
2016年7月号 
発行：Zones 1 & 2 & 3 
ロータリーコーディネーター 
ロータリー公共イメージコーデネーター 
今月号の担当 Zone 1 RC 
 

■   クラブ数     会員数 

Zone 1       832       28,680 
Zone 2       653       28,129 
Zone 3       793       32,963    
合計      2,278       89,772 

■ My Rotary 登録者（%） 

Zone 1    4,105       14.3%  
Zone 2    4,665       16.6%  
Zone 3    3,570       10.8% 
世界の登録者(%)  
           289,734      23.4% 

■ BOX登録件数 

Zone 1          41 件           
Zone 2           21 件            
Zone 3           79 件 

５月末現在  合計  141件 

2016年6月1日現在 のClub Centralの
データーです。                

 

 

表面：汎用パターン 

■ 新クラブ設立 

・第2680地区（第３ゾーン）に西宮イブニングロータリークラブが３月７日に新クラ
ブとして結成されました。 

・第2830地区（第１ゾーン）に八戸中央西ロータリー衛星クラブが5月12日に会員
12名で結成されました。 

■ クラブ合併 

 2016年4月30日付で第2690地区（第３ゾーン）の岡山ロータリークラブと牛窓
ロータリークラブが合併しました。合併後は岡山ロータリークラブになります。事
務所及び連絡先、例会情報は岡山RC従来の内容で変更ありません。RI加盟承
認日も岡山RCの「1934年4月5日」を引き継ぎます。 

■  グランド「BOX」への投稿のお願い 

     RPICは昨年１０月から①「奉仕プロジェクトを考えるヒントの提供」②「広報の
仕方」に関する情報提供機能を構築しています。本年度も引き続きクラブや地
区が実施た奉仕活動が新聞に掲載させましたら「BOX」への投稿をお願いしま
す。詳しくは地区またはRPICにお尋ねください。 

■  2016-17年度地域別会員増強計画の概要（１、２、３ゾーン） 

 今年度の会員増強計画の概要として、７項目が成果測定の指標とされました。
各地区、各クラブにおきましては目標達成のためご協力をお願いいたします。 

・全地区が会員増強（入会・参加促進）委員長を任命する。 

・地域内の30％のクラブが、ロータリークラブ・セントラルで少なくとも10の目標を
設定し、達成状況を記録する。 

・各地区で新しいロータリークラブを少なくとも1クラブ設立する。 

・会員の男女比全地区を縮小するため、女性会員の比率を少なくとも2％増や
す。 

・会員の年齢層を広げるため、40歳未満の会員比率を少なくとも2％増やす。 

・会員維持率を少なくとも1％増やす。 

・各クラブで会員の50％がMy ROTARYに登録するよう奨励し、My ROTARYの
登録者数を増やす。 

 

Zones 1 & 2 & 3 

 今年度も第１、２、３ゾーンのロータリーコーディネーター(RC)とロータリー
公共イメージコーディネーター(RPIC)そして、それぞれのコーディネーター
補佐が輪番制で担当して「コーディネーターニュース」を発行いたします。      

 ロータリーの戦略計画には「クラブのサポートと強化」、「公共イメージと認
知度の向上」、「人道的奉仕の重点化と増加」の３つの優先項目があります。
それぞれをRC、RPIC、ロータリー財団地域コーディネーター (RRFC)が担
当しています。 

 ゲイリー C.K. ホァン 元会長の言葉を借りますと「ロータリーにおいて奉仕
は目的ではありません。それは旅です。いかなる旅にも共通するように、地
図があれば旅はいっそう充実したものになります。 ロータリー奉仕にとって
の地図、それがRI戦略計画です」と述べておりますが、残念ながら日本で
は一部のクラブを除いては戦略計画の立案と実践は進捗していないのが
実情です。私たちコーディネーターは各地区の行事を通して、クラブに導
入をしていただくお手伝いをさせていただきます。(Zone 1 RC 酒井正人） 

八戸中央西ロータリー衛星
クラブの設立例会。5月19日
鈴木ガバナーに襟章をつけ
てもらう工藤議長。 

コーディネーターの任期は３
年です。            
私たちは1年目のRCとRPIC
です。どうぞよろしくお願いい
たします。 



2016年8月号 
発行：Zones 1 & 2 & 3 
ロータリーコーディネーター 
ロータリー公共イメージコーデネーター 
今月号の担当 Zone 2 RC 
 

■   クラブ数     会員数 

Zone １    832      28,734             
Zone 2       653        28,210           
Zone 3       794        33,008            
合計    2,279      89,952  

■ My ROTARY未登録者 

Zone 1     23,755      82.89%              
Zone 2     22,712      80.58%            
Zone 3     28.793      87.26%              
世界の未登録者は   71.59%   

■ BOX登録件数 

Zone 1          41件                    
Zone 2          15件                      
Zone 3           79件           

 6月末現在  合計   135件   

 

2016年6月28日現在 のClub Central
のデーターです。                

 

 

表面：汎用パターン 

■ 規定審議会 

 2016年の規定審議会ではロータリーの歴史上、革新的な内容が多く含まれて

います。各クラブの裁量が大きくなり、クラブ自体の責任の重さと選択肢が増え、

地区およびクラブのリーダーの方々は困惑されていると思います。 

 規定審議会に出られた日本の代議員の方は日本と世界の乖離があり、価値観、

宗教、言語も違い、一つのルールでまとめるのは困難と感じておられました。日

本と世界は流れが異なっており、日本が孤立しないよう、批判をするのではなく

世界に働きかける行動が必要であると思います。選択された立法案は高齢化し

ていくロータリーを止めるために、若い人の入会を促進するためにハードルを下

げた感があります。日本のロータリーはきちんと素晴らしい運営をしています。他

の国に示しをつける価値観を持ち続けてほしいと思います。いずれにしても各ク

ラブが主体です。各クラブの裁量権をもってルールを決めてください。 

■  2016-17年度目標 

     ＲＩテーマは「人類に奉仕するロータリー」です。全体の目標はまさしく戦略

計画の3つの優先項目そのものであります。特にロータリー財団１００周年の年で

もあり、財団目標も盛り込まれています。 

■  戦略計画 

 地区にもクラブにも戦略計画は必要です。地区とクラブの戦略計画を整合し、

ダイナミックなクラブを築きましょう。戦略計画はクラブや地区が将来こうありたい

というビジョンを描き、それに添った目標と行動計画を立てることです。そのため

には、単年度を超えた長期的視点が必要です。My ROTARYに登録して、役立

つ情報からスキルと知識を高めてください。 

Zones 1 & 2 & 3 

 国際大会に出席したことがあるロータリアンは早期退会はしないというジ

ンクスがあるそうです。2016年ソウルの国際大会には日本から約7,000人の

登録を得て、ロータリー史上最高となる43,000人が150カ国以上から集まり

ました。（正式な最終登録者数は後日、RI本部より発表される予定です。）

会場の規模も、アトラクションも、それに応えるものでした。多くのブースが

あり、コーディネーターも地域リーダーのブースにてお手伝いをしました。３

月シカゴ郊外のエバンストンにあるロータリー本部で研修をしてきた世界中

のコーディネーター仲間と再会できました。日本からのガバナー、ガバナー

エレクトにも会場でお会いしましたが、残念ながらブースに立ち寄られた方

は少数でした。アトランタでも設営されると思いますので、次回はぜひお立

ち寄りください。（Zone2 RC 田中正規） 

ロータリーの戦略計画と目標 



2016年9⽉号
発⾏：Zones 1 & 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーデネーター
今⽉号の担当 Zone 1 RC

■ クラブ数 会員数

Zone 1 830 28,430
Zone 2 651 27,909
Zone 3 793 32,585

合計 2,274 88,924

（2016年8月9日現在 のClub Central

のデーターです）

■ BOX登録件数

Zone 1 42 件
Zone 2  16 件
Zone 3  80 件

７月末現在 合計 138 件

■ 新クラブ設立

・第2620地区（第2ゾーン）に甲斐の郷ロータリークラブが6月2７日に結成されま
した。

・第2680地区（第3ゾーン）に神戸モーニングロータリークラブが6月7日に結成さ
れました。

・第2830地区（第1ゾーン）に八戸西ロータリークラブが7月20日に結成されまし
た。八戸西RCは八戸中央西ロータリー衛星クラブを経て、日本で初めて承認さ
れたケースです。

・第2750地区（第2ゾーン）に東京大井イブニングロータリー衛星クラブが7月2日
に結成されました。スポンサークラブは東京大井RCです。

■ クラブ合併

2016年7月1日付で第2630地区（第2ゾーン）の不破ロータリークラブと不破の
関ロータリークラブが合併しました。合併後は不破ロータリークラブになります。
事務所及び連絡先、例会情報は不破RC従来の内容で変更ありません。RI加盟
承認日も不破RCの「1970年7月24日」を引き継ぎます。

■ 脱会クラブ

6月30日付で以下のクラブがRI理事会に承認され脱会しました。

第2510地区（第1ゾーン）松前RC

第2590地区（第2ゾーン）横浜たまRC

第2590地区（第2ゾーン）横浜ひまわりRC

第2710地区（第3ゾーン）油谷湾RC

第2790地区（第1ゾーン）富津RC

第2820地区（第1ゾーン）藤代RC

■ クラブの奉仕活動の新聞記事を投稿してください

ロータリー公共イメージコーディネーター(RPIC)は昨年１０月から①「奉仕プロ
ジェクトを考えるヒントの提供」②「広報の仕方」に関する情報提供機能を構築し
ています。本年度も引き続きクラブや地区が実施た奉仕活動が新聞に掲載させ
ましたら「BOX」への投稿をお願いします。詳しくは地区またはRPICにお尋ねく
ださい。

Zones 1 & 2 & 3

ロータリークラブにとって会員増強は最も重要な取り組みの一つです。今
現在、十分な会員数に恵まれているクラブであっても時間の経過と共に会
員も高齢化して行くのは当然のことです。したがって、会員増強はこれか
らのクラブを担う若い会員を少しずつ補強して、クラブのDNAを継承しても
らわなければなりません。もちろん、新会員が入会することでアイディア
が広がる可能性があります。新会員は活動する原動力になる可能性もあり
ます。つまり会員増強は「活力あるクラブ作り」と言えるでしょう。

ロータリーの創設当時とは異なり、奉仕をする団体は数多く存在します。
私たちがロータリアンとして相応しい入会候補者を選定したとしても、候
補者がロータリーと他の団体との違いを理解してロータリーに興味を持っ
ていただけなければ入会に結びつく機会を失うことになります。違いを理
解してもらう方法の一つとしてRIに入会候補者用の新しいパンフレット
「自分にできること 今日からはじめよう」が用意されています。このパン
フレットには、ロータリーの活動内容や他団体との違いが紹介されていま
す。My ROTARYからPDFファイルをダウンロードするか、オンラインショッ
プや国際ロータリー日本事務局で入手が可能です。(Zone1RC 酒井正人）

ロータリーとは何かを説明すに
は写真にある３つのフレーズを
使うと一貫性があり、明確に表
現できます。様々な「リーダー
が集まり」「アイディアを広げ」
社会のために「行動する」

会員候補者向け資料:自分にできること

今日から始めよう (資料番号:001）



2016年10月号 
発行：Zones 1 & 2 & 3 
ロータリーコーディネーター 
ロータリー公共イメージコーデネーター 
今月号の担当 Zone 1 RPIC 
 

■   クラブ数     会員数 

Zone 1  830    28,484 
Zone 2  651    27,925 
Zone 3  793    32,629 

合計   2,274   89,038 

（2016年8月19日現在 のClub Central 

のデーターです）  

               

■ BOX登録件数 

Zone 1          53 件           
Zone 2           27 件            
Zone 3           79 件 

8月19日現在  合計 159 件 

 

表面：汎用パターン 

■  ロータリーの公共イメージ向上のために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  2016-17年度ロータリー公共イメージコーディネーターの目標 

 ◎以下のトピック（１つまたは複数）に関する無料メディア掲載（ロータリーが費
用を支払わずに外部メディアにより掲載される記事）を、各地区で少なくとも10
件確保する。 

 a. 特筆すべきクラブのプロジェクト 

 b. 地元ロータリークラブの支援を受けた人または団体 

 c. 学友 

 d. ロータリークラブ会員とそのボランティア活動の紹介 

 e. 地元のイベント/募金活動 

 f. ポリオ撲滅または6つの重点分野 

 g. 人びとの交流/ネットワークを広げる機会 

 h. 世界ポリオデー 

 i. ロータリーデー 

 j. ロータリーのイベント/財団100周年イベント 

  

Zones 1 & 2 & 3 

公共イメージ向上作戦 

 上記右側囲み欄に、「BOX登録件数」とありますが、これは昨年の10
月よりRPIC（公共イメージコーディネーター）が始めた「クラウド
BOX」の事です。 

 クラブや地区が奉仕事業やロータリー活動を行って新聞記事になった
場合、その記事を地区経由で「クラウドBOX」に投稿して下さい。それ
をお互い閲覧することで、情報共有し、その後のロータリーの広報活動
のヒント・参考にして頂きたいと思います。又、アンケート形式での
フォーマットがありますので、プロジェクトの概要報告をお願い致しま
す。<rpicjapan@gmail.com>に「詳細希望」という件名で空メールをお
送りいだくと投稿および、閲覧方法が自動返信で届きます。 

 この活動を「公共イメージ向上作戦」と名付けております。今年度も
継続していますので、各地区・クラブのご協力をお願い致します。  

                     (Zone1 RPIC 渡辺敏彦） 

 

 

ロータリーとは何かを説明する
には、この３つのフレーズを使
うと一貫性があり、明確に表現
する事が出来ます。 

様々な「リーダーが集まり」 

「アイディアを広げ」 

社会のために「行動する」 

 

 

クラウドストレージの「Box」
は、個人向けの無料サービスも
あるが、主軸は企業向けの有料
サービス。すでに世界4万7000
の企業・組織がアカウントを持
ち、「フォーチュン500」企業
の51％で利用されている。 

       DIAMOND online より 

ガバナーエレクトとして ガバナーとして 

地区広報委員会の委員長と委員を任
命する。 

地区とロータリーのスポークスパーソ
ンとなる。 

地区広報のために予算を組む。 広報計画を立てるようクラブに奨励す
る。 

クラブを対象とした広報の研修が実
施されるよう手配する。 

地区のウェブサイトとソーシャルネット
ワーキングサイトが定期的に更新され
るよう手配する。 

ロータリークラブ・セントラルでクラブ
が広報目標を立てるよう、ガバナー補
佐と協力して確認する。 
 

奉仕プロジェクトの広報を効果的に行
う。また、ロータリーショーケースや
ロータリークラブ・セントラルでプロ
ジェクトの成果を紹介するようクラブに
奨励する。 



2016年11月号 
発行：Zones 1 & 2 & 3 
ロータリーコーディネーター 
ロータリー公共イメージコーデネーター 
今月号の担当 Zone 3 RPIC 
 

■   クラブ数     会員数 

Zone 1  830    28,648 
Zone 2  651    28,100 
Zone 3  793    32,856 

合計   2,274       89,604 

（2016年10月6日現在 のClub Central 

のデーターです）  

               

■ BOX登録件数 

Zone 1          53 件           
Zone 2           27 件            
Zone 3           79 件 

8月19日現在  合計 159 件 

 

表面：汎用パターン 

■  ロ－タリ－の公共イメ－ジ向上活動と実践方法 

 コ－ディネ－タ－NEWS１０月号で第一ゾ－ンRPIC渡辺敏彦様が各
地区ガバナ－や地区とクラブの担当委員長が公共イメ－ジ向上活動
に取組むべき方針とその活動分野について詳しく述べられました。各
クラブや地区が取組んでいる各分野の意義あるロータリ－活動を対外
的に適切に広報し、ロータリーのブランド価値を高めて行くことが現代
社会では求められております。しかしながら陰徳を尊ぶ日本ロ－タリア
ンの公共イメ－ジ向上への積極的な意識と対応はまだ低いと言わざ
るを得ません。ロ－タリ－のブランド価値を各クラブや地区が高める努
力を続けることによって、最終的には各クラブの会員基盤の強化と
ロータリ－の発展に繋がることを理解しましょう。  

■  今月号ではTRF１００周年記念プロジェクトの一環として
実施された２件の写真をご紹介致します。 

 その１件は広島東RCが実施されました広島市内の路面電車に搭載
されました「END POLIO NOW」の動く広告です。本プロジェクトは広
島市民はもとより、国内や海外各国から広島を訪れている観光客が大
幅に増えている中でロ－タリ－のイメ－ジ向上に大きな力になりました。
広告電車運航開始日の模様が中国地方の有力紙である中国新聞に
写真入りで紹介されました。 

 もう１件の写真は大阪中之島RCがベトナムのダナンの市民病院へ
派遣しているVTT医療チ－ム派遣プロジェクトです。本件は友１０月
号でも紹介されましたが、日本の最先端のハイテク医療技術がベトナ
ムのダナン病院へ伝授されることになり、現地の医療関係者や受益者
から高く評価されております。ベトナムにはロ－タリ－クラブがまだ存
在しておりませんが、この様なロ－タリ－の意義あるプロジェクトが地
元で広く報道されておりますので近い将来ロータリ－クラブの誕生に
繋がることが期待されております。 

 

 

 

Zones 1 & 2 & 3 

ベトナムのダナンの市民病院へ派遣している
VTT医療チ－ム派遣プロジェクトです。 

■  各クラブや地区では国内
や海外に於いて数多くの素晴
らしい奉仕活動を展開頂いて
おりますが、そのことを広く一
般社会へお伝えする努力がな
かなか伴っていないことが、日
本のロ－タリ－の課題の一つ
です。ロータリ－について最も
よく知り、私達の活動を最もよく
伝えることが出来るのはロータ
リアン一人一人です。皆様の
ご理解ご尽力を宜しくお願い
申し上げます。 

（Zone 3 RPIC 横山守雄） 

 

このイラストは広島市内の路面電車に搭載さ
れた「END POLIO NOW」の動く広告です。 



2016年12⽉号
発⾏：Zones 1 & 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーデネーター
今⽉号の担当 Zone 1 RC

■ クラブ数 会員数

Zone 1 830 28,699
Zone 2 651 28,187
Zone 3 793 32,944

合計 2,274     89,830

（2016年11月7日現在 のClub Central

のデーターです）

■ 会員増強のためのリソースを利用しましょう

地区においても、クラブにおいても会員増強と維持は最も重要な取
り組みの一つです。会員が増加されると新しいアイディアが生まれ、ク
ラブの活動の幅が広がります。つまり、元気で活力あるクラブになりま
す。逆に会員が減少するとクラブの活力が失われます。

国際ロータリーでは会員の増強と維持のために様々な参考になる資
料を用意してあります。

・ クラブの健康チェック ：クラブが地域社会にとって大切な存在であ
り続けるために、クラブを定期的に診断ツール。

・ 会員増強ガイド：地域にあった計画を立てよう：クラブ会員基盤の
発展に向けた戦略ガイド。

・会員増強のための評価ツール：クラブの現状評価ツール。

・奉仕と友情の輪を広げよう：ロータリーに積極的に参加するためのさ
まざまな方法を紹介

・入会候補者情報プログラム：入会者探しのお手伝い

・元気なクラブづくりのために：活気あるクラブをつくるためのベストプ
ラクティスを紹介

これらの資料はロータリーのホームページ（My ROTARY)から次の順
序で進むと得ることができます。

| ラーニング＆参考資料 | 主題別 | 会員増強
不都合な時は次のアドレスを直接入力してください。

http://www.rotary.org/myrotary/ja/learning-reference/learn-
topic/membership

(Zone 1 RC 酒井正人)

Zones 1 & 2 & 3

■ 第１、２、３ゾーンの公
共イメージコーディネー
ター(RPIC)は各クラブが
実施した奉仕プロジェクト
が紹介された新聞記事を
集め、その内容をイン
ターネット上で閲覧できる
仕組みを構築しています。
ロータリーの友１０月号に
も投稿された記事が紹介
されています。

記事の投稿と閲覧は
rpicjapan@gmail.comに
件名を「詳細希望」と
して空メールを送信し
てください。手続きに
関する詳細が自動送信
されます。



2017年1月号 
発行：Zones 1 & 2 & 3 
ロータリーコーディネーター 
ロータリー公共イメージコーデネーター 
今月号の担当 Zone 3RC 
 

 

■ クラブ数 会員数 

Zone １ ８３０ ２８,７７７              
Zone 2 ６５１ ２８,２０４          
Zone 3 ７９３ ３３,０１９         
合計 ２,２７４ ９０,０００     

■ BOX登録件数 

  １８２件          

2016年12月6日現在 のClub Central
のデーターです。                

 

 

 

表面：汎用パターン 

 

■ 2016年規定審議会とロータリーの戦略計画 

 2016年の規定審議会では、今までになくロータリークラブの自主性と責任が問

われることになりました。各クラブの運営方法、特に例会のあり方を真剣に協議し

なければなりません。それこそがクラブの戦略計画です。今の自分のクラブの良

い点、悪い点をしっかり検証し、3年後、5年後、10年後のクラブの姿を描いて計

画します。それに従って毎年の計画がなされ実行され、毎年の検証も必要です。

この戦略計画は、クラブ協議会を通じて、会員全員が共有しなければなりません。

また、今回改正されたことを地区や分区・班・グループで統一見解を出して欲しい

との意見もあります。しかし、今度の規定審議会で決まったことは、各クラブの自

主性と責任です。横並びの方が楽ではありますが、会員全員で考え話し合うこと

を選びたいものです。当然、今までのクラブの運営方法を必ず変えなければなら

ないと言うわけではありません。 

 

■ クラブの細則の改正 

 いうまでもなく、規定審議会が開催された次の年度には、決まったことをクラブ

の細則に反映させなければなりません。推奨ロータリークラブ細則を採用している

クラブにおかれましては、クラブの細則は、クラブの例会で改正します。10日前に

会員に書面で通知し、定足数を満たした例会で3分の2が賛成することが必要で

す。また、国際ロータリー定款・細則、ロータリー章典と矛盾してはいけません。 

 

 

 

 

 

 

      第3ゾーンセミナー 

Zones 1 & 2 & 3 

 ２０１６年7月9日(土)大阪にて、第3ゾーンロータリー戦略

計画推進セミナーを開催し、105名の登録をいただきました。

開会式では、斎藤理事のご挨拶をいただき、第3ゾーンの3

部門、ロータリーコーディネーターとロータリー公共イメージ

コーディネーターとロータリー財団地域コーディネーターが

それぞれ趣旨説明し、杉谷直前理事の講演をいただきまし

た。そして、部門ごとのグループ討議で地区の情報交換が

あり、財団部門では、第2730地区のグローバル補助金の事

例発表がありました。グローバル補助金の使い方が難しく、

それぞれの地区のロータリー財団委員会には、参考事例

になったようです。その後の、杉谷直前理事ご逝去は、残

念でありました。                                                   

第3ゾーン ロータリーコーディネーター   安満 良明 

 

ジョン・F・ジャームRI会長ご夫妻 
斎藤直美RI理事ご夫妻 
名古屋ロータリー研究会 

       ２０１６年１１月２９日 

ロータリー研究会とは、ゾーン 
単位で開催され(日本は３つの 
ゾーン合同)国際ロータリーの 
現、次期、元役員に国際 
ロータリーとロータリー財団の 
最新の情報を提供し、親睦と 
研修の機会を提供する会です。 



2017年2月号 

発行：Zones 1 & 2 & 3 
ロータリーコーディネーター 
ロータリー公共イメージコーデネータ 
今月号の担当 Zone2 RC/ARC 
 

■   クラブ数     会員数 

Zone １ 829 28,587 

Zone 2 652 28,071  

Zone 3 791 32,775 

   合計   2,272 89,433 

  2017年1月9日現在の Rotary 
Club Centralのデーターによります 

■ BOX登録件数 

１８３件（１．２．３ゾーン合計） 

 

 

 

表面：汎用パターン 

■ 新クラブ設立 

・名古屋宮の杜ロータリークラブ 第2760地区                                        
承認年月日2016年12月5日    創立会員数  ：30名（男性30名）                                                                 
〒460-0008愛知県名古屋市中区栄1-22-16ミナミ栄ビル402号             
TEL / FAX：052-253-7821 / 052-253-7820                                             
例会：第1&3木曜日 12:20～13:30 ウェスティンナゴヤキャッスル 

・古河東ゆきはなロータリー衛星クラブ 第2820地区                 
認可年月日2016年12月13日 創立会員数：10名（男性7名 女性3名）                
〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木2408                  
TEL / FAX：0280-55-0208 / 0280-55-0208                          
例会：第2第4金曜日 19:00～ 美容室ルピナス古河西口店 

 

■ 脱会クラブ 

・第2640地区  堺利晶RC RI理事会承認日：2016年11月30日 

・第2830地区  青森東RC     RI理事会承認日：2016年12月31日 

・第2680地区  神戸ハーバーRC RI理事会承認日：2016年12月31日 

 

■ クラブの柔軟性について 

第45回ロータリー研究会においても2016年度規定審議会で制定案と
して可決されたクラブの柔軟性に関わる事項が取り上げられました。 
クラブ例会の柔軟性に関しては①制定案 16-21 クラブ例会と出席に
柔軟性を認める件 ②制定案 16-26 例会取消の規定を改正する件 
③制定案 16-30 直接あるいはオンラインの両方による例会出席を認
めるよう、出席規定を改正する件 などがあります。この度の２クラブ設
立においても例会回数を月２回として、早速新制度を取り入れておりま
す。 

Zones 1 & 2 & 3 

第45回ロータリー研究会に出席して 

 2016年11月30日から12月1日まで、名古屋のウェスティンナゴヤ
キャッスルにて678名の参加で開催されました。前々日の28日には
ロータリー財団セミナー、前日29日はガバナー会、GETSそしてジョ
ン・Ｆ・ジャームＲＩ会長をお迎えしてご夫婦歓迎晩餐会が盛大に行
われました。研究会の最大の関心は「これからのロータリーを考え
るー規定審議会より見えるものー」。ＲＩの最大目標はポリオ撲滅。そ
の為、又クラブの活性化の為、会員増強が大事になってきます。故
に例会の柔軟性、会員身分の柔軟性等が規定審議会で決定したも
のと思われます。ロータリーはあくまでもクラブが基本です。クラブ例
会が楽しく癒しの場でなければなりません、そしてクラブ全員が参加
できる奉仕活動があるのです。ぜひ戦略計画を理解し、クラブは皆
でクラブ目標を話し合い決定することが大事になり、楽しく意義あるク
ラブ活動が出来るのです。 

 （第2ゾーン ロータリーコーディネーター補佐 菅原光志 鎌倉RC） 

 

公共イメージ向上作戦 

BOXは公共イメージコー
ディネーターが始めた 
「クラウドBOX」の事です。
クラブや地区が奉仕事業や
ロータリー活動の新聞記事
を投稿して下さい。
<rpicjapan@gmail.com>に
「詳細希望」という件名で
空メールをお送りいだくと
投稿および、閲覧方法が自
動返信で届きます。 

ロータリー研究会セッション２
で使用されたスライドから 

  



2017年３⽉号
発⾏：Zones 1 & 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーデネータ
今⽉号の担当 Zone１RC/3 RC

■ クラブ数 会員数

Zone １ 829 28,694

Zone 2 653 28,153 

Zone 3 791 32,931

合計 2,273 89,778

2017年2月12日現在の Rotary Club 
Centralのデーターによります。
第２ゾーンの数値には
GUAM,MICRONESIA,NORTHERN 
MARIANAS, PALAUが含まれます。

■ BOX登録件数
１８4件（１．２．３ゾーン合計）

■ 新クラブ設立

ロータリークラブ名 ：相模原ニューシティロータリークラブ
地区 ：第2780地区
スポンサークラブ名 ：相模原ロータリークラブ
承認年月日 ：2017年1月25日
日本での承認順位 ：2397番目
創立会員数 ：38名（男性36名 女性2名）
会長 ：大隈 秀仁 様
幹事 ：鈴木 高広 様
クラブ連絡先 ：〒252-0239神奈川県相模原市中央区中央3-12-3 
相模原商工会館5F (スポンサーの相模原RCと同じ)
TEL ：042-753-2020 
例会日時＆例会場 ：第1&3木曜日 19:00～20:00 にしもぐらホール

Zones 1 & 2 & 3

■ 国際協議会で国際ロータリー会長エレクトの講演から

1月16日（月）、米国サンディエゴで開催されたロータリー国際協議会で国際ロータリー会長エレクト、イ
アン H.S. ライズリー氏（オーストラリア、サンドリンガム・ロータリークラブ所属）が講演し、2017-18年度の
会長テーマ「ロータリー：変化をもたらす」を発表しました。

講演は国際ロータリー理事会がロータリー全体のために現在の戦略計画で定めた 3つの戦略的優先
事項について以下のように述べられました。

・ クラブのサポートと強化については
会員の大半が60歳以上であることにも触れ、若い世代の入会と参加を促す方法をクラブが模索する重
要性を訴えました。「若い会員の入会促進に真剣に取り組まなければ、10年後、20年後にロータリーがど
うなっているかを想像してみてください」と述べ、クラブ会員の男女のバランスを改善し、平均年齢を下げ
るよう求めました。
・ 人道的奉仕の重点化と増加については

ロータリーの6つの重点分野の不可欠な要素の一つが、「持続可能性」であるとして、ポリオ撲滅は、持
続可能な奉仕の究極と言えます。その投資が世界的な規模で生み出す恩恵は、長期的であるだけでな
く、恒久的であると述べました。
・ ロータリー公共イメージと認知度の向上については

一貫したブランドを伝えることの重要性と、ロータリーのストーリーをより効果的に伝えられれば、ロータ
リー にふさわしい新会員の入会を増やすことができるでしょうし、ロータリーの奉仕でより大きな成果を上
げるために協力するパートナー団体を増やすことができるでしょうと述べました。

これらの優先事項をすべてまとめると、一つの言葉になり、それは「持続可能性」です。 持続可能性に
は、あらゆることを支えるもう一つの側面があり、それは、この地球の持続可能性です。 持続可能な奉仕
というロータリーの目標にとって、環境保護と温暖化抑止が極めて重要であると訴えました。

さらに、7月1日の新年度開始から2018年4月22日の「アースデイ」までの期間に、各クラブで会員数と
同じ数の植樹をするよう呼びかけ、木を植えることで、空気中から二酸化炭素やそのほかの温室化ガス
を除去し、地球温暖化のスピードを和らげる効果があると続けました。 「この取り組みで120万本の新しい
樹木が植えられ、環境への良い影響があるでしょうし、この取り組みを通じて、この地球に住む人だけで
なく、地球そのものを救う責任がロータリーにはあると、私たちが気づくことです」と会長エレクトは訴えま
した。 （第1ゾーン ロータリーコーディネーター 酒井正人 函館五稜郭RC）

■ BOXとはゾーン1.2.3の公共イメージコーディネーターの
発案により開始された「クラウドBOX」の事です。クラブや地区
が奉仕事業やロータリー活動の新聞記事を投稿して下さい。
<rpicjapan@gmail.com>に「詳細希望」という件名で空メールを
お送りいだくと投稿および、閲覧方法が自動返信で届きます。
各クラブの奉仕活動の新聞記事を閲覧することができます。



2017年4⽉号
発⾏：Zones 1 & 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーディネーター
今⽉号の担当 Zone１RPIC

■ クラブ数 会員数

Zone １ 829 28,744

Zone 2 653 28,224 

Zone 3 791 32,983

合計 2,273 89,951

2017年3月8日現在の Rotary Club 
Centralのデーターによります。
第２ゾーンの数値には
GUAM,MICRONESIA,NORTHERN 
MARIANAS, PALAUが含まれます。

■ BOX登録件数
１８6件（１．２．３ゾーン合計）

Zones 1 & 2 & 3

■Rotaryって何？
この問いをロータリアン各⼈に質すと、おそらく100⼈100様でしょう。
これでは、世間の⽅々にロータリーを理解して頂く事は出来ないでしょう。
〇先ずは、クラブでこの事を話し合ってみましょう。
〇何を説明するか？ つまり何を話題にするのか？ を考えましょう。
〇説明する⾔葉（⽂字数）は、少なければ少ない程良いでしょう。

⽂字数が多くなれば、その分印象が薄くなります。
ロータリーを正しく伝える為に、先ずは「ロータリーの⽬的」を伝えるべきです。
「ロータリーの⽬的」は⼤分解り易くなりました。四項⽬を要約すると
・知り合いを広め奉仕の機会とする。
・職業上の⾼い倫理を保ち、各⾃の職業を⾼潔なものとする。
・社会⽣活に於いて奉仕の理念を実⾏する。
・ロータリーのネットワークを通じて、国際理解・親善・平和を推進する。
上記を少し短くしてみました。[第2570地区公共イメージ委員会作成の例]
「ロータリーって何？ ⾃分⾃⾝と⾃分の職業を磨きながら、地域や国際社会に奉仕する⼈々の団体です。」
「ロータリーは、⾃分⾃⾝と⾃分の職業を磨きながら、地域や国際社会に奉仕する⼈々の団体です。その⼀環
として私達のクラブは、地域で⻘少年育成事業の⽀援を⾏っています。」と訴えれば理解されるでしょう。
更に短く考えた川柳の例もあります。「我磨き仕事を磨くロータリ―、地域や世界で奉仕活動」
さあ！あなたのクラブでも「ロータリーを短く表す」事にチャレンジしませんか。

■同一地域に複数クラブが存在する場合

この場合は、同⼀地域の複数クラブが歩調を合わせた社会奉仕を⾏ったら如何でしょうか？
夫々のクラブが、協働してこそ効果が表れます。
各クラブの歩調が合ってないと、（広報の⾯からは）夫々がマイナス効果となってしまいます。

■最期に一言

効果を期待するなら、直ぐに実⾏すべきです。議論しても実⾏しなければ何の効果もありません。
上⽅の写真は、第2570地区で広報シートを作成して⼤型バスのリアウインドウに貼り付けた例です。
⼩池百合⼦東京都知事は29年2⽉の記者会⾒のある場⾯で「NATOにならないようにしよう」と⾔いました。
「No Action Talk Only」では先へ進まないという事です。
勿論、本来のNATO…北⼤⻄洋条約機構を否定する⾔葉ではありません。念の為。

（第１ゾーン ロータリー公共イメージコーディネーター補佐 鈴⽊秀憲）



2017年5⽉号
発⾏：Zones 1 & 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーデネーター
今⽉号の担当 Zone 3 RPIC

■ クラブ数 会員数

Zone 1    829       28,680
Zone 2    652       28,158
Zone 3    790       32,745    
合 計 2271       89,583

2017年4月10日現在 のClub 
Centralのデーターです。
第２ゾーンの数値には
GUAM,MICRONESIA,NORTH
ERN MARIANS,PALAUが含ま
れます。

■ BOX登録件数

187件（1.2.3ゾーン合計）
2017年4月10日現在

■ 会員基盤向上に資する「 ロータリー公共イメージ向上」について

さる3月27,28の両日東京で開催されたRI第1,2,3ゾーン会員基盤向上セミナーで
は標記演題について各地の公共イメージコーディネーター関係者 数名がそれぞれ
の切り口から持論を大変熱く語られ、とても印象的で貴重な時間を過ごすことが出
来た。RIはロータリー発展のため戦略計画を大々的に取り入れるよう推奨し、その束
ねた3本の矢の内の一つである公共イメージ向上も特別に力を入れている 。戦略計
画の最終ゴールは何よりもクラブの発展、そして会員増強であり、その為のイメージ
向上は必須であり、それを活かさねばならないと説いている。
112年前シカゴの街で4人の青年実業家が集まりロータリークラブを創立し、それが
現在会員数120万人を超える世界的巨大組織に成長した。その要因はロータリーが
常に内外への広報宣伝活動を効果的に継続して来たこと、そしてどの時代にでも
ロータリー会員自ら日頃の理念に沿った職業奉仕を行い 、世界中の各クラブが長
年実施して来た質の高い奉仕活動を地域が世界が認知して来たからではないか。
ここで先日のセミナーでの発表を参考にしながら今後の広報展開を如何になすべき
かを考えてみたい。
・地区レベルで、

地区はクラブにロータリーのイメージ向上に繋がる情報を提供すべきである。例え
ばクラブ奉仕活動への取材活動を地区が代わってマスコミに申し入れる、クラブセン
トラルから情報収集を奨励する、地区へのBox投稿依頼を強く勧めている。特にIT、
中でも各種SNSを駆使した映像による積極的発表、投稿は若い世代に強くアピール
するだろう。一例として、第2670地区前田直俊ガバナー監修によるアニメ「おしえて
ロータリー」は日本語、英語版があり、FB, YouTube、DVD等を通して誰でも鑑賞
可能。これらは広く地域社会でロータリーの啓発活動や 、ロータリークラブ新入会員
の研修にも役立つすぐれた教材である。（第1図参照）
・クラブレベルで、

会員が汗を流し、地域のために良い事をした事実をマスコミが取材し、のちにマス
メディアに載ることはとても立派な業績であり、ロータリーを社会に理解して貰える千
載一遇の良い機会です。ここに第2690地区玉島RCと米子4RCの奉仕活動が新聞
記事になった例を紹介する。なお、この記事は現在RIのBoxに収めてあります。各ク
ラブでとても簡単に操作できるBoxを利用し、活用して下さい。（第2図・第3図参照）
・ロータリアン個人レベルで、

忘れてならいのは、会員各自が果たして来た長年の「くちコミ作戦と真摯な奉仕活
動」こそロータリー発展の最大貢献者であり、今後戦略計画実施への大きなヒントに
なると確信する。色々な意味で直接対面での意思疎通は何事にも変えがたいお金
のかからない広報宣伝戦略であろう。 （第3ゾーンARPIC 伊藤文利 倉吉RC)

Zones 1 & 2 & 3

第1図

第2図
第3図
この書は第2690地区米子市内４RCが

市民に末永く鑑賞してもらうために共
同購入したものである。



2017年6⽉号
発⾏：Zones 1 & 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーデネーター
今⽉号の担当 Zone 3RC

■ ２０１７年国際ロータリー理事会で新ゾーン編成発表

日本のロータリークラブ会員は、ここ数年下げ止まりで微増と

いうところです。世界では、インド、台湾、韓国などが大きく会

員数が伸びました。それを受けて、８年ごとに見直しされる世

界３４ゾーンの編成が国際ロータリー理事会で見直されました。

それによると日本は、第3ゾーンは今までの１１地区に第２ゾー

ンから２６３０地区(岐阜県・三重県)が加わり約３５，３００名とな

ります。第２ゾーンは第１ゾーンから２５７０地区(埼玉西北)と２７

７０地区(埼玉東南)と２７９０地区(千葉)２８２０地区(茨城)と２８４

０地区(群馬)が加わり約３５，４００名となります。第１ゾーンは日

本の９地区にバングラデシュとインドネシアとパキスタンが加わ

り約３１，２００名と編成されました。第１ゾーンに外国が加わっ

ても、ロータリー研究会や他のセミナーはいままで通り日本の

全地区合同で開催されます。この編成は、今年６月の国際

ロータリー理事会で微調整があり、２０２０年までに移行が完了

する予定です。

■ ゾーンとは

国際ロータリー会長指名委員と国際ロータリー理事を選出す

るために、国際ロータリー理事会が決めたものです。３４ゾーン

あり、目安の会員数は１ゾーン３５，０００名です。理事は１７名

で任期が２年、３４ゾーンの奇数ゾーンからのと偶数ゾーンから

交互に選出されます。現在の日本の理事は、第２ゾーンの斎

藤直美理事(豊田RC)です。また、各ゾーンには国際ロータ

リー会長の指名により、国際ロータリー研修リーダー、ロータ

リーコーディネーター、ロータリー公共イメージコーディネー

ター、ロータリー財団地域コーディネーターなどの委員が置か

れています。

Zones 1 & 2 & 3

今年度６月で日本のゾーンの３人のコーディネーターが任期満了となります。第１ゾーンの渡辺敏

彦公共イメージコーディネーター、第２ゾーンの高野孫左ヱ門公共イメージコーディネーター、第３

ゾーン安満良明ロータリーコーディネーターです。２０１４年３月ご一緒にシカゴで５日間の研修を受

けたことが始まりでした。コーディネーターはそれぞれの部門で地区とクラブの支援が目的です。

様々な地区と分区、グループでお招きいただき、ありがとうございました。皆様のお役に立てたかどう

か心配です。また、次年度からは新しいコーディネーターと継続のコーディネーターがおられますの

で、素晴らしい方々ですので、ぜひ声をかけてください。

第3ゾーン ロータリーコーディネーター 安満 良明

世界同期のコーディネーター
シカゴでコーディネーターセミナー

２０１４年３月

■ クラブ 会員数

Zone １ 829     28,740

Zone 2 652     28,202

Zone 3 791     32,846

合 計 2,272      89,788

2017年4月30日現在 のClub 
Centralのデーターです。

第２ゾーンの数値には
GUAM,MICRONESIA,NORTHERN 
MARIANAS, PALAUが含まれます。

■ BOX登録件数 196件

2017年5月14日現在


