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来月：基本的教育と識字率向上月間

８月２２日の例会より

『公共イメージと会員増強』
《福田文乃会長挨拶》

ロータリークラブには、歴史ある大会を受け継ぐ
会員のがいないのでしょうね。時代の節目です
ね。年代の節目を感じます。会員増強は、大事で
す。高萩ロータリークラブはそうならないように
しましょう
因みに 8 月 19 日（日曜日）高萩カントリーでゴ
ルフをして来ました。その時一緒に回った方か
ら、私の知り合いが、仕事で東京に行って、仕事
先の方から、高萩にロータリークラブがあるから
今、女性の方が会長をやっているよ、是非とも入
会するようにと言われたそうです。
どこのクラブの方で、お名前も知らない、その方
は、ロータリークラブ全体の事を考えている方だ
と思いました。早い内にお会いしたいと思いま
す。

全国高校野球甲子園
夏の大会が終わると、
私は、もう夏が終わり
という感じがします。
プロ野球は、余り好き
ではありません。高校
野球は、大好きです。
青い空の下で選手達が一生懸命頑張っている姿
を見ると感動します。今年は、猛暑で給水タイム
がありました。熱中症対策です。やはり異常気象
のせいですね。まだまだ残暑が厳しいと思いま
す、皆さんもくれぐれも気を付けてください。
所で、8 月号のロータリーの友縦文字の 32 ペ
ージに「誰かおられませんか？JGFR の復活に向
けて」とありました。
ヒュー・アーチャー元 RI 会長（１９８９－９ 《表彰及び感謝・認証関係》
０年度）に背中を押され日本ロータリー親睦ゴル ベネフェクター認証状が贈呈される
福田文乃会長へ
フ全国大会が発足、創立者が逝去され、三十余年
渡る大会は残念ながら解散となりました。とあり
ました。なぜなら、会員の多くが８０代だそうで
す。先細りが憂慮されます。大阪城南ロータリー
クラブです。
ヒュー元 RI 会長の言葉「親睦の土壌に奉仕の
樹がそだつ」を実現して来たとあります。
皆さんもご存知の通り私もゴルフもゴルフをし
ます。この文章を見た時何故か悲しいなぁ・・・ 米山記念奨学生会より
と思いました。これが現実でしょうね。大阪城南
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言行はこれに
照らしてから
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2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのためになるかどうか

財団ポールハリスフェロー

《石川武信親睦活動・家族委員長》報告

７回バッチ贈呈される 大高司郎会員

８ 月８日鵜 の岬カン ト
リ ープラザ で開催し ま
した２０１８-１９年度
高萩 RC の納涼会は会
員 ・奥様方 総員 ３４ 名
で 和やかに 楽しく 過 ご
せました。会計も支払い完了しましたので報告い

２回バッチ贈呈される

石 君平会員

たします。

２回

花園文煕会員

《公共イメージと会員増強》

〃

田所和雄公共イメージ委員会長
公共イメージ向上の取
り組みについて。
本日の例会プログラ
ムは、公共イメージ向
上委員会の担当です。
テーマは、公共イメー
ジ向上の取り組みについてであります。
《大河原浩幹事報告》

本日は、当クラブから、第 2820 地区のクラブ
①

国際

ロータリ財

団管理委員会より
福田文乃会長へベ
ネファクターの認
証状あり。花園文
煕会員・石君平会員に 2 回目、大髙司郎会員
には 7 回目の PHF のバッチ贈呈あり。
．
②

ロータリー米山記念奨学生会よリ大髙司郎会
員へのマルチプルの賞状あり。

③

米山梅吉記念館理事長より、賛助会員のお願
いと館報あり。

④

ロータリー日本財団より寄付明細の通知。

⑤

茨城県保護司会連合より寄付金受領証明書。

⑥

篠原第一分区ガバナー補佐より、IM 日程変更
のお知らせ。

奉仕、公共イメージ委員長に出向しています、大
髙司郎会員に、国際ロータリーの戦略計画と「公
共イメージと認知度の向上について」、また、地区
のクラブ奉仕、公共イメージ向上の活動計画につ
いて、等々、卓話をいただきます。
公共イメージ向上委員会といたしましても、
活動方針、事業計画に沿って、様々な活動を推進
してまいりますが、大髙司郎会員の卓話を聞いて、
会員相互が、公共イメージ向上のインスピレーシ
ョンを身につけ、公共イメージ向上の発信者に成
れれば、素晴らしいことだと思います。
それでは、大髙司郎会員、よろしくお願いい
たします。
RID2820 高萩ロータリークラブ

「公共イメージと会員増強」

大髙司郎 第 2820 地区 公共イメージ委員長
本題に入
⑦2820 地区高橋ガバナーより、地区補助金のロー
る前に国
際ロータ
タリーレート間違え振り込み、訂正の連絡。
リ‐会長
⑧ ハイライト米山が届く。
指名委員
⑨地区の財団委員会より保延年度の寄付金一覧表。
会は印度
⑩2820 地区、高橋ガバナーより、西日本豪雨災害
出身のス
義捐金の協力依頼あり（後日理事会で審議予定）
シル・グ
⑪8 月 29 日（水）11 時臨時理事会開催
ㇷ゚タ氏を
（戦略計画について打合わせ）
2020-21 年度会長に選出しましたことをお知
らせします。10 月㏠は会長ノミニーとして宣言
されます。
平成３１年 1 月２７日（日）五浦観光ホテル

ロータリーのイメージと認知度の向上
ロータリーの公共イメージと認知度の向上の一
環として 5 月 26－27 日の地区大会の茨城新聞の
広告は今までと違えて「未来へチャレンジ」
「ロー
タリーって何？」の下に大きく子供にポリオ薬剤
の投与写真を掲示している。他方ライオンズは 5
段抜きで「ボランティア募集」をタイトルに公共
イメージと認知度向上に薬物乱用禁止と献血運動
を掲示している。
これらを推進するため、以前は長期計画として
対応してきたが現在は戦略計画として対応してい
計画の検討をする予定になっている。
地区の戦略計画は３つの項目があって公共イ
メージと認知度の強化からクラブのサポートと強
化そして人道的奉仕の重点化と増加と進めていく
ことになる。

活動計画①
２８２０地区ホームページ運用 35/55RC63％
第一分区では
５ RC/7RC 71％
高萩 RC: ８年間継続している。
マスメディア茨城新聞「ロータリー情報館」活用
13 年の歴史があり地域社会への広報活動の
中心となる. 毎週水曜日掲載
高萩 RC:10 月 17 日掲載予定 10 月３日迄提出
マスメディアからソーシャルメディアへ

スマートフォン利用率 2,016 年 40 代，50 代
80％ 60％程度になった。
高萩 RC Facebook に
奉仕活動向上に Facebook 参入しました。管
理に 3 名必要であと 2 名の参加をお願い致し
ます。
ロータリーの認知度（調査結果）
10 人中 4 人聞いたこと無い
4 人名前だけ聞いた
2 人ある程度知っている
調査対象者の 60％が自分の地元地域にある
ことを知らない。ロータリーは 100 年以上地域
社会に貢献してきたがなぜロータリーの活動が
知られないのか。
なぜ公共イメージと認知度向上が必要なのか
「ロータリーとは何か「ほかの団体とどう違う
か」
「なぜロータリーは大切なのか」を理解しもら
う課題に直面している今ロータリーを人々に伝え
るを方法を考え直す必要が生じています。
公共イメージと認知度の向上をするには
クラブが主体となって
クラブが行っている奉仕活動を広く地域社会や
世界に知ってもらわなければ社会でのロータリ
ーの認知度は上がりません。
公共イメージトと会員増強
公共イメージを向上し、クラブに好印象をいだ
いてもらえば、入会の関心が高まります。
公共イメージと会員増強は常に密接な関係にあ
ります。

～世界を変える行動人になろう～
活動計画②ロータリーブランドの PR
ブランド化を目指す公共イメージ
公共イメージとは 世間に役立っているか
認知度とは
世間の方々に知られているか
知られていなければ 世間に役立つか分からない
ロータリーデ―での意義ある行動
ライオンズは誕生以来ニーズに合ったアクティビ
ティ（奉仕活動）を展開している「献血運動」
「薬
物乱用防止」
ロータリーのブランド化
１ クラブ奉仕の品質を高め、地域から愛され期

待される。
2 会員自身が地域からブランドとして認識
される。
３ ライオンズクラブや他団体との差別化
END POLIO NOW
30 年間ロータリー全体を結び付け活動して
来たポリオ撲滅は人々に理解しやすく、他団
体との差別化を強調できることから「世界ポ
リオデー」
「ロータリーデ―」キャンペーンを
通じてロータリーの認知度アップを図る。

チャレンジしよう ロータリークラブにとって
最も名誉ある賞

【メークアップ】
８／３ 水戸南ＲＣ （卓話）
大髙 司郎
８／７ 北茨城ＲＣ
沼田 操、福田 文乃

活動計画③会員増強とロータリー賞チャレンジ
①地方都市の小規模子ラブの活性化
北海道滝川ロータリークラブ第 2510 地区
人口 4 万人 現在 RC 会員 95 名
会員推移 133 名 45/1996⇒ 84 名 32/2013 青高萩
住民数/会員数≕ 421 名
駅ホームに風徐室設置
FM ラジオでロ―タリーの説明等々
会報デジタル化、他 RC への配布
高萩 RC に置換えると 28000 人／420≕ 66 名
②大宮西 RC 42 名→5 年後⇒113 名
スタート前 例会はマンネリ 活動前年踏襲型
平均年齢 63 歳と高齢化
全体的に停滞感が漂う
増強に色々トライするが掛け声だけ
で行動せず
増強スタート一人が一人の増強を提案
42×2＝82 名
理論ではなく実践である
まず隗より始めよ
人任せにせず自ら積極的に勧誘する
熱意と事項力が会員を動かしクラブ
を変える
増強の結果
会長エレクト年度で 31 名入会
創立 50 周年で 5 名入会 85 名
3 年目で倍増達成 5 年後 120 名

増強の 3 本の矢
入会へのアピール：ロータリーとクラブの魅力で
親睦（仲間づくり）
奉仕（感動）
事業（ビジネスチャンス）

【ニコニコ BOX】
鈴木直登さん：甲子園が終わった。秋田県立金足農
高に大きな拍手。いつもの事だけどやっぱり判官び
いき。いや今年は違う。
沼田操さん：毎日暑い日が続きますね。又台風２０
号が上陸するようですね。身体気をつけてくださ
い。
横倉稔明さん、鈴木国男さん、櫻井高志さん
大髙司郎さん：本日の卓話「公共イメージと会員増
強」を担当、よろしくお願い致します。
石君平さん：残暑到来、涼しくなるのはもう少し先
のようですね。
福田文乃さん：暑いの一言です。
田所和雄さん：また暑さが、戻ってきましたが、体
調管理に気をつけましょう。
花園文熙さん：残暑とはいいながら、いつまで続く
のかこの暑さ。
大河原浩さん：まだまだ暑い日が続いております。
お体お気を付け下さい。
石川武信さん：また暑くまりなした。
本日計
１３，０００円
累 計 １５１，０００円
【ロータリー財団】
本日計
３，０００円
累 計 ４３７，２００円
【ポリオプラス】
本日計
累 計

０円
２３，６２０円

【米山記念奨学会】
本日計
４，０００円
累 計 １３２，０００

