● 会 長 報 告

鈴木 邦昭君

皆さんこんにちは。
何度かご案内させ
ていただいており
ました地区合同奉
仕作業が 11 日の
日曜日に快晴の元、
残暑厳しい中でし
たが海からの風が
気持ちよくいい汗をかきながら海岸清掃を行っ
てきました。
予想よりごみが少ないとのことでしたが 90L の
ごみ袋も 30 分ほどでいっぱいになり見た目に
は汚れていないようでもペットボトル・ビニー
ル袋・空き缶等多くのごみが散見されました。
作業に参加をいただきました皆さん日曜日の休
日の中ありがとうございました。
先週例会時にご紹介させていただきましたクラ
ブロゴのベストもいい色だねとか目立つ色だね
とお声をかけていただき、山田副会長からも奥
様から若々しく見えていい感じと高評価を得た
ようです。他クラブも島田クラブが揃いのあず
き色のベストを着用し、焼津・焼津南・掛川・
磐田クラブさんはポロシャツを揃えて参加を
されていました。
10 月には駅前広場にてポリオデーに合わせて
街頭募金活動・11 月には地区補助金事業の藤枝
再発見健康ウォーキングの事業も予定されてい
ますので、認知度向上の手段としてベストの
利用をしていきたいと思います。
合同奉仕作業でロータリアン以外からも日本赤
十字を介して多くの高校生も参加されていまして
たまたま開会式の列の隣が藤枝東高の生徒さん
でしたので声をかけさせていただき、クラブ活動
の一環で参加したとのことでした。その時は時間
がなかったのでまた閉会の時にでも詳しくお話
を聞こうと思っておりましたが、閉会の時には
帰られておりましたのでそのままになりました
が、若年層の認知度向上に向けて、藤枝順心高
校と共同での奉仕作業を行ったり、より SNS を
活用しての発信も今後考えていくのもありかと
感じました。

ロータリークラブの認知度は国によっても異な
り台湾が 90%を超えていてアメリカが 50%強で
日本は 30%弱という資料がありました。また比
較されることが多いライオンズクラブとですが
認知度はロータリークラブの方が低いようです。
50 年の歴史の中で止まることなく奉仕事業を
行ってきていますので、地域社会における認知
度が低いのは残念ではありますが、変わること
なく普段からコツコツとクラブ、会員個人が奉
仕活動を続け認知信頼されるブランドを目指し
ていければと思います。松下幸之助やカーネル
サンダースは常にロータリーバッチを着けてい
たようですので、自分も小さなことから意識を
もって行動していきたいと思います
本日は地区公共イメージ向上委員会若林委員長と
杉山委員をお迎えして卓話をしていただきます。
卓話の中で、今後の進むべき方向性や広報の発
信などのヒントをいただけるのかと思いますが、
同じ藤枝を拠点として活動をしている両クラブ
ですので、それぞれの特色を尊重しあい、地元
で必要とされる団体として地域社会に変化をも
たらす活動を継続していきましょう。

● 理 事 会 報 告

土屋 富士子君

・10.11.12 月例会プログラムが承認されました。
・10/4 冠講座について、開講式事業計画書が承
認されました。詳細確認後に調整して、案内
文作成となりました。
・10/12 職場訪問例会について、時間調整を改
めてする事を含めて承認されました。案内は、
9 月末頃の締切で FAX 予定となりました。
・9/28 ガバナー公式訪問について、承認されま
した。ガバナー補佐同行は確認します。
・10/19 早朝例会（ポリオ）について、継続審
議となりました。
未定部分は、
10 月理事会提出。
・10/26 地区委員卓話（米山）について、米山
委員長へ卓話依頼が可能か確認し、10 月理事
会で報告のため、継続審議となりました。
・11/5.6 地区大会について、承認されました。
参加人数の制限があるかガバナー事務所へ確認
し案内作成となりました。
・11/20 地区補助金事業（ウォーキング）につ
いて、継続審議となりました。
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・藤枝ライオンズクラブ結成 60 周年記念式典へ
の出欠について、会長出席となりました。

● 幹 事 報 告

● 地 区 委 員 卓 話

土屋 富士子君
地区公共イメージ

・ガバナー事務所より
2025～26 年度ガバナー決定のお知らせが届
きました。
・地区大会実行委員会事務局より
2022-23 年度地区大会開催のご案内が届きま
した。

● 出 席 報 告

森下 敏顯君

本日のホームクラブ
出席者

前回の補正出席者

43／44

41／44

97.72％

93.18％

(１)欠席者
（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○江﨑君 ○大杉君 ○河森君 ○北島君
○栗原君 ○島村君 ○鈴木舜君 ○仲田晃君
○松田君 ○松葉義君 望月君
(２)メークアップ者
江﨑君 大杉君 河森君 北島君 栗原君
島村君 鈴木舜君 仲田晃君 松田君 松葉義君

● ビ ジ タ ー
地区公共イメージ向上委員会
若林 秀典委員長
杉山 茂範委員
桑原 茂君（藤枝南 RC）

● ゲ ス ト
リ・ミンギョクさん（米山奨学生）

● スマイル B O X

森下 敏顯君

・新しい駐車場電子契約システム導入しまし
た！9/17（土）にはセミナーも行います。ご
興味あればお声がけ下さいませ。状差しに入
れておきます！
内田寿美君
スマイル累計額 ４７，０００円

向上委員会

若林 秀典委員長

国際ロータリー第 2620 地区の公共イメージ向
上委員会は 2017～2018 年度に、広報委員会から
名称変更になりました。当時は変更の意味も意
義もわかりませんでしたが、委員長になってい
きさつを調べてみますと RI が 2010 年に列挙し
た 3 つの優先項目に
1) クラブのサポートの強化
2) 人道的奉仕の重点化と支援
3) 公共イメージと認知度の向上
とあります。この３つの優先項目は、スパイラ
ル効果があります。
人道的奉仕を行う→公共イメージが向上する→
支援者が増え、会員増強にもつながる(クラブの
サポートと強化)→人道的奉仕がさらに進む、ま
さに正のスパイラル効果です。このスパイラル
に必要なことが、公共イメージと認知度向上の
そのものです。とありました。確かに良いイメ
ージのところには人が集まっていくと考えられ
ます。つまり、広報するだけではなく、イメー
ジを向上することにより認知度を上げようとい
うのが名称変更の目的だったのです。
第 2530 地区(福島県中心 2022 年)の認知度調
査では、名前だけ認知しているのは 55%,内容を
どのくらい知っているかを見てみると約半数は
全く知らないということです。周囲の人たちが
持つイメージは「富裕層、企業役員、歴史があ
る、年寄、社交クラブ、男性等」で、なるほど
と思う部分もありますがもっと知ってもらいた
いと思う気持ちもあります。知っている年齢層
は高いので、SNS などのソーシャルメディアか
らの認知経路は低かったようです。それではロ
ータリアンが他の奉仕団体をどのくらい知って
いるのでしょうか？
ライオンズ、ボーイスカウト、ガールスカウト
などの名前は知っていますが内容はどうでしょ
う？ソロプチミスト、
キワニス、
ゾンタクラブ、
ワイズメンズクラブ国際協会となると名前すら
聞いたことがないという方も多いのではないで
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しょうか？なかなか団体名を一般の方に覚えて
もらうことはハードルが高いというのが実感です。
浅原ガバナーの方針は、できるだけお金をか
けないで行うということです。1 クラブ 1 記事
を新聞に取り上げられるような特徴のある奉仕
活動をやって下さいということでした。しかし、
メディア関係者の方に伺うと「公共性の観点か
ら、ロータリーばかりで紙面を埋めることはで
きかねます。
」という返事でした。確かに大きな
クラブは質、量とも豊富で対応できるかもしれ
ませんが小さいクラブが背伸びしてやるのも大
変です。
個々のクラブの事業は努力目標にして、
複数のクラブでやった事業も可となりました。
実際、マスメディアが取り上げてインパクトが
高かったのが、安間パストガバナーが新型コロ
ナのはやり始めた時にやったフェイスシールド
の寄贈と静岡クラブがウクライナ戦争の初期に
募金活動を行ったことでした。時勢に即した
速やかな対応でした。
今後は各クラブが近隣のクラブと協力し、会
員の皆様には様々なアイデアを出していただき、
身の丈に合った奉仕事業をやっていただければ
と思います。ロータリアン一人ひとりが広告塔
になってまず、知人、友人に名前、クラブの活
動や内容を知ってもらうことです。認知経路も
このことが最上位になっています。また、ロー
タリーバッジなどのロゴマークをできるだけ人
目に付くようにつけていただくように期待します。
会員皆様の地道な協力を希望してやみません。

四つのテスト

《9 月の事務局開局日時》
月

火

水

木

金

12
閉局

13

14

15

10：00～

9：30～

10：00～

16
閉局

16：00

16：00

16：00

19

20

21

22

23

閉局

10：00～

9：30～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

26

27

28

29

30

閉局

10：00～

10：00～

10：00～

閉局

16：00

16：00

16：00

※ 開局日時は変更になる場合があります。
最新の情報は、
ホームページでご確認ください。

事務局
〒426-0037

藤枝市青木 1-11-10 アクセス 21
TEL054-647-2300 FAX054-647-2040
E-mail: club1972@fujieda-rotary.org

ソングリーダー…… 増田 貴行君
ソング…… 我らが藤枝ロータリー

（担当／村松 繁君）
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