
本日は地区から広報・公共イメージ向上委員

会の岩瀬委員にお越し頂きました。

私の年度の重要テーマに広報、ホームページの

刷新、充実をうたわせて頂きました。山口委員

長のもと、委員の方にご尽力いただいた事によ

り、私は現在とても満足のいく広報活動をさせ

て頂いていると思っています。

岩瀬様には当クラブの広報活動へのご評価又

更なる活動へのアドバイスなどを後程の卓話で

頂戴したいと思います。

先週の会長幹事会の報告です。当グループで

は、ガバナー補佐の排出クラブを順番としてい

ます。地区からは、適任者を順番に係らず選出

して欲しいとの要望が有ったとの事ですが、当

面は今まで通りの各クラブの持ち回りでと決ま

りました。

フェイスブックで皆様にも案内が来ているか

と思いますが、第１１回の「輝く瞳に会いに行

こう」が５月１１日に舞浜のオークラホテルで

行われるようです。ご興味のある方は是非参加

して下さい。

来週のＩＭには一般の方から９名参加の参加

申し込みが有るそうですのでご承知おき下さい。

多くの会員の御参加をお願い致します。
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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
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例会欠席の場合は前週土曜日までに必ず事務局へ

連絡をお願いします。 こちらのメールアドレスへ

ご一報ください。

ckmrc@io.ocn.ne.jp
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ロータリーの行動規範

ロータリアンとして、 私は以下のように行動する。

１．個人として、また事業において、 高潔さと、高い倫理基準をもって 行動する。

２．取引のすべてにおいて公正に努め、 相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。

３．自分の職業スキルを生かして、 若い人々の質を高める。

４．ロータリーやほかのロータリアン の評判を落とすような言動は避ける。
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浅野 了 浅野 繁 荒木知太朗 池田 孝 井畑和士
今井 昇 大内 啓 岡田勝久 岡田尚子 片岡達生
小髙 潔 小林義和 小林 亘 斎藤由紀 櫻井好美
關口和行 園邊 哲 高橋 薫 竹村隆一郎 妻島不三二
鴇田和之 戸部謹爾 友野俊政 中島恵里 仲原一郎
猫田岳治 服部秀雄 福田理佳 古谷桂子 宮 寛
宮本邦雄 森 秀樹 八木和男 山川真哉 山口修代
山崎康弘 山本昭彦 吉川末満 米谷昌紀

出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席免除
ｹﾞｽﾄ 岩瀬和仁様 松丸隆一様
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2019－２０年度 国際ロータリー第2790

地区会員増強・維持拡大委員会の委員に小林亘

会員が、2019－２０年度 国際ロータリー第

2790地区米山記念奨学委員会の委員に森秀樹

会員が任命され、仮委嘱状を授与されました。

小林会員からは、「一生懸命やらせていただき

ます。」、森会員からは「地区での情報をクラ

ブに持ち帰って役にたてたい。」と意欲溢れる

挨拶がありました。
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＜本日の卓話＞ 地区 広報・公共イメージ向上委員会 岩瀬和仁様 やすいレイアウトも推奨されているのです。

これらの課題をかかえているクラブも多いのではな

いかと思います。

柏南ロータリークラブのホームページは、これら

すべてをクリアされ、会員のみなさまの笑顔あふれ

る素敵な写真がたくさんアップロードされていて、

クラブのイメージブランディングの向上に寄与して

いると思います。

ただひとつだけ残念に思う事があります。Faceb

ookページには、とてもタイムリーに様々な視点で

「ロータリーを知ろう」の岡田会長スローガンに基

づくコンテンツがたくさんアップされているのに、

「いいね」や「シェア」が少ない事です。もっと会

員様がアクセスして、共有したい記事は地域のお仲

間たち、ロータリーアンに推奨したい知人にどんど

ん拡散されるとよいと思います。この財産を十分に

活用され、第40代会長予定者、櫻井好美会長エレ

クトに繋いで欲しいと切に願います。

私はクラブでは「クラブ会報委員会」委員長をさ

せて頂いております。印刷物の会報から電子版に移

行する取り組みをしています。IT化することには、

プレッシャーもありました。衛星クラブには賛否両

論。たしかに、ヒューマンネットが基本ですが、イ

ンターネットも避けて通れない人類の進化です。そ

れに対応して、ヒューマンネットとインターネット

を融合して行かなければ、ロータリーの未来はない

と思うのです。

そして、気づいた事なのですが、国際ロータリーの

ホームページ「ブランドリソースセンター」に載っ

ている事は、私たちの事業にも当てはまること、こ

れから来たる近未来に対応すべきこと、生き残るた

めのヒントなのです。

それに気づいてこの1ヶ月半、私は接骨院業務の

一部をEC(電子商取引)化し、同時にEC事業にも参

入して、毎晩猛勉強してきました。このような機会

をロータリークラブは与えてくれるのです。

そして何よりも厚いヒューマンネットの中で、先

輩方のご薫陶を頂き、本当に少しずつですが、ロー

リークラブでしか成し得ない「ヒト」としての成長

をし続けることができる「学びの場」と感じており

ます。

このような機会を今回も与えて頂きまして、心中よ

り感謝申し上げます。

誠に、ありがとうございました。

幹事報告

●メイクアップについての報告方法が決まっておりま

せんでした。さしあたって、メイクアップをされた方

は、メイクアップカードを提出するか、何の集まりで

いつ出席したかを事務局まで報告してください。また、

いつの欠席の充当するかも忘れずにお伝え下さい。

●【回覧】・希望の風コンサートのご案内・財団寄付

月次レポート1月のご案内・ハイライトよねやま２２

７・2019年国際ロータリー年次大会（ハンブルグ大

会）参加旅行募集案内送付のご案内

●４月１７日（水）１１Ｇ合同例会

アトラクション参加に関するアンケートのご回答をよ

ろしくお願いします。

今後の予定

2月26日（火）振替休会

2月27日（水）ＩＭ ザ・クレストホテル柏

12：00集合/食事13：00点鐘

３月 ５日（火）通常例会 理事会

３月12日（火）クラブ協議会 ※櫻井年度組織図

３月19日（火）祝日週休会

３月26日（火）観桜例会 廣池学園ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ

今後の重要な予定

４月17日（水）11Ｇ合同例会ザ・クレストホテル柏

５月14日（火）～１５日（水）親睦旅行 鬼怒川温泉

６月25日（火）交替式 ザ・クレストホテル柏

柏南ロータリークラブのみなさん、こんにちは。

わたくしは、国際ロータリー第2790地区 201

8～19年度広報公共イメージ向上委員会・委員の岩

瀬和仁です。茂原RCより出向させて頂いておりま

す。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

今年度広報公共イメージ向上委員会は、大原RC

平野一隆委員長、千葉西RC藤崎泰裕副委員長、佐

倉中央RC岡野敦委員と私の4名で活動させて頂いて

おります。日頃より、地区の活動にご理解、ご協力

を賜り、心より感謝申し上げます。

まずはじめに、広報公共イメージ向上委員会の 新

の取組みのお話しをさせて頂きます。こちらの『イ

メージブランディングガイドブック』という冊子を

地区内の各クラブ様用に作成して、2月の初旬に発

送させて頂きました。「新年度に向けたWEBや会報

作成・更新にお役立て下さい」…ということだった

のですが、柏南ロータリークラブ様の広報公共イメー

ジ向上の取組みは、大変すばらしいもので、すでに

こちらのガイドブックに沿った取り組みをすべてさ

れているものと拝聴させて頂きました。第39代岡

田尚子会長の「ロータリーを知ろう～」がくまなく

反映されたフレッシュなボイスと画像で分かりやす

く、興味深いコンテンツにあふれています。ですか

ら、何もお伝えすることが無いくらいなのですが…

せっかくですから、少しお話しさせて頂きます。

この冊子は「国際ロータリーホームページ活用の

手引き」とも言えるものです。国際ロータリーホー

ムページには、「デジタルメディアと印刷物作成の

ための留意点」とか「クラブホームページ作成・更

新のための留意点」など、示唆に富んだ興味深いコ

ンテンツが盛りだくさんです。こちらを活用するた

めには、まず「myrotary」の登録をしなければなり

ません。ですから、この「myrotaryの登録」をみな

さまにして頂くことが、私たちからのお願いごとの

１つでございます。ところが、この「myrotary」の

登録がどうもなかなかうまく行っておりません。こ

れは、他地区でも同様の課題の様で、先月吉日付で

RI第2770地区中川高志ガバナーより、ガバナー会

を経由して当地区にも「クラブ活性化動画」が送ら

れてきました。『Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ登録方法のご

案内』と『ロータリークラブ・セントラルの活用の

おすすめ』という2本の動画をクラブ活性化委員会

が作成されたものです。

私たちが作成した『イメージブランディングガイ

ドブック』の冒頭にも、「Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙの登

録方法」が出てきますが、こちらを読んで登録され

るよりも、4分ほどにまとめられているこの動画を

ご覧になった方が、はるかに効率的で分かりやすい

と思います。

しかも、こちらは電子資料ですから、印刷物を作成

することなく、手間も紙資源もかけずにインターネッ

トを通じて、地区内どころか、全国の会員様にシェ

アできます。柏南ロータリークラブさまのすばらし

い点は、いち早く、この動画を会員様向けにシェア

しているところです。

じつは、地区の広報公共イメージ向上委員会では、

年度の始まる前の準備期間中から地区ホームページ

運用などの問題点が明らかになってきたので、手を

付けてきたのですが、十分に改善できずにいる点も

まだあり、次年度に引き継ぐ形になっている点がい

くつか残されています。そのひとつは、地区のホー

ムページには、運営規定というのか「ガイドライン」

がない点です。WEBは世界に向けて発信しているわ

けですから、「何を発信するのか、しないのか」の

判断をどのようにするのか、明確な意図が無い限り、

タイムリーな発信は不可能です。

もうひとつ、地区ホームページに残された課題は

「マルチ・デバイス対応」になっていない点です。

こちらは、分かった時点では予算計上が難しかった

ので、実現できませんでした。

地区のホームページは情報も大きいので、「マルチ・

デバイス対応」に刷新するのには、それなりの費用

が掛かります。

しかし、実は国際ロータリーホームページの「ブラ

ンドリソースセンター」のホームページ作成・更新

のガイドラインには「マルチ・デバイス」対応の見

本日の卓話

岩瀬和仁様


