
第 1723 回例会 

4 月 16 日 №38 

●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

     地区広報委員 

本日はお招き頂き有難うございます。前年度、 

セラピー犬の派遣で「地区広報賞」に輝いた相 

模原中 RC さんという事で楽しみに参りました。 

まさに、ロータリアンのお心と奉仕行動が広報 

に載り、ロータリーをロータリー以外の方々に 

も認知して頂いたことと思います。 

 ①素晴らしくても、知らない事や知らせないこ 

とでは多くの成果を得る事が出来ない 

一人の男性がワシントン DC の駅でバイオリ 

ンを弾き、1100 人がその男性の前を通りました 

が足を止め、彼のバイオリンを聴いたのはたっ 

た 6人、お金を入れてくれたのは 20 人程度で 

32 ㌦、止まった人はいません。拍手はなく、こ 

のバイオリニストを認める人はいなかった。 

 

 

 

                
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
田代 恭子 

 駅での演奏の 2日前、ボストンでのコンサー 

トチケットは 1枚 1万円で、全て売り切れまし 

た。バイオリニストの名前はジョシュア・ベル、 

彼は世界で最も才能のあるミュージシャンです。 

それも 3億円のバイオリンを使って・・。 

これは人の視覚・嗜好・優先順位を研究する 

ための実験としてワシントン・ポスト紙により 

行われました。たとえ、どれほど素晴らしくて 

も知らない事や知らせない事は多くの成果を得 

る事は出来ないという教訓のように感じます。 

皆様へのお願いは未来に目を向け、クラブと 

地区の長期的な成功の為、計画を立てる事です。 

②ロータリーの中核的な価値観 

世界中に 34,000 ある RCは、それぞれ独自に 

 

相模原中ロータリークラブ 
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運営されていますが、中核的な価値観を共有して 

います。「私たちは誰か。私たちは何をする人々 

か。私たちは何故そうした活動するのか。」 ロー 

タリーの本質を表した、この文章はこうした問い 

の全てに答えています。  

RI 戦略計画は、クラブが地域や文化に合った活 

動を独自に計画できるようにするものです。各ク 

ラブは現会員、入会見込者、受益者、協力団体の 

ニーズを考えた上で、クラブ独自の戦略を立てる 

ことができるのです。 

公共イメージ補助金と改名された、広報補助金 

は成果が実証されたプログラムであり、幅広い広 

報の機会を提供しています。今後 3年間、地区へ 

の広報補助金として年間 400 万ドルが承認されま 

した。ロータリーに対する認識は、広報補助金を 

利用した地域ほど好ましいという結果です。 

RI は「ロータリー公共イメージ・コーディネー 

    ター」を創設し、クラブによる広報活動を地区が 

    更に支援できるよう、地区への支援を充実させる 

ことになり、日本ではゾーン毎にソーシャル・ネ 

ットワーキング委員長を任命しました。ソーシャ 

ルネットワークや、ブランディング（ブランド構 

築）の取組みなど、長期的なコミュニケーション 

戦略が開始されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③イメージとブランドの統一 

ロータリーという「ブランド」は、私たちの戦 

略であり、行動への呼びかけであり、使命であり、 

会員であり、「グラフィックデザイン」でもあり 

ます。これら全ての集合が「ロータリーとは何か、 

ロータリーとは何をする団体か」を伝えている 

 

 

 

のであり、一般に人々のロータリーへの認識は、 

それによって左右されます。 

このため私たちの「ブランド」が、ロータリー 

について、正しく伝えるようにする必要がありま 

す。ロータリーのブランドは、年次テーマや各種 

プログラムのロゴによって、新しいロゴを導入す 

るたびにメッセージが更に複雑化し、ロータリー 

という根底が統一性の無いものとなります。 

増え続けるロゴが一因となり、クラブが地元で 

確固とした存在として、認められることが難しく 

なっています。RIはソーシャルネットワークや、 

ブランディング等、ロータリーのあらゆるコミュ 

ニケーションの取組みを統合した、長期的なコミ 

ュニケーション戦略に乗り出しました。  

RI 理事会は、ブランドイメージの統一がロータ 

リーの未来にとって重要であることを認識し、ロ 

ータリーのブランド再生に、引き続き取り組んで 

いくことに同意しました。 

インターネットの普及に伴い、コミュニケーシ 

ョンの世界は 4～5年で急速に変わりました。フ 

ェイスブック、ツイッター、Eメール、「ザ・ロー 

タリアン」誌、Eメールのニュースレター、看板、 

雑誌、テレビ、ラジオ、携帯電話、タブレット、 

ウェビナーなど、数え挙げたら切りがありません。 

④ソーシャル・ビジネス戦略 

2012 年 1月 23 日～27 日理事会はソーシャル・ 

ビジネス戦略（social business strategy）につ 

いて以下の声明を発表しました。 

「ロータリーはロータリアン、ロータリー・ファ 

ミリー、一般の人々に参加を求めるためにデジタ 

ル戦略、ソーシャル戦略を取り入れていく。使用 

するツールは、ロータリアンの信頼に値するもの 

であることとする。これらのツールは、ロータリ 

アン同士の関係を構築して繋がりを深め、またロ 

ータリーに関する活動を話し合い、協力に役立つ 

ものとする。こうした目標に適うソーシャル・テ 

クノロジーの利用と、不足部分については新しい 

テクノロジーの開発を奨励する」 

理事会はロータリーの従来のコミュニケーショ 

ンのやり方を見直し、その結果、多くの人々にメ 

ッセージを届けるため、さまざまな成功例に絶え 

ず耳を傾け、ソーシャルネットワークの開発と、 

 



               
      

 
 
●田代 恭子さん（地区広報委員 箱根ＲＣ） 
 本日、卓話にお伺いしました。どうぞ、宜しく 
 お願い致します。 
●江成会長、黛幹事 
①4 月の入会記念日お祝の神田さん、山中さん、

横溝さん、おめでとうございます。 
②本日のゲスト卓話、地区広報委員の田代様、雑 
 誌月間のお話、宜しくお願い致します。 
●永保 固紀会員 
 ご無沙汰しました。4 月 3 日に、「開山四〇〇回 
 忌法要・記念事業落慶式」を無事に終わること 
 ができました。 
●山中 四郎会員 
 入会記念日を祝って頂き、有難うございます。 
 昭和 63 年に入会以来、26 年目に入りました。 
●横溝 志華会員 
①本日、入会記念日を祝って頂いて、ありがとう 
 ございます。 
②田代さん、卓話を楽しみにしています。 
●阿部 毅会員 
①本日の卓話、地区広報の田代委員、宜しくお願 
 い致します。 
②本日、入会記念日お迎えの皆様、おめでとうご 
 ざいます。 
●佐々木 敏尚会員 

     本日お祝を受けられる神田さん、山中さん、横 
     溝さん、おめでとうございます。 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
●加賀 治夫会員 
久し振りの例会出席です。忘れないで下さい。 

●小野 孝会員 
①4 月 25～30 日まで相模原駅ビル 4 階で「絵画 
展」を開きます。時間のある方、お出で下さい。 

②入会記念日祝の方々、おめでとうございます。 
●瀬戸 裕昭会員 
①地区広報委員の田代さん、卓話楽しみです。 
宜しくお願いします。 

②本日お祝を受けられる神田会員、山中会員、横 
溝会員、おめでとうございます。 

●西島 満会員 
①箱根ロータリークラブの田代さん、ようこそ。 
 同期の桜ですね！ 
②入会記念日祝、神田さん、山中さん、横溝さん 
 おめでとうございます。 
●櫻内 康裕員 
①お祝の皆さん、おめでとうございます。 
②本日の卓話、地区広報委員の田代さん、宜しく 
 お願いします。 
●最住 悦子会員 
 今月の入会記念日祝の皆様、おめでとうござい 
ます。 

●田所 毅会員 
①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 
②所用で、早退させて頂きます。 

今年度スマイル累計額 ８２９，３１０円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①新規米山奨学生・継続学生のためのオリエンテ 

ーション開催のご案内 

     新米山奨学生、カウンセラーのためのオリエン 

テーション並びに歓迎会を開催致します。尚、 

当日、新奨学生には奨学金（４月分）を地区よ 

りお渡しします。 

     日時：4月 27 日（土）13:30～オリエンテーシ 

ョン、17:30～歓迎会 

場所：建長寺（鎌倉市） 締切：4月 22 日 

出席要請：次年度会長、カウンセラー  

②次年度クラブ幹事と事務局の研修会のご案内 

     次年度も引き続き、研修会を開催致しますので、 

次期幹事と事務局のご出席をお願い致します。 

尚、次期幹事が出席できない場合は、代理者の 

手配をお願い致します。 

日時：5月 20日（月）15:30～17:30 

場所：藤沢産業センター 返信締切：5月 7日 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

相模原商工会館３Ｆ 

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605 

●例会場 相模原市民会館４Ｆ「あじさいの間」 

〒２５２－０２３９  相模原市中央区中央 3-13-15 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

＜４月入会記念日祝＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お祝ショートスピーチ    横溝志華＞ 

 

例会プログラム 

４月２３日→移動例会「米山梅吉記念館訪問」 

  ３０日例会取止め 

５月 ７日「地区協議会の報告」 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  横溝 志華 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング 「我らの生業」 

ソングリーダー  田後 隆二会員  

エレクトーン演奏 榎本 みどりさん 

ゲ ス ト    田代 恭子さん 

         （地区広報委員・箱根 RC） 

●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

●編 集（親睦活動委員会）  

委員長   阿部  毅 

副委員長  櫻内 康裕 

委 員  甲斐美利、菊地啓之、豊岡 淳、早川正彦 

佐々木敏尚、田後隆二、伊倉正光、松本壽一 

  http://www2.tbb.t-com.ne.jp/rotary/ 

会 員 出席（出席対象22名） 事前メイク者 

３１名 ２６名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

１名 ９６．５５％ ９２．５９％ 


