
 
 
 
 

 
 

ロータリー月間     今月：ロータリー財団    来月：疾病予防と治療 月間 
11 月 17 日例会より 

『 公共イメージ向上フォーラム』    
《公共イメージの向上を目指して》 

公共イメージ向上委員会：小森勇一 
１.ロータリーの公共イメージと認知度 

これまで地元で、認知度を

高め、公共的なイメージを

向上させる取り組みをして

きたが、「ロータリー」とい

う外来語の親しみにくさも

あって成果をあげられない

でいるのが現状である。 
２.今、公共イメージの向上

と認知度を高める取り組

みが強く求められている。この場合、3 つの点

で考えてみたい。 
(1)会員の主体的力量を高める。すなわち会員の

ブランド力を高める。 
(2)地元に応える奉仕活動を展開する。 
(3)一般への広報を強化する。 
今日は其の 3 点について提案いたします。 

３.これまでの奉仕活動 スライド３，４，５ 
(1)周年記念事業で寄付。公共イメージはよいが

認知度は広がらない。 
(2)英語発表会のチラシ 8 回で、約 20000 枚を児

童生徒に配布  
ここ 20 年間の奉仕活動は、公共イメージを高め

るのにふさわしい活動だった。と、メータ会長の

呼びかけに応えられて大盛会だった。8 枚目のス

ライドは、平成 8 年 3 月 24 日の帝国劇場観劇会、

と国会見学でした。皆さん若い写真が残されてい

ます。優れたロータリー奉仕デーの実践です。 

４.ロータリー奉仕デー 
今年度国際ロータリーのメータ会長は、実践的、か

つ行動志向のロータリー奉仕デーの計画が提唱され

た。職業やロータリーとの関係にかかわりなく、地

域の家族や協力団体とともに有意義な奉仕に取り組

むことが求められた。意義ある活動を地域社会の

人々に広く知ってもらいましょう。皆様と一丸とな

って、世界でより多くの良いことをしましょう。 
2021－22 年度シェカール・メータ会長の呼びか

け（ロータリーの友 7 月号） 
11 月 3 日海岸美化プログラムは、その成功例とい

えるでしょう。高萩ＲＣの呼びかけで参加してくだ

さった皆さん、会員、家族、米山奨学生関係者、友

人知人と、メータ会長の呼びかけに応えられて、大

盛会だった。8 枚目のスライドは、平成 8 年 3 月 24
日の帝国劇場観劇会、と国会見学でした。皆さん若

い写真が残されています。優れたロータリー奉仕デ

ーの実践です。 
５.ロータリー財団の問題意識 公共イメージを高

めて「世界でよいことをしよう」と 1917 年にロー

タリー財団が誕生し、100 年過ぎて、多様な奉仕活

動の実績があるが、ロータリアンの様々な活動につ

いて、地元で行っている活動も、海外のロータリー

クラブと協力して世界的な活動に取り組んでいるこ

とも、地域の人々が知らない。 
知らない人が大勢いる。そのことに危機感を持ち、

21 世紀に躍進していくためには、ロータリーは、仲

間の共通認識とともに、多くの市民もそう思ってい

る共通性（アイデンティティ）を必要としている。

ロータリーとは何か、ほかの団体とどう違うのか、  
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国際ロータリーのテーマ 

 

四つのテスト 
言行はこれに 

照らしてから 
1.真実かどうか 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 



なぜ参加すべきなのか等、共通の認識を育てたい

と願っています。 
６.「ロータリーとは何か」と聞かれたときの

答えは、様々な国、文化、職業のリーダーが

集まりアイディアを広げ、世界中の地域社会

のために行動しているのがロータリーです。 
(1)ロータリアン一人一人が、その個性、情熱、

職業の経験を活かして、様々な奉仕活動で地

域に貢献することができます。 
(2)世界中であらゆる規模のプロジェクトを

実施し、友人、隣人、仕事仲間に入会するよ

う働きかけ、多様な視点とアイディアを交換

し合い、生涯にわたる友情を築き、実践して

います。 
(3)私たちは持続可能な解決策をもって、地元

の根強い問題に取り組む行動する人々の集ま

りです。（2016 年 8 月号） 
今日はこの事には触れないことにします。 
７.積極的にロータリアンの活動（2021.11 月

号）ロータリーとは、自分自身を、事業を、

職種・業界を、そして、社会を向上させると

いう向上運動以外の何物でもない。 
①個人としての活動 
職業人であるロータリアンの精進、高潔性、

誇りを鼓舞したもの 
②同業者の団体における活動 
素晴らしいことを言っています。 
（ガイ・ガンディーカー 1923－24 年度国

際ロータリー会長フィラデルフィア RC） 
８.ロータリーについてよく知らない人が大

勢います。1905 年創立以来、1 世紀を超え

てロータリアンは世界中の地域社会に変化

をもたらしてきました。ロータリーの公共イ

メージの向上、認知度で、重要なこと、職業

奉仕についてみると、職業奉仕の重視、尊重 

事業や職業において、高い道徳的、倫理的基

準の中であらゆる職業を尊重し、ロータリア

ン一人一人の職業を社会に奉仕する機会と

して重んじている。そして、マーク・ダニエ

ル・マロ―二―会長（2019－20 年度ＲＩ会

長）は次のように言う。 
「どんな職業であれ、誠実に、常に「四つの

テスト」に従って働けば、誰もが世界に大き

く貢献出来るのです」ロータリーでは、職業

人として行う活動も大変重要です。 

私たちがいつどこにいても、ロータリーの理

念は私たちと共にあります 
こうして、職業上の実績、喜び、成功は、ロ

ータリーのすばらしさを伝えるものとなるの

です。ロータリーは、職業奉仕、および職業

上の人間関係の中で、私たちが実践する、生

き方、伝統的価値観により、尊敬を集めてい

ます。第 1 線を退いたシニア会員は、その職

業奉仕の実績によってロータリーを支え、発

展エネルギーとなっています。 
９.日本にも、職業奉仕の底流 商人の道徳の

伝統があった、渋沢栄一【1840 年天保 11－
1931 昭和６】遡ると三井家の家法 越後屋

（三井高俊・珠宝夫婦 1676 没）～ 
大坂:山片蟠桃（升屋小右衛門 1748－1821）
等 
１０.組織的対応 
2010 年度手続要覧で示された委員会、「公共

イメージ委員会」。なお、2013 年度手続要覧

では、「広報委員会」とも言われており、内容

としては、一般の人々にロータリーについて

の情報を提供し、クラブの奉仕プロジェクト

と奉仕活動を広報する計画を立て実行する。」

とある。その課題として 次のようなことを

思案しています。会報を一般の方に読んでも

らう工夫は。どうするか。周年記念の記念碑、

看板などの活用は。キャンペーン活動は。 深

谷年度 1987.8.1 ポリオプラス特集号 12000
部発行 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



《鈴木直登会長挨拶》 
 
１５日月曜日

午後 1 時 1 時

20 分久しぶり

に 3 Ｋのウォ

ーキングの最

中地域のど真

んの十字路で

パジェロが止

まった。マスク

をした人が窓

越しに「暫く」とのことです。 
ナ、ナ何と中村澄夫パストガバナーでした。小生

にカレンダーを届けに来たんだ。「うわー！」でし

た。お茶も出せずお帰りなられました。感激でし

た。目頭が熱くなりました。我１６歳の１年生先

輩は３年生でした。知る由はありません。ロータ

リーで出会わなかったらこんな出会いも無かった

なー。出会いはいろいろありますが中村パースト

はネパールの子供たちに学校で勉強をさせる事業

に２５年の長年にわたり取り組んでいます。 
中村さんが所属しています東海那珂クラブは１９

８６年に設立本年３５周年です。創立１０周年の

１９９６年積み重ねた奉仕活動における折りの集

大成としてクラブの歴史に残る意義ある活動を 

模索している時に「ネパールの学校支援」事業に

参加して実施することとした。当時の RC におけ

る国際奉仕は地区外も含めて海外にて実施される

ことは極めて少ない事業であった。ちなみに当ク

ラブのカンボジア支援事業は２００４年が最初で

した。昨日１８回目の命日を迎えた義父鈴木藤太

も２５年前からネパールの子供たちの教育に取組

んでいた資料が残っています。 
今日の例会のテーマは「公共イメージ向上フォー

ラム」・来週は「国際奉仕フォーラム」です。改

めて私たちの活動を見つめていきましょう。 
 
《鈴木直登会長の一句が 10/24 の茨城新聞に掲載

されました。》 
 
〇靴紐を結ぶ背中に「おじいちゃんころばないで

ね」と孫は 3 歳 
 
 

 
《幹事報告》 
1、青少年奉仕ポリオ根絶募金活動ご協力の御礼 
2、国際奉仕セミナー開催の案内 
3、バーチャルゴルフ大会の案内 
4、ハイライト米山 
5、いわき勿来ロータリークラブの会報が届く 
 
《メークアップ》 
１１／１２ 第 1 回指名委員会 
江尻寛、大髙司郎、石君平、棚谷稔、 
鈴木直登、大河原浩 
 
【ニコニコ BOX】 
菱川健司さん：藤井聡太竜王誠におめでとうござ

います。 
鈴木啓志さん：寒くなって来ましたね。ご自愛く

ださい。  
鈴木直登さん：朝夕めっきり冷える季節になりま

した。体調管理一番です。  
小森勇一さん：もうすぐ年の瀬。小春日和があり

がたいです。  
石君平さん：今日のテーマ「公共イメージ向上」

について、小森委員長を中心に全員で考えていき

ましょう。  
江尻寛さん、大髙司郎さん、石平光さん、大河原

浩さん、今川隆さん、平野浩司さん 
 
本日計  １０，２００円 
 累計 ２１３，２００円 
 
【ロータリー財団】 
本日計       ０円 
累計 ２５６，１６０円 
 
【ポリオプラス】 
本日計       ０円 
累計   ３８，１７０円 
 
【米山記念奨学会】 
本日計      ０円 
累計 １９９，０００円 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


