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2012～ 2013　国際ロータリー会長　田　 中 　作 　次

奉仕を通じて平和を

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊会員誕生日
　西迫　哲君（21日）
　吉岡　敏君（24日）

＊結婚記念日
　会田　明君（20日）
　西迫　哲君（21日）

　
今　和宏君（22日）
西嶌洋一君（26日）

点鐘　…小林　透会長

斉唱　…奉仕の理想

ゲスト紹介

長谷川洋平様（国際ロータリー第2780地区地区広報委員会委員長（大和））

開
か い ほ つ

保津昭
あきひこ

彦様（国際ロータリー第2780地区地区広報委員会委員（大和田園））

会長報告

◎ガバナー事務所より
・第2780地区　第二回11月28日開催「輝く女性の

集い」参考資料送付
《あらためて「ロータリー財団」活動を振り返る》
・生演奏はいかがでしょうか？

管楽器の生演奏　音楽企画・製作　j-brass
・RI第2780地区2015－16年度　

地区ガバナー・ノミニー候補者告知
田中　賢三（茅ヶ崎ＲＣ）　略歴

・地区研修会 「ピンチ時自分マニュアル」
日時：2012年12月2日（日）　開会点鐘13：00 〜
場所：生涯学習センター５階第２学習室
（〒238-0046神奈川県横須賀市西逸見町1-38-

11ウェルシティ市民プラザ内）

幹事報告

◎例会変更　
・ 相模原南ＲＣ

日時：１１月２７日（火）→夜間例会
場所：伊勢丹７階　バンケットルーム
点鐘：18：00

　　伊勢丹７階バンケットにおいて
　　12時から12時30分まで受付

・ 相模原大野ＲＣ
日時：11月21日（水）→夜間例会
場所：ビストロ ココット（古淵）19：00 〜
日時：12月19日（水）→クリスマス家族例会
場所：時間　未定
日時：2013年1月23日（水）→夜間例会

　場所：時間　未定
　日時：2013年1月2日（水）→取り止め

　　定款第6条第1節による
・ 座間ＲＣ

日時：11月21日（水）→18日（日）家族会
場所：屋形船で訪ねる隅田川橋巡りと東京新名所
点鐘：12：30

第2538例会（11月13日）☆司会　鈴木茂男 副SAA

今日の例会（2012年 11月 20日）

「認証状伝達記念例会（移動例会）」
担当：小林　透会長

次回の例会（2012年 11月 27日）

「ラオス旅行」
担当：吉岡　敏君
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スマイル

長谷川洋平様（国際ロータリー第2780地区地区広報委員会委員長（大和））
本日は開保津委員の話を聞きにまいりました。広報
にお時間をいただきありがとうございます。

開
か い ほ つ

保津昭
あきひこ

彦様（国際ロータリー第2780地区地区広報委員会委員（大和田園））
本日は地区広報委員会に卓話の要請を頂きありがと
うございました。なれない地区委員ですが、よろしく
お願い致します。

小林　透会長
先日8日（木）にセルバジーナで行われた厚木RC歴代会長
会（サミット）にオブザーバー参加させていただきました。

壽永純昭君
地区広報委員会長谷川委員長開保津委員、本日は「卓話」
大変ご苦労様です。よろしくお願いします。

滝澤　勇君
事業所開設祝をありがとうございました。1週間遅
れですがスマイル致します。

滝澤　勇君
地区広報委員長長谷川洋平様、地区広報委員開保津明
彦様、本日はお越しいただきましてありがとうござい
ます。開保津様、卓話をよろしくお願い致します。

西嶌洋一君
結婚記念日のお祝いをいただきありがとうございまし
た。早いもので42年経ちました。

黄金井康巳君
大和田園RC開保津さんようこそお越し下さいまし
た。本日の卓話よろしくお願い致します。

山本淳一君
開保津さん今日は卓話ありがとうございます。又、お
付きそい？で長谷川さん、ようこそお越し下さいま
した。よろしくおねがい申し上げます。

田口周介君
いよいよ今週15日ヌーヴォの解禁日です。毎年同じ
コメントですが、今年も出来は良いようです。15日
の夜はご家族とお仲間と是非お楽しみ下さい。今年
もたくさのご注文ありがとうございました。

米山尚登君
所用により早退します。

西迫　哲君
誕生日、結婚記念日のお祝いありがとうございます。

委員会報告

ロータリー財団委員会
寄付のお願い

奉仕プロジェクト委員会

社会福祉行政への寄付の感謝状をいただきました。
親睦活動委員会

毎年末恒例のクリスマス忘年親睦例会のご案内させ
て頂きました。会員・奥様・ご家族様のたくさんのご
参加、親睦活動委員会一同お待ち致しております。

今日のお花

お茶（壽永純昭君）・菊（黄金井康巳君）
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卓話　「RI 戦略計画での広報とは」

担当：滝澤　勇君
講師：国際ロータリー第2780地区地区広報委員会委員（大和田園RC）開

か い ほ つ

保津昭
あきひこ

彦様

今日は地区広報委員の開保津です。

この度、貴クラブ滝澤広報委員長より地区に卓話のご依

頼をいただきまして、おじゃまいたしました。ご要請ありがと

うございました。

厚木ロータリーさんは当６グループでは一番伝統あるク

ラブですし、多くのお知り合いの方もいらっしゃいます。

また、多くの分区代理やガバナー補佐を輩出されていて、

私が入会した1983年以来７名の厚木ロータリーの分区代

理、ガバナー補佐に多くのご指導頂いております。

そんな、伝統あるそして大ベテランの会員のいらっしゃる

クラブで、今さら私がロータリーに関してご説明しなくても

ご存じの方ばかりで釈迦に説法でしょうが、地区広報委員

会としての役目で、しかも今年度初めて地区広報委員会に

任命されたばかりで、勉強不足で大変失礼と思いますが、

お許し頂ければ幸いです。

また、本日、長年地区広報に携わっている長谷川委員長

（大和RC）も同行されていますので、昨日お願いして、残り

10分程度で補足説明をして頂きたいと思います。

さて、本題に入りますが、本日の表題にある「戦略計画に

おける広報とは」ということで話をさせて頂くのですが、戦

略計画の概略から少し触れさせていただきます。

Strategic Plan(ストレティジック　プラン)日本語で戦略

的なプランとなり、作戦上の戦略とか軍事上という時に使

われますが、日本語の戦略的の語句に少 日々本人として違

和感を感じる世代の方 も々いらっしゃるのは事実です。

１１０年間に及ぶロータリーの長い歴史の中で大きく変

わって来ている節目がいくつかございました。その年度の

RI会長の方針また、RIの理事会により計画されたもの、規

定審議会で採択されたもの等がありますが、この１０年程

つまり、ロータリー創設１００年を越えた第２世紀を迎えた

２００１〜２００２年度にRIは組織を導く戦略計画の立案

をはじめました。以来この計画は定期的に見直され更新が

行われています。

逆をいえばそれだけロータリーはこの計画に真剣に取り

組まないとならないという強い危機感も含まれているよう

にも思います。

日本語訳はそれまで「RI長期計画」とされていましたが、

２０１１年１０月から「戦略計画」に変更されました。つまり１

年前よりRI戦略計画として現在進行中であるわけです。

一部の資料にはRI長期計画と明示して説明してあるも

のもございます。現在発行している手続き要覧は２０１０年

度版ですので、長期計画という内容で記載されています。

RI戦略計画の2番目に「公共イメージと認知度の向上」が

あります。

その部分について的をしぼります。

RI戦略計画にある「公共イメージと認知度の向上」には

広報活動が重要で必要不可欠になるわけです。

広報が必要な訳は、世界中でロータリーが一般の人から

どのように見えるか？リサーチしたら、ロータリーと言うモノ

は知っているが、何をやっている団体か全く分からないと
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いう回答が非常に多かったのです。

実はロータリーは昔から広報はされていたのですが、

ロータリーは宣伝をしてはいけない！という間違った解釈

で近年まで来ています。だから何をやっている団体か分か

らないというような事が言われるのです。

分からない団体に入ってみたいと思いませんよね。先述

しましたようにロータリーは昔から広報の活動はありまし

た。ロータリーが良いつながりや、良い奉仕をしたらロータリ

アンは上手く広報して下さい。と定款にも掲載されていま

す。だから広報でロータリーの行動や奉仕活動を特に一般

の方に向けて周知することが必要であり、これが認知度の

向上に繋がるわけです。

公共イメージとは、企業でいうブランドイメージです。

ケンタッキーやベンツ、TOYOTA、三菱等の企業はブラ

ンドイメージを大切にしており、マークやロゴで一般の方々

がどこの製品であるかわかります。

ロータリーもこのブランドイメージを推奨しています。

なんで今さらと思う方もいるかもしれませんが、ロータ

リーも世界的なネットワークを有しているのに、ブランドイ

メージや認知度が不足していたことは結果的に素晴らしい

奉仕活動をしているのに、ロータリーの会員向けの広報と

して長年続いていたのです。

ですから、この公共イメージと認知度の向上には特に戦

略計画の中でもトップに近いところに掲げているのです。

毎年２月のロータリー創設記念日には世界中の有名な建

造物やビルなどにEnd Polio Nowのライトアップや巨大スク

リーンで大きく宣伝したり、ビル・ゲイツやジャッキー・チェ

ンをはじめとする有名人も参加したり、テレビCMを流した

りして、一般の方 に々ポリオ撲滅の運動をロータリーが力を

注いでいることを知らしめています。

クラブにおいての効果的な広報とはどうするか？

お金を掛けても、方法を間違えると無駄になります。プロ

ジェクトの活動を立案するときに、つまり計画段階におい

て広報を頭に入れて進めることです。

最近ではタウン誌も時期によっては記事の少ない時もあ

りますし、記事として利用することも一つでしょう。逆に、創

立何周年記念事業・・・どこそこの歌手が来ます。参加無

料などの広告を段抜きで掲載している広告を見ることがあ

りますが、高い料金の割にはあまり効果はありません。

ポイントは出来ればロータリーが主催側で後援や協力に

市町村の公的機関、地域のNPO法人や福祉団体の協力を

得て事前に記事や情報としてタウン誌やローカルFM局な

どに連絡しておくと記事の少ない時などは取材や問合せ

が来て記事として取り上げて頂けるし、かなり前からの広

報であれば当日にも取材に来たり,生放送をしてもらえるな

どのメリットもあります。しかも一般の方々からも問合せな

どありジワジワと伝わって広まった例もございます。

最近では色 な々メディアでの情報収集もあります。上手く

使えばより効果的な広報が出来ると思います。

地区の役割はクラブの後押し！

それでは具体的に地区で指導してくれるのか？これは見

方によってはYESですが、基本的にはそれぞれのクラブが

主体となって、その地域にあった活動の中でのプロジェクト

を立案していただき、広報活動をして頂くのが目的です。地

区はそのお手伝いを後押しする立場ですので、地区から「こ

うしなさい」ということは一切ございません。

RIでの広報に関しての補助金が200万ドルから倍の400万

ドルに

素晴らしいプロジェクトの計画が出来ましたら、地区を通

してRIの広報補助金の申請も可能です。今までより予算も

倍の400万ドル（世界中）になりました。前例では約100万円

位が最高限度額のようです。

また、当地区でも昨年度より、素晴らしい広報活動をさ

れたクラブに広報賞という表彰制度を設けました。地区大

会の場で表彰することにしておりますので、是非申請をし

て頂ければと思います。

最後に各クラブが奉仕活動やイベントに広報として少し

でもプラスになるように地区ののぼり旗や救済の援助活動

などに使えるチョッキを用意しております。ご利用ください。

皆様が取り組んだ、あるいは取り組もうとしている活動

の中で、広報活動に関してのご質問等は地区へメール等で

お問合せ頂きたいと思います。

有り難うございました。

出席報告　＜会員40名、出席対象35名＞

10 月 30 日例会　　確定出席率 94.29％ 11 月 13 日例会　　出席 30 名　欠席 5 名　出席率 85.71％
＜欠席＞
　丸田隆弘君・今　和宏君・西迫一郎君・黒栁告芳君・金沢文明君
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