
 
  
  

令和４年 ５月３０日（月）第 2070 回例会 

12：30 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」 斉唱 

会長挨拶   柿木 満雄 会長 

幹事報告  上屋敷 貴紀 幹事 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

13：00  会員インタビュー（１回目/３回予定） 

  「ロータリーの精神について」 

ベテラン会員の意見を聞こう！！ 

13：30 閉会点鐘 

本日の例会  

令和４年 ６月 ６日（月）第 2071 回例会 
＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

祝事  米山奨学金授与（６月分） 

会員インタビュー（２回目/３回予定） 

 「ロータリーの未来について」 

若者会員の意見を聞こう！！ 

令和４年 ６月１３日（月）第 2072 回例会 
＜12：30 開会点鐘 小松屋 お弁当持ち帰り＞ 

会員インタビュー（３回目/３回予定） 

 「ベテランと若者の調和について」 

中堅会員の意見を聞こう！！ 

令和４年 ６月２０日（月）第 2073 回例会 
＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

未 定 

令和４年 ６月２７日（月）第 2074 回例会 
＜18：00 開会点鐘 小松屋＞ 

17：30～ 受付 

  18：00  開会点鐘 

            今年度を振り返って 

 会長・幹事・各理事 

  19：00  閉会点鐘 

       お疲れさん会 開宴 

 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫   

①5/21 開催 2022 年規定審議会報告会時 

 スライド原稿 

②2022 学年度世話クラブに対して 

⇒世話クラブ補助費 45,000円（次年度会計収入） 

③地区大会ご出席の御礼＆ダイジェスト映像ＤＶＤ 

令和４年５月３０日発行 

～創造を もっと素直に。もっと楽しむ。～ 

ＭＡＲＵＯＫＡ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ 

丸岡ロータリークラブ会報 

 

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。 

ビジター受付のみ実施日    詳しくは https://rid2650-pub.com/ 

 

感染状況によっては、 

例会予定を変更する場合があります。 



 
 
 
 
  

昨日、第 169 回福井県下ロータリークラブ現・新会長幹事会がアオッサにて開

催され、4名で参加してきました。福井北ＲＣがホストクラブとなり、栗田パス

トガバナー、松原パストガバナー、田中次年度地区幹事長、３名の福井地区のガ

バナー補佐が来賓としてお見えでした。福井地区 19クラブの現状報告と課題や、

活動報告がありました。それぞれのクラブがコロナ禍の例会を工夫しておこなっ

てきていることを発表されていました。福井ＲＣや福井北ＲＣのように１００名

前後の会員がいるクラブは、クラブ会計としては、余裕がありますが、丸岡ＲＣ

のように少人数のクラブでは、今後ＲＩ人頭分担金や地区分担金が増加していく

と、運営が厳しくなっていくだろうなと感じました。 

本日入れて今年度は、6回です。本日もよろしくお願いします 

 

柿木 満雄 会長挨拶                         ５月２３日（月） 

スマートフォンを使いこなそう！               ５月２３日（月） 

内容を企画した理由について    プログラム委員長  三寺 康信 会員 

私が、携帯電話を持ったのは 28 歳のとき、25 年くらい前です。その時は、電話

とメッセージしかできませんでした。現在スマートフォンを持っていますが、その

当時としていることは変わりなく、使いこなしていないように思います。先日出張

で仙台に７時間半かけて車で移動したのですが、２０代の人たちは、現地には来て

おらず、スマートフォンでオンラインにて打合せに参加していました。 私は、時

間をかけて物理的に移動していることに大変疑問を感じました。 
また、エレベータの保守管理もしているのですが、客先のエレベータの故障があ

ると、スマートフォンに、その状況が自動的に送信されてきます。残念ながら、ど

のような仕組みになっているかは、私は理解していないのですが。 
このような便利なツールは、ビジネスマンとして取り入れて知っておくべきなの 

ではないかと考えてこの例会を企画しました。パソコンや、スマホのＩＴ機器関係に強いのは、丸岡ＲＣでは、上

屋敷会員と海道会員ですので、今日は、アドバイザーをお願いしました。宜しくお願いします。 

生活編              アドバイザー    海道 佳秀 会員 

私自身、スマホを片時も離さないヘビーユーザーです。寝るときも、トイレも一

緒、お風呂にもジップロックに入れて入ります。健康の為に１５分湯船につかると

良いと聞き、スマホで動画を見ながらですと、１５分が苦痛ではなく入浴できます

ので、皆さんも試してみてはいかがでしょうか？ 
＜タッチ操作について＞ 
初心者の方が、何がわからないのかが、わからないので、「よくわかるスマホ入門

アプリ」という本を購入しました。一番の基本は、タッチ操作の仕方です。この５

つのタッチ操作を覚えてください。使用していくうちに、自然とこの操作は、覚え

ていくと思います。また、スマホのカメラの性能は、とても上がりました。その影

響で、デジタルカメラは売れなくなってきました。 



 
＜家電とスマートフォンとの連系について＞エアコン・冷蔵庫・テレビ・オーブンレンジなどの家電とＩＴ機器が

インターネットで繋がるのは当たり前になっており、出先で、家電を遠隔で操作できます。エアコンは、スマホが

リモコン代わりとなり、帰宅前に室内を快適な温度にすることができます。洗濯機は、洗剤の自動投入モードもあ

るので、帰宅前に仕上がるように操作できます。冷蔵庫は、カメラが付いていて買い物中でも中味が確認できる機

種もあります。また、一人暮らしの親の為に、冷蔵庫の開け閉めを監視をし、安否確認をできます。オーブンレン

ジは、上位機種では、レシピをインターネットでダウンロードして、自動調理ができます。これらすべての機能を

使いこなす人は、今のところいませんが、今後進化していく技術と思われます。 

＜動画アプリについて＞最近は、テレビが売れません。なぜかというと、スマートフォンで動画を観る機会が増え

たからです。YouTubeやＧＹＡＯ！・Netflix・ＴＶer（ティーバー）など、多くの動画アプリが提供されています。

ＴＶer（ティーバー）は、民放のテレビが無料で見れるアプリ（無料）です。スクリーンに試写します。ご覧いた

だいたように、タイムシフトのビデオがなくても全て観ることができ、スマホなので、観る場所も選ばずとても便

利です。また、企業は、広告をテレビではなくネット上に流した方が効率がよいので、テレビで流れるコマーシャ

ルのスポンサー料が減る傾向になり、テレビ局の番組制作費が削られているのが現状です。YouTube では、自分の

興味のあるカテゴリーを検索して観ると次々と関連動画が出てきます。観たいことしか観ない傾向にあります。 

＜便利なアプリについて＞様々な、アプリ（アプリケーション）をスマホや iPad にダウンロードすれば、とても

便利になります。例えば、GoogleMap（グーグルマップ）は、カーナビの様なものです。現在地の周辺のお店を表示

します。試しに丸岡の電器店をすると、「海道電機」が表示されます。今月の表示回数 2166 回で 1日 100回くらい

閲覧されています。ここに写真や記事を掲載するのは、無料です。最近は、飲食店など、行こうとするところを事

前に検索します。飲食店は、★3.5 以上がついていないと実際に来店してもらえないことが多いです。店側にとっ

ては、この評価は過酷です。そして、実際に経路を入れて、ナビになり道順を案内してくれます。車にカーナビよ

りも常に、最新に更新されているので、とても便利です。 

Microsoft 社のソフトが、無料で提供されていて Excelや Wordが、スマホ上で使用できます。Instagram・Facebook

については、また別の機会にお話できたらと思います。 

ビジネス編            アドバイザー   上屋敷 貴紀 会員 

皆さんご自身のスマートフォンの OS が何かわかっていらっしゃるでしょう

か？スマートフォンのＯＳは、日本で流通しているスマホの約９割が「iOS」か

「android OS」の形態になります。 

 

 

 

 

 

スマートフォンは電話機能がついているパソコンです。ですので、会社のメールもスマホで閲覧できます。 
昨今、オンライン会議が増えています。アプリの違いで、Web 会議システムがいくつかあります。よく耳にする

Zoom、skype（昔からあるテレビ電話システム）Microsoft社の Teams など種類があります。ロータリークラブで

は、地区でも Zoom を使用していますので、今日は Zoom について説明します。 
まずは、アプリストアで、Zoom アプリをインストールします。その後、オンライン会議に参

加してみましょう！！ 
主催者から連絡あったミーティングＩＤと 

パスコードを 
入力すると簡単にミーティング

会議に参加できます。 

（または、メールで Zoom の招

待メールを選択して本文に記載

されたミーティングのリンクを

タップすると参加可能） 
 

・補足説明 
「iOS」とは Apple が提供している、iPhone などの Apple 製品に搭載されている OS で、

Apple 製品上でしか動作しない。 
「Android OS」とは、Google が開発した OS で、主にスマホやタブレットに搭載されてい

る。アップグレード可能かつ無償で提供されているため、様々な会社がスマホに組み込んで

おり、これらの端末が総称して「Android」と呼ばれている。Android OS の特徴は「自由度

が高い」ということ。 

真剣にご自身のスマホで Zoom の体験中 



 

委員会報告                    ５月２３日（月） 

西出  上屋敷さん、海道さん、卓話宜しくお願いします。 
岩田  本日もたくさんのご寄付ありがとうございます。 
八百山 本日はスマートフォンを使いこなそうということですが、使っ

ているアプリは数個です。もっと知りたいような知りたくない

ような、、、、宜しくお願いします。 
海道  がんばります！！ 
竹吉  上屋敷会員、海道会員本日は、スマートフォンの使い方を勉強

させていただきます。 
南勝文 本日も皆様御苦労様です。 
多田  本日も宜しくお願い致します。 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 5 月 23 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 22,000 円 622,000 円 1,094,500 円 

ロータリー財団 18,000 円 454,100 円 

米山記念奨学会 16,000 円 421,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １９名 

柿木会長  本日も宜しくお願い致します。 
上屋敷幹事 皆様本日もよろしくお願い致します。 
下田    先日草津温泉へ行ってきました。スマートフ

ォン楽しみです。 
奥村    我が家では未だコタツがはなせません。 
林田恒正  スマートフォンの勉強、楽しみにしていま～

す！ 
東角    スマートフォン、勉強します。 
水﨑    スマートフォンは苦手です。 
杉本    本日もよろしく！ 
三寺    本日もよろしくお願いします。 
松井    上屋敷幹事、海道会員スマートフォンの使い

方よろしくお願いします。 
川上    スマホの裏技教えて下さい。 
竹澤    よろしくお願いします。 

◆出席報告◆  出席委員会  

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

5/23 ３２ ２６ ２ １ ３ 89.66% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １７名 
林田千之 下田 奥村 東角 水﨑 柿木  杉本 松井 
上屋敷  川上 竹澤 西出 岩田 八百山 海道 竹吉 
南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １４名 
下田 奥村 林田恒正 水﨑 柿木 松井 上屋敷 川上 
竹澤 岩田 八百山  海道 竹吉 南勝文 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３２名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日19時 00 分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

    （月）14時から 18時（火～金）13時～17時  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 理事－東角 操 会報委員会 委員長－川上純幸 副委員長－東角 操 

委 員－竹吉 睦 前川正智 

このように、お手元のスマートフォンで簡単に参加できます。遠隔地であっても、移動中でも、出張先の仕事終わ

りのホテルでも簡単に参加ができるようになります。パソコン持っていなくてもよいので、便利なツールです。 
＜オンライン会議の時のマナー＞ 
自分の声が会議の部屋の中で聞こえてるような状態はＮＧです。入室後は、マイクをミュートにし、自分の発言

の時には、マイクをオンにする。また、ビデオ画面をオフにしたり、背景を変えたりすることも可能です。会議が

終わった時は、退室ボタンを押しましょう。 
 


