康次郎 君

ロータリークラブに入会させて頂き、いろいろと勉強さ
せて頂きました。まだまだですね。今後ともご指導宜し
くお願いします。頑張ります！
北砂 明彦 君

誕生祝い、ありがとうございます。これからも健康に
気を付け、張り切って仕事して参ります。
藤田 方巳 君

①結婚記念日のお祝いありがとうございます。妻
とは同い年です。
②誕生日のお祝いありがとうございます。67歳に

なります。
神作 彰 君

妻の誕生日を祝ってくれてありがとうございます。
梅田 秀雄 君

妻の誕生日と結婚記念日を同時に祝って頂き、あり
がとうございます。いつも仲良くしています。
石川 健次 君

創業記念日のお祝いありがとうございます。本日
は時間確保のため割愛してください。
海上自衛隊第四航空群司令海将補 二川達也 様

卓話の謝礼をスマイルとして頂きました。ありがとう
ございました。

スマイルボックス 青柳 文四郎 委員長 本日 \24,000 累計 \272,900


