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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３４（１１）

９月   ５日（火）

９月  １２日（火）

９月  ２６日（火）

１０月 ３日（火）

１０月 １０日（火）

１０月 １７日（火）

１０月 ２４日（火）

第3回クラブ協議会「地区大会を終えて」

ガバナー公式訪問

取止め例会

第3回クラブフォーラム「社会奉仕について」

石高・本田

本田・戸張・石井

2

3

93.55

90.00

２９

２７

２６０５

２６０６

２６０７

1）先週の火曜日　国際

ロータリー第2780地区青

少年交換プログラムで申

請された　島木風花さん

16才の面接をさせていた

だきました。とてもよい子

で大和ロータリーとして

推薦することにしました。

総勢20名の申請書が提出

されているようですが、留学出来るのは9名だそうです。

留学できる9名に残ることを祈っております。私の次男坊

が同じ16才で海外留学に推薦されオーストラリアのシド

ニー近辺の街に留学させていただきました。現在息子は

学んだ英語を生かして海外で頑張っているようです。

2）先週の金曜日地区のゴルフコンペが盛大に行われ

ました。大和RCからは12名の参加をいただきました。参

加した皆さんご苦労様でした。籾山さんもっと運動しま

しょう・・・・

　従来、ロータリークラブは陰徳の美が言われ、公共イメージの向上には戸惑いのある方もいらっしゃるかもし
れませんが、現状と今後についてお話させていただきます。

　過去、公共イメージ委員会の活動は、ポリオ撲滅キャンペーンを中心に行っていました。今後は、各グルー
プ、クラブによる奉仕活動の後方支援や地域一般社会に向けた公共イメージの認知度の向上を目指す活
動にシフトしていきます。

　2017-18年度方針は、ロータリークラブの存在感を一般市民に理解をいただくための活動に重点を置き
認知度の向上を目指します。
・ポリオ撲滅他人道的奉仕の重点化と増加
・ロータリーのイメージとブランド認知を調和させる
・クラブの活動を、会員だけでなく、メディアや一般の人々に知ってもらう。

　以前、6か国において一般の人 に々アンケートを取ったところ、約２０％しかロータリーを知らないことが分かり
ました。これでは、ロータリーの可能性を最大限発揮できません。まずは、ロータリーのさまざまな強みや活動
を、一般の人 に々正しく知ってもらう必要があります。

　ブランドリソースセンターには、さまざまな資料やガイドラインが掲載されています。クラブと地区が、組織とし
て一貫したアイデンティティを保ちながらも、クラブと地区による独自の資料づくりやコミュニケーション発信を
可能とするものです。 
数分間の動画もたくさんありますので、ぜひご活用ください。

　職業奉仕を強調する。ロータリアンが職業人として、また社会人としてどう行動するかということがロータリー
のイメージと深く結びついています。つまり、私たちロータリアン１人１人がロータリーを代表する顔です。今、行
動しなければ次世代への改革はありません。

　創設者ポール・ハリスの名言：『世界は常に変化している。ロータリーは世界と共に変化して成長していか
なければならない。ロータリーの物語は幾度も書き換えられなければならない。』　この言葉を心にとめて活
動に励みたいものです。

本日 ￥８,０００  累計 ￥１７８,０００

◆辻　彰彦様（大和中RC）／本日は、お世話になります。公
共イメージと認知度の向上の為、皆様方の良きアドバイスを

いただければ幸いです。本日は、よろしくお願いいたします。

◆中村　友彦様（大和中RC）／本日は、お世話になります。

よろしくお願いいたします。

◆増　正之会員／

辻　彰彦様、今日はよろしくお願いいたします！

◆松川　健治会員／

辻　彰彦様、中村　友彦様ようこそおいで下さいました。辻　

彰彦様卓話勉強させて頂きます。片山さんクッキーおいしく

頂きました。やさしい味でした。

◆佐々木　和夫会員／

本日は第2780地区より辻様、ようこそいらっしゃいました。公

共イメージの卓話よろしくお願いします。

◆伊藤　健司会員／秋雨がうっとうしい今日この頃です。体

調にはくれぐれもお気をつけください。

我らジャイアンツは、ようやく横浜をとらえ、ついでに虎退治も

しますのでよろしくお願いします。

◆石高　誠一会員／大分涼しくなってきました。そろそろ釣

りの事を真面目に考えようと思っております。

◆冨岡　弘文会員／

大和中クラブ辻さん、先日のメイクではありがとうございまし

た。同級生の友情を実感しました。なのに、今日は講師の仕

事で例会を休んですみません。卓話をよろしくお願いします。

スマイルＢＯＸ報告相原委員

卓話

委員会報告

武田　茂　会長

第260３回　2017年9月１２日（火）
司　　会 ／伊藤　彦二　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／三浦　高義　会員
斉　　唱 ／「我等の生業」
ゲ ス　ト ／

ＲＩ第２７８０地区　公共イメージ委員会
副委員長　辻　彰彦様（大和中RC）

ビジター／

大和ラジオ放送㈱
代表取締役社長　中村　友彦様（大和中RC）

会長の時間

幹事報告

◆９/１８（月・祝）は地区大会です。場所は、相模女子大学グ

リーンホール・小田急ホテルセンチュリー相模大野

第２日目：新世代交流会から出席される方は、小田急ホテ

ルセンチュリー相模大野8F

第2日目：本会議出席者は、相模女子大学グリーンホール

※会場をお間違えないようお気を付けください。

◆台北七星ＲＣから教育強化プロジェクト応援依頼がきて

おります。１人１万円のご協力をお願いします。

【ポスティング】   

・次第  

・週報

・ガバナー月信

・卓話者　略歴

【回覧】

・コンサートのお知らせ（昨年卓話にお越しいただいた前川

朋子様よりご案内がありました）

・地区資金会計報告

森川　良三幹事　

三浦ソングリーダー

今年度の活動方針に関連して

◆職業奉仕委員会／

　　井上勝彦委員長

地区大会のお礼

◆ゴルフ同好会／赤澤多加志会長

福祉の日の集いポスティング

◆社会奉仕委員会／赤澤多加志会員

１０月１９（木）・２０日（金）に花巻南

RC への表敬訪問を企画していま

す。

◆姉妹・友好クラブ委員会／

　　伊藤健司会員

◆公共イメージ・雑誌委員会／

　　松川健治委員長

先日の2600回記念例会の会計報告。

スナップ写真及びカラオケに参加され

た方々のスナップ写真を含む。

◆親睦・ロータリー家族委員会／

　　伊藤彦二副委員長

大和ラジオ放送
中村様報告

出席報告籾山委員卓話者に感謝 地区大会
2日目入り口

講演者ジュディ・オング様へ
花束贈呈

大懇親会加藤ガバナー補佐による
クラブ紹介

京都の芸妓衆による
アトラクション

会場内友愛コーナーで米山奨学生による
母国のお茶サービス

松山さん
登録所お疲れ様

◆２７８０地区公共イメージ副委員長／

　　辻彰彦様

 第２回クラブフォーラム
【公共イメージについて】 ＲＩ第２７８０地区　公共イメージ委員会

副委員長　辻　彰彦様（大和中RC）
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