
 

 

第 1068 回例会 2020 年 10 月 13 日 

 
  委員長 合原亮一君 

 会報これまで諸先輩方が作り上げ
てきた資産が大きいので、変えるこ
とができる部分はあまりないと思っ
ています。その中で、少しでも便利に

とか、外部の人にも見せやすいものにしようという
ことを考えました。今年度少し変えた部分は、次回
のテーマを掲載するようにしたことと、外に出して
も良いようにと考えながら編集しているぐらいです。 
 例えば今日配布させていただいた会報で、地区大
会自体のプログラム内容について詳しく書くよりも、
地区大会での六文銭の活動とコロナ対策、山極先生
の講演についてに絞っています。ロータリー以外の
方が関心を持ちそうなことに焦点を当てて、クラブ
の紹介の資料になるように考えてのことです。 
 コロナ下では、例会が開けない期間が長くなりま
したので、中澤会長の発案で会報の特別号を発行し
ました。原稿をいただいた皆さん、また編集にあた
ってくれた堀内さん、ありがとうございました。例
会ができなくても会員をつないでいく役に立てたの
はないかと思っています。こうした機能も会報の役
割と考えて、例えば所用でお休みされた方にも、ど
のような例会だったかが、イメージできるような内
容にしていきたいと考えています。 
 会報の誌面には限りがありますので、内容を一部
割愛することもあります。そういうものを Web 等で
公開することも考えても良いとも思っています。広
報委員会のご担当と思いますので、協議させていた
だけば良いのですが、コロナもあって、そこまでた
どりついていない状況です。 
 会報は Web で公開されていますが、内容で検索す
ることができません。今はコロナ下なので、会員の
卓話が中心ですが、これまでは色々な方のお話があ
りましたので、こうした内容にアクセスしやすくす
る工夫もできればと考えています。 
 ただ、毎週の発行ですので、そうしたことまで手
が回らないというのも事実です。内容を良くしなが
ら、発行の手間は減らして、その分を他の試みに当
てられればと考えています。そのために皆さんにお
願いしているのが、卓話などお話しされる内容の原
稿を作っていただき、そのデータをいただくことで、
会報編集作業を効率化することです。今後もできる

だけご協力いただければと思います。 
 会報のことはこの程度にしまして、時間がありま
すので、私自身のコロナ下での経験を少しお話しし
たいと思います。 
 まず、出張が全く無くなりました。それまでは東
京だけでも週に 1 回弱出張していたのですが、2 月
中旬が最後で、9 月下旬にどうしても出張する必要
が出るまで、7 ヶ月東京に行きませんでした。それ
でも何とかなるもので社内だけでなく、お客さんと
の会議もネット会議で対応できました。 
 次に出社しなくなりました。もともと在宅でも仕
事ができる仕組みが看板の会社ですし、週に何日か
は出張していましたし、農業もやらねばならないの
で、出社するのは週に半分ぐらいだったのですが、
社員から「(自分たちが)危ないから来るな」と言われ
てしまい、ほとんど行かなくなりました。最近やっ
と時々顔を出すようになりました。 
 一番大きな違いは、社員が会社に来なくなったこ
とです。元々「在宅でもできるんじゃないか？」と
言い続けてきたのですが、段々「出社しないと仕事
になりません」と言う社員が増えてきて、コロナ前
はほとんど全員が出社していました。 
 ところがコロナになった途端、半分しか会社に来
るなと言っても、ちゃんと仕事ができることがわか
りました。最初は文句を言う社員もいましたが、し
ばらくすると「会社に行くのは大変だからずっと在
宅がいい」と言い出す社員が増えました。特に東京
では、朝 7 時頃から仕事を始めて、3 時ごろには「お
疲れ様でした」となる社員が増えました。往復の通
勤時間分早く上がって自分の好きなことをしている
ようです。早くそうすればよかったのにと思うんで
すが、コロナのおかげで実現できました。 
 次に大きな違いは、ネット会議を多用するように
なったことです。実はネット会議はあまり使ったこ
とがありませんでした。IT 会社ですし、在宅で仕事
ができる仕組みの会社でもあるのですが、音声は記
録に残すのが難しいので、文字チャットを多用して
いました。チームでの仕事は情報の共有やプロシー
ジャー管理ができるシステムを作ります。たまには
顔を合わせることも重要なので、会議は原則オフラ
インでやってきました。 
 でもネット会議でそこそこ用が足りますし、通勤
も出張も不要なので、これまで参加が難しかったセ
ミナー等にも参加できるのも利点です。ネット会議
をあまり使われていない方も、無料のセミナーが沢
山ありますので、試しに色々使ってみられると良い
と思います。多様なシステムにトライして下さい。 
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 最初は接続に時間がかかることが多いので、15 分
位早めにアクセスすることをお勧めします。 
 個人的にコロナで困ったこともありました。それ
は酒量が増えたことです。さすがにオフィスでは飲
み始められませんが、在宅だと、「そろそろいいかな」
と仕事をしながらでも一杯頂いてしまいます。その
まま寝るまで飲み続けてしまいます。空き瓶がどん
どん増えていって、あまりよろしくありません。う
ちのやつにもガミガミ言われます。やっと最近半分
ぐらいに減りました。 
 オンライン飲み会をやっている人もいます。問題
は閉店も終電もないので終わらないことだそうです。
最初に終了時間を決めておくのがコツだそうです。 
 これからは、今コロナで制限していることを少し
ずつ緩めていかねばならないと思っています。でも、
なかなか難しいことなので、皆さんとも情報交換さ
せていただきながら、コロナとの付き合い方を考え
て行きたいと思っているところです。引き続きよろ
しくお願いします。 
 

 

 中澤 信敏君 
1 年前の今日 13 日は、台風 19 号

が通り過ぎた直後でした。夜通しの

ニュースから各地で甚大な被害が明

るみになり、また別所線の鉄橋をは

じめ、いくつもの交通インフラが崩

れた日でもありました。 
日頃上田地域は災害が少ないと過信していました

が、防災の意識を改める日になりました。私の自宅

は山の扇状地に建っているため、急傾斜地に指定さ

れており、去年の台風 19 号の時には、避難所になっ

ている武石小学校の体育館で待機していました。私

も避難所に行ったのですが、埃のアレルギーがあり、

借りた毛布が私に合わず、結局駐車場に停めた車の

中で一夜を過ごしました。そのため、避難道具とレ

ジャーを兼ねてテントと寝袋を最近追加するように

しました。その間、コロナの巣ごもりの経緯もあり

ましたので、長期分の食料品や感染症対策備品の備

蓄も増えました。 
とある会社では、従業員とその家族が 3 日分過ご

せる食料を備蓄している話も聞きました。賞味期限

が切れそうな時期に、その食材で BBQ をやり親睦

にあてるのだそうで、福利厚生の経費として落とし

ているそうです。保存しておく場所やその経費負担

を考えるとうちではまだまだできないですが、そん

な話も参考になりました。 
去年の台風 19 号の被害は、別所線の鉄橋や丸子

の内村橋、他の土砂災害もまだ改修工事が続いてい

るところがありますし、市外ではまだまだ仮設住宅

で過ごされている方もおられると聞きました。早く

元の生活に戻れるようになれば良いですね。 
引き続きまだしばらく台風シーズンが続きますが、

避けられない災害には素早い避難行動や、日頃の災

害準備が大切ですね。気をつけましょう。 
さて、今回発生した台風 14 号も予測に反して北

上せず南下しUターンするようなコースを辿ったこ

とは驚きましたね。過去にも当然あったことなので

しょうが、今までと違うことがあると何かと異常気

象が気になります。 
今回その台風のこともあり日除けのすだれを片付

けました。そのすだれは大き目のすだれで、多分地

上より 2.5mくらいの高さがあるすだれなのですが、

驚いたことにその上の部分にカマキリの卵がありま

した。多分今までの私の経験上見た一番高い位置で

す。複数見かけていないのでたまたま何かを勘違い

したのだと思っていますが、カマキリの卵はその冬

の降雪量を予測していると聞きます。カマキリも何

かいつもと違うことを気づいているのでしょうか？ 
例年通りの適度な降雪量になることを願っています。 

 吉田  穣君 
１．RI より 
 ・10 月ロータリーレート 1＄=105 円 
 ・リソースのご案内 
 ・日本事務局 事務所再開のお知らせ 
２. ロータリー文庫より 

・決算報告書 
３. 地区事務所より 
  ・年次報告書送付のご案内 
 ・地区大会の御礼 
恵送   ・桐生赤城 RC・・会報 

渡邉章貴君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  25 3 0 95.65％ 
前々回 27 1 0 96.30％ 
宮澤広一君   山のきのこありません！ 

杉山 裕君   最近は何でもオンラインで。 

オジサンはついていけません。 

笠原 一洋君 北村 久文君 小嶋 修一君 
松澤 一志君 宮原 宏一君 中澤 信敏君 
水野 泰雄君 斉藤惠理子君 田中 栄一君 
西澤 文登君 山崎 芳雄君 横沢  正君 
清水 一典君 合原 亮一君 吉田  穣君 
湯原  剛君   
ニコニコ BOX 喜投額 10/13 例会 19,000 円 

今年度累計 228,002 円 目標達成率 25.3% 

□司  会  杉山  裕君 

□開会点鐘  中澤 信敏君 
□R ソング  『4 つのテスト』テープ 
□委員会報告 社会奉仕委員会 斉藤惠理子君 
   『ダメ・ゼッタイ』募金ご協力のお願い 

委員会卓話  出席委員長  渡邉章貴君 

会 ⾧ 挨 拶 

幹 事 報 告 

出席・ニコニコ BOX 報告 

例 会 日 誌 

10 月 27 日 例 会 予 定 


