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千曲川ロータリークラブ
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●提唱インターアクトクラブ
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（概要にて掲載）
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本日は卓話予定者が、都合により例会欠席と

会員の親睦強化では、親睦活動委員会で 1 カ

なり、代理者の手配が間に合いませんでしたの

月毎に席替えを計画して頂き、いろいろな方と

で、急遽フリーフォーラムとさせて頂きました。 話をすることができるよう、また夜間例会も定
先週のクラブフォーラムでは、フューチャー
ビジョンについて駆け足で説明しましたので、

期的に、毎月 1 回実施することが決まりました。
次にクラブフューチャービジョンの策定では、

その話も交えて、また 9 月 20 日のガバナー公

その目的として、相模原中ＲＣの「らしさ」を

式訪問に向け、ガバナーに聞きたい内容など、

明確します。現在、第 5 グループには 11 クラ

ご意見などお願いできればと思います。

ブあって、更に新クラブ「おださがＲＣ」が立

まず今年度の会長テーマですが、会員増強は
本日、南さんに例会にご出席頂き、何とかトビ

ち上りますので、クラブの特色や独自性を打ち
出したいと思います。

ラを開いたように思います。少年野球教室の開

今年度に策定したいのは、ビジョン声明「〇

催は、コロナで大会開催なども制限されていた

〇〇〇」で、増強目標「〇〇〇〇」
、奉仕活動目

ので、子供達にノビノビとプレーできる機会を

標「〇〇〇〇」
、例会親睦目標「〇〇〇〇」の〇

作ってあげたいと思います。

に入る言葉です。

当クラブの創立 50 周年を、どう迎えるかに照
準を合わせていきます。
他クラブの事例として、平塚ＲＣではパンフレ
ット「ビジョン声明」を作成しています。戦略計

かと思い、フリーになりましたので、私の専門分
野でもあります「ロゴのデザイン」についてお話
させて頂きます。
皆さんのお仕事でも、会社や商品のサービスに

画立案ガイドなどもあり、第一段階の現状分析、

対して、ロゴがあると思います。皆さん、良くご

第二段階のビジョンの作成、第三段階の計画の作

存知のロータリークラブのロゴについて調べてみ

成までを今年度に実施し、第四段階の進捗の確認

ました。

は、次年度へ引き継ぎと致します。

ロータリークラブの最初のマ

事例として、ふじさわ湘南ＲＣの資料がありま

ークは、1905 年のシカゴＲＣの

すが、とても良く作り込んでいて、目標と具体的

徽章が原型とされ、それから幾

なアクションの内容になっています。

度かのリニューアルが重ねられ

＜会員よりの質問、意見など＞（要約にて）
Ａ：毎月 1 回の夜間例会は決定しているのか？

ました。

１９０５年のロゴ

・１９１２年～１９１８年のロゴ

Ｑ：今月の理事会で正式に決定しました。基本的
に毎月第 4 週目となります。夜間例会を強みと
しているクラブもあり、当クラブも楽しいもの
にしていきたいと思います。日程は改めて、お
知らせ致します。
Ａ：ゲストの夜間例会の会費は、クラブ負担とな
るのか？
Ｑ：今年度は年会費も通常に戻したので、会員分
もゲスト分もクラブ負担と致します。
Ａ：フューチャービジョン委員会の会合は、いつ

1921 年に、今のデザインとほ
ぼ同じものが使用され始めたそ
うです。（6 本のスポークと、24
の歯車）

１９２１年のロゴ →

実施するのか？
Ｑ：会合は定例化して、今年は 9 月と 11 月に予
定しています。例会終了後に行いたいと思いま
すが、日程は検討してご連絡致します。
Ａ：クラブの現状把握では、今まで当クラブが行

2013 年からは、横に「Rotary」という文字もセ
ットされたものが使用されています。
ですが、マイロータリーのサイトに表示されて
いるロゴを良く見ると、ロータリーマークには、

ってきた数々の奉仕事業なども検討して頂き、

「公式ロゴ」と「簡易版ロゴ」があるそうです。

活動を振り返って、実績をまとめて頂ければと

ご存知でしたでしょうか？

思います。

簡易版が使用され始めたのが、いつ頃からなの
か分からなかったのですが、これを見て専門家と
して思ったことは、
「ロータリーもデジタルの時代
に適応し始めている」ということです。

8 月も末に差し掛かり、暑さも少し和らいでき

・２０１３年からのロゴ

ました。昨日の東京の感染者数は 7 週間ぶりに、
9,880 人で 1 万人を下回る状況となり、第 7 派は
徐々に減少しております。
しかし、会員のご家族も発熱され、Zoom 参加
される会員もいらっしゃる状況ですので、まだま
だ気は抜けない状況です。
今日は初めて、会長の時間で何をお伝えしよう

・マイロータリーのサイトのロゴ（簡易版）

また昨今、自動車ブランドが続々とロゴを改変

でもあります。各メーカーは「デジタル・ファー

しています、MINI、フォルクスワーゲン、BMW、

スト」、
「新しい時代の始まり」というような言葉

NISSAN、Audi、TOYOTA などは画像のように、最近

でリニューアルコンセプトを説明しています。

リニューアルされました。
（旧ロゴ）

ロータリーもスマホの時代に併せて、アップデ
（新ロゴ）

ートしているようです。

●小崎会長、阪西直前幹事
①㈱ミナミ工機の南様、ようこそいらっしゃいました。
どうぞ楽しんでいって下さい。
②本日はクラブフリーフォーラムです。ご意見等、よろ
しくお願い致します。
●甲斐 美利会員
過日は誕生日を祝って頂き、有難うございました。
●黛 裕治会員
①南さん、ようこそ！少しでも楽しんでいって下さい。
②2 週間ぶりの例会、皆様お変わりなく良かったです。
●川合 貞義会員
老化の一種で、気管支の弁が良く開閉していない
んだそうです。長期戦だそうです。通常の生活には
関係が無いとのことです。アルコールも大丈夫だと
聞いて安心しました。迷惑かけますが、宜しくお願
いします。
●小野 孝会員
８月も終わりですね。少し涼しくなると良いですね。
●冣住 悦子会員
①南さん、ようこそいらっしゃいませ。
②本日のクラブフォーラム、小崎会長、よろしくお願い
します。
●丸子 勝基会員
南様、ようこそ。一緒にロータリーを楽しみましょう。
入会を楽しみにしています。
これらに共通するのは、
①立体感のあるデザイン処理をなくし、２Ⅾ化。
（フラット化）
②色数を絞り、単色化。
していることです。
このようになる傾向としては、我々が情報を得
たり、ブランドに触れる画面がスマートフォンが

●田後 隆二会員
櫻内さんの卓話、楽しみにしていたのに・・・
●伊倉 正光会員
小崎委員長、クラブフォーラム宜しくお願いします。
●竹田 繁会員、横溝 志華会員
本日のクラブフォーラム、小崎会長、よろしくお願い
します。

主戦場になってきていることが理由で、スマホの

本日のスマイル額

１５，０００円

小さな画面の中でも認識しやすくするための工夫

今年度の累計額

１３２，０００円

先日の夜間例会にもお邪魔し、２回目の例会出席
となります。私の職種は、元会員の金沢さんと同じで

今月で７８才になりました。近況としては八王子市

会社が取引相手となります。市内を中心にやってお

倫理法人会の会長を一年間務め、退任しました。

りますので、何かあればご相談下さい。（概要にて）

あまり会合には出席していなかったのですが、年齢
的に会長を頼まれ、現在は１００人程の会員がおり、
今年７月には３０周年記念もあって、苦労しました。

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①米山学友会主催 地球環境プロジェクト「クリ

ロータリーも会員拡大などあると思いますが、いろ
いろなところへアミを張ることが大事かと思います。

ーンキャンペーン」のお知らせ

（概要にて掲載）

今年度最初の学友会主催事業として「海岸清掃
奉仕クリーンキャンペーン」と、乗船体験を行
います。

点

鐘

１２：３０

日時：9 月 25 日（日）集合時間：9 時 開催時

会

場

中国名采「敦煌」

間：9 時 30 分～13 時 30 分

集合場所：庄治郎

斉

唱

「それでこそロータリー」

丸（船宿）平塚市 参加費 1,500 円（当日徴収）

司

会

冣住 悦子 ＳＡＡ

申込締切日：9 月 12 日

ソングリーダー 諸隈 武会員
ゲスト

南 篤史氏（オブザーバー）

９月 ６日ガバナー補佐訪問「公式訪問２週間
前にあたり」杉﨑ガバナー補佐

会

員

１３日卓話 阪西 貴子会員

２５名

定例理事役員会

欠席者

２０日「ガバナー公式訪問」

２名

出席（出席対象 18 名）

事前メイク者

(Zoom 含)２０名
本日の出席率
９１．３０％

１名
修正出席率(8/9)
９５．２４％

佐藤ガバナー、杉崎ガバナー補佐

●例会場 中国名采「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●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

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●例会

毎週火曜日

１２：３０～１３：３０」

●例会日
●編 集 親睦活動委員会
委員長：諸隈 武 副委員長：豊岡
委員：川合 貞義、竹田
繁、黛
阿部
毅、早川 正彦
●http://sagamiharanaka-rc.jp/

淳
裕治

