
 

 

  

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆ お客様 コム・サポート(有) 斉藤 功様 

◆ 会長あいさつ        二階堂祐司会長 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                     

                                   

３月８日の例会記録 

 をしてほしいと言われているそうです。うちで考えると社

員は私を含めて 5人の会社ですから、全員が濃厚接触

者になってしまう可能性があるので、何かやろうと思っ

ても怖いですね！何かあったら一時的に会社を閉めな

くてはならない！ですから慎重にならざるを得ない気持

ちも若干あります。ですが経済も回していかなくてはい

けないのでできる限り慎重にやっていきたいと思ってい

ます。     

 話は変わりますが、今ウクライナ問題、プーチンが侵

攻して 1 週間以上たつのですが、理不尽な行動を見て

いると腸が煮えくり返る。こんなことがあって本当の良

いのか！人 1 人殺すのも大変なことなのに、何千人も

の人が亡くなっている！またネット上ではプルシェンコ

の発言にも疑問を感じる！またユニクロのロシア営業

継続の反面ウクライナには１１億支援にその他物質的

な援助と聞いていると腑に落ちない気もしますがこれ

は賛否両論あると思います。今ロータリアンとして個人

として何ができるのか考えていただきたいと思います。

私のところにロータリー財団管理委員長のジョン F. ジ

ャームさんから「ウクライナ支援について」メッセージが

届きました。地区の方から支援のお願いが来ると思い

ますが今できることは何かを考えて行動していただけ

ればと思います。 

 今日は斉藤さんと飯山委員長にホームページ管理と

活用法をご教示願いたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんこんばんは、例会にご参加いただきありがと

うございます。 

昨日は 5,000 人くらいと少なかったようですが、今

日はまた 8,900 人、3 回目のワクチンも効いてきたの

か少なくなってくるのではないかと思っております。 

例会も今年 2 回目と言う事ですね！私は今年第 1

回目の新年例会の時にコロナの疑いがあり出られな

かったので、今年初めての例会ということです。まだ

まん延防止中なのですが、これからロータリーの例会

がもとのように戻っていけたらと思っております。 

年度末で子コロナ 2年目と言う事で、私も色々な会

に参加させていただいていますが、昨年は会費を払

ったのはロータリーだけでした。他の会は活動をしな

かったと言う事で会費の徴収はありませんでした。今

年はとの相談を受けたので、会費をいただき、何か行

動を起こそうではないか！このまま行動しないでいる

とどうでもよくなってしまう！やらなければやらないで

よくなってしまう！会費も集めようとの話になりまし

た。とは言っても私の周りにもコロナに罹った人や今

日もよく来ている営業マンから電話がありまして、明

後日現場に同行する予定でしたがいけなくなりまし

た。一緒に回っていた同僚がコロナに罹ったとのこと 

で濃厚接触者と言う事で自宅待機、オンラインで仕事 
 

会 長：二階堂祐司 

幹 事：佐々木一男 

 

例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
事務局：草加市青柳 8-56-21 
    TEL/FAX 048-967-5315 
    PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp 

国際ロータリー第 2770 地区第 9 グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

第４６８回 例会 ３月１５日 草加市文化会館 

２０２１‐２２年度 国際ロータリーのテーマ 奉仕しようみんなの人生を豊かにするために 

 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘           幹事報告 
ロータリーソング         委員会報告  
四つのテスト        ＳＡＡ報告 
お客様紹介             出席報告 
会長挨拶              閉会点鐘 
 2015-16国際奉仕事業追跡報告 

事業担当者 佐々木一男会員 
牛山信康会員・飯山英彦会員 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
皆さんこんばんは、コム・サポートの斉藤さんは、当クラブのホームページを構築・管理していただいてい

る方です。本日は、お話を伺いご要望などがありましたら質問していただきたいと思います。 

宜しくお願い致します。 

 

ＩＴ委員会 飯山英彦委員長 

  

              皆さんこんばんは、コム・サポートの斉藤です。草加松原ロータリークラブ様のﾎｰﾑﾍﾟｰ

ｼﾞの構築させていただいています。草加松原ロータリークラブ様の活動について方向性に

ついてのﾎｰﾑﾍﾟｰｼの活用法があるのではないかとお話をいただきましていくつか案や予

算についての提案をお持ちしましたのでご説明させていただきたいと思います。ご質問等

ございましたらメモをしておいていただき、後ほどお聞かせいただきたいと思います。 

宜しくお願い致します。 

 草加松原ロータリークラブ ホームページ活用 
 今後の方向性  

 ・ロータリー情報委員会公共イメージ部⾨    ＩＴ委員会 

ロータリー情報委員会公共イメージ部⾨の理念     

ロータリークラブの価値の発信        １．Facebook（ターゲットに合わせた情報提供） 

                              ２．Twitter（声なき声を聴くツール） 

                              ３．You Tube（臨場感のある情報発信） 

                              ４．プレスリリース（参考資料） 

 IT委員会の理念    
・ペーパーレス化 

・ホームページ整備 

・情報発信・受け⽫ 

・会員さんへの連絡のペーパーレス 

 

 

 

 

 

 

 

概算予算 
１．Facebook ページを構築 ： 5万円（イメージ看板製作含む） 

２．Facebook の情報をホームページ上に表⽰ ： 5千円 

参考→東京練⾺⻄ロータリークラブ 

３．新着情報をホームページ上に表⽰・更新しやすく ： 5万円 

４．会員向けに SMS、メールなどでお知らせ ： 30万円＋SMSの場合ランニングコスト 

５．レスポンシブ（スマホでも⾒やすく）対応 ： 20万円 

６．英語バージョン ： 20万円（固定情報ページのみ） 

→地元の獨協⼤学生、先⽣、地域の⽅との交流が⽬的。翻訳データはご提供前提。 

７．会員になるための流れ、会費説明のページ作成、申込⽤紙のダウンロード ： ３万円 

８．会員体験談 ： ３万円（ページ作成のみ） 

９．協⼒、連携している団体からの評価の声、インタビュー ： ３万円（ページ作成のみ） 

１０．Twitterアカウントを構築 ： 3万円（イメージ看板を FBから流⽤の場合 

 

ホームページ管理 コム・サポート(有) 斉藤 功様 

・Facebookページを構築 

・Facebook の情報をホームページ上に表⽰ 

≪参考≫→東京練⾺⻄ロータリークラブ 

・新着情報をホームページ上に表⽰・更新しやすく 

・会員向けに SMS、メールなどでお知らせ 

・レスポンシブ対応 

・英語バージョン→地元の獨協⼤学制、先⽣、 

地域の⽅との交流が⽬的 
・会員になるための流れ、会費、申込⽤紙の 
ダウンロード 
・会員体験談 

・協⼒、連携している団体からの評価の声、インタビュー 

・Twitterアカウントを構築 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 8 日ニコニコ BOX 

金額 10,０00 円 累計 248,000 円 

3 月 8 日  出 席 報 告 

会員総数 33 出席 14 

出席免除  6 ＭＵ  2 

出席適用 27 出席率 59.26 

今後のプログラム  
3/22 加藤会長エレクト「PETS」報告  レセプション 
3/29 お花見例会             今様本陣 
4/5  1～4 月の誕生・結婚祝      レセプション 
 

          

 

   幹事報告         佐々木一男幹事 
 皆さんこんばんは、幹事報告をさせていただきます。 

３月２９日お花見例会を企画いたしました。ご家族の 

皆様にもご参加いただきまして日頃のコロナの鬱憤 

をはらせたらと思います。 

出欠表を回しますのでご記入をお願い致します 
 

Q 草加松原ロータリークラブの Facebookはあると思うのですが？ 

A  Facebook は公開されていないようです。招待された人しか入れない状態です。 

これとは違って「Facebook ﾍﾟｰｼﾞ」をつくるとホームページのようなものになります。 

情報発信を考えると、YouTubeや Twitterなどいろいろあります。それぞれに特性があります。 

例えば「TIKTOK」は、10代 20代の人が良く使う、４０．５０代の人はあまり使わない！そこに情報を載せてもい

いがない。どんな情報をどこにのせるかを考えると良いと思います。Facebook は世代的に良いと思います。 

YouTube は動画です。例えば Facebook から入ってホームページがあるのなら、しっかり見てみようなどと、ど

こから入っても繋がっていかれるよう関連性を持たせることは大事です。ホームページは受け皿と考えていた

だけるとよいです。SNS や Facebook、YouTube の情報で広げて興味を持たれた方がホームページをしっかり

見ていただく！可能性が広がっていくと思います。いろいろご提案いただければ対応をさせていただきたいと

思います。ありがとうございました宜しくお願い致します。 

  

 

二階堂祐司会長 久しぶりに例会が開催でき、うれしいです。 
コム・サポートの斉藤様本日はありがとうございます。 

佐々木一男幹事 飯山英彦 IT委員長、卓話ありがとうございます。  
飯山 英彦会員 コム・サポート斉藤様、卓話ありがとうございました。 

ホームページ管理コム・サポート斉藤様ありがとうございます。 
牛山 信康会員 例会再開、皆様お久しぶりです。コロナにかからずガンバッテいます。 
鈴木  努会員 久々のニコニコ BOXだったので忘れそうでした。再びコロナに負けずにがんばりましょう。 
加藤 芳隆会員 久しぶりの例会です。飯山ＩＴ委員長、今日は宜しくお願いします。 
田中 和郎会員 春らしい陽気が一変、寒い一日となりました。久しぶりの例会ですが出席が悪そうです。 
長谷部健一会員 久し振りの例会ですね。飯山委員長の卓話を楽しみに来ました。 
山崎 秀美会員 久しぶりの例会で心がウキウキなはずですが、寒さが身にしみています。 

斉藤功様卓話楽しいです。 

  

 ３月１２日(土)にさいたま市文化センター小ホールで開催されました。当初の予定は、13日(日)にパレスホテ

ル大宮にて、式典および懇親会の開催を予定されていたようですが、まん延防止重点措置延長につき、急遽

縮小され、式典のみの開催となったようです。今年度の修了者は、徐 緒隆くんをはじとするめ 24名です。当ク

ラブからは、二階堂祐司会長、木村博行カウンセラーが出席されました。 

3 月 8 日 ZOOM 参加者  2 名 

来栖勝幸会員  富永 悟会員 

ZOOMのご参加おまちしてま～す！ 


