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　近年クラブ員の減少に伴う運営費の負担は会員の皆様へ益々
重くのしかかっているのが実情ではないでしょうか。特にクラブ
事務局の合理化、効率化は喫緊の課題であり、避けては通れな
い重 要な問題と考えます。 クラブ内 ITC 化は、 この問題を抱え
る多くのクラブにとって解決 策の一つのヒントとなることを期待
し、ライオンズクラブ本来の目的であります「奉仕事業」に注力
でき、楽しいクラブライフが送れるよう計画いたしました。
　とかくデジタルと聞くと一歩引いて難しとか分からないとか面
倒くさいで敬 遠されがちですが、 少しの勇気と柔軟ささえ有れ
ばこんなに便利な道具はありません。何より生活を豊かにしてく
れます。ぜひチャレンジしてみてください。
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ICTとは？

STEP_01 ❶ ▶ IC T について
【ICT】「Information and Communication Technology

（インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー）」
の略。日本語では一般に ” 情報 通信技術 ” と訳される。従来か
ら使われている「IT（Information Technology）” 情報技術 ”」
に代わる言葉として使われている。海外では、IT より IC T のほう
が一般的である。

【IC T 機器や環境の一例】
パーソナルコンピュータ、タブレット、スマートフォン、携帯電話、
デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、インターネット、クラウ
ドサーバ、クラウドコンピューティング等

　 これらの IC T を取り巻く環 境は急 速に、 しかも安 価に広く一
般へ普及しており、IC T なしでは生活が成り立たない、そんな時
代がやってきました。電子メールやインターネットショッピング、
Facebook に代表される SNS 等様々な分野で我々の日常生活は
劇的に変 化して参りました。 これらの IC T を組み合わせて上手
に活用することで、効率的、効果的な会議やクラブ運営が期待
できます。
　 見 たい資 料、 会 議 の資 料 はタブレットやノートパソコンにク
ラウドサーバからダウンロードして閲覧する、同時にプロジェク
タで資料を投影すれば全員が容易に情報を共有することができ
る。組み合わせることによって色々な可能性も広がります。
　 クラブの IC T 化はペーパーレスを可能にしてくれます。 このこ
とにより森林資源の保護や紙資源の節約、CO2 の排出削減など
環境保護活動の一環にもつながります。プリントレスによりコピ
ー代、印刷代、製本の経費、郵送費等経費の削減にもつながり
ます。修正や更新も簡単で費 用も掛かりません。しかも資料の
保管には一切場所を取らず整理やファイリングも簡単です。廃棄
してもゴミは一切出ません。
　 柔軟な発 想と理 解、 そして少しの協力でクリーンで 効率的な
事務所 運営が実現できるのです。ペーパーレス・プリントレスど
ころかオフィスレスも不可能ではありません。
　今すぐできるところからはじめてみませんか？

※該当項目・ページをクリックすればそのページにジャンプします。
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ICT化の基本的な
流れは？

STEP_02 ❷ IC T 化 の 基 本 的 な 流 れ は、 下 記 の 様 なイメー ジ で す。 
作 製された資 料や画 像をクラウドサーバーへアップロー

ドしておきます。会議時など必要な資料を自分の端末（タブレッ
トやパソコン） にダウンロードして閲覧します。 プロジェクター
があれば接 続して投 影すれば、端末機 器をお持ちでない方々も
閲覧でき皆さんで情報を共有できます。この簡単な文書共有シ
ステムでペーパーレス会議が実現できる訳です。

❸ では実際に使用するアプリケーションをご紹介します。
まず、 クラウドサーバーは「Dropbox」 を 使 用します。

ホームページから無料でダウンロードできるアプリケーションです。
容量は 2GB と少ないのが難点ですが、有料でグレードアップも
できますし、色々と無料で容量を増やしていく方法もあります。

INDEXに戻る

使用するアプリ
ケーションは？

STEP_03

インストールや使用方法などはアプリケーションに添付されて
いますので、そちらを参照してください。
Apple の iOS、Google の Android どちらにも対応しています。

文書共有システムのイメージ図
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次に端末で使用するアプリケーションをご紹介します。
Sidebooks という、これもホームページから無料でダウンロードできるア
プリケーションです。Dropbox との連携がスムースに行え、まるで資料が
整理された本棚に並べられているようなイメージです。

例会のレジュメや資料は事
務所からメールで送付され
た物（PDF 形式のファイル）
をタブレットで閲覧します。
ペーパーレス、プリントレス
を可能にし、経費の節約を
図っています。

全員には行き渡っていないのでプ
ロジェクターを併用しています。タ
ブレットはこれから順次増やして
行く予定です。

アクティビティーの報告や講習会
をタブレットとプロジェクターを使
用して行うなど、例会のマンネリ
化の予防にもつながります。

❸ 実際に ICT 化に取り組んでいるクラブの事例をご紹介します。
【2R-2Z 岡山せとうちライオンズクラブ】

2013 年度から事務所の合理化への取り組みを始める。クラブの事務
所を廃止し、従来の事務所の業務や会計処理は代行業者に移行、委
託。同時に ICT 化にも取り組む。これにより運営費の大幅な削減を
実現、赤字も解消される。効率化によって会費を半額に減額。2014
年度会員純増 5 名を達成できたのもこの合理化が起因するところが
大きいと推察される。今のところクラブ運営は順調に推移している。

例会資料のファイルをクリックすると下記の書棚が
開きます。書棚の中から必要な書類をクリックすれ
ば、書類が開きます。後は電子書籍の様に画面を
スワイプし資料をめくります。

インストールや使用方法などはアプリケーションに添付されて
いますので、そちらを参照してください。
Apple の iOS、Google の Android どちらにも対応しています。

実際の導入例

STEP_04



編集・制作：2015~2016 336-B 地区広報委員会


	Button 121: 
	Button 120: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 

	Button 118: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 

	ボタン8: 
	ボタン12: 
	Button 119: 
	Button 122: 


