2019-2020 年度

第 2623 回例会
令和元年 11 月 13 日 (水) 曇り

RI 会長／マーク・ダニエル・マローニー
地区ガバナー／杉岡 芳樹（相模原 RC）
会長／東井 重和
幹事／𡈽屋 修
会報委員長／大澤 守門
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会長エレクト

今後の予定

2019-2020 年度／東井 重和会長
本日は、先週 6 日に伊勢崎ロータリークラブとの調印式
のご報告をさせていただきます。
2014~2015 年度、当時の飯田友好クラブ委員長から検
討し始め、どこのクラブも会員減少等縮小傾向の中、お
相手を見つけるのは簡単ではございませんでしたが、そ
の年年の会員の皆さんのコツコツとした行動が実を結
び、今回に至ることとなりました。
伊勢崎 RC は、星野会長・原幹事・森田 2840 地区ガバ
ナー・牛久保パストガバナーと総勢 17 名。伊勢原 RC
は、𡈽屋幹事・松下 PAG・飯田パスト会長・井戸川パス
ト会長・築城会長エレクト・田中副会長・天野副幹事・
田村会員増強委員長、堀口職業奉仕委員長、そして私と
総勢 10 名。合計 27 名で、先方の例会場である伊勢崎プ
リオパレスで、大歓迎を受けた式典でございました。
調印式後は集合写真を撮影し、別の会場に移り懇親会を
行い、翌日は 16 名で親睦ゴルフと有意義な締結式でござ
いました。
親睦会では色々なお話ができた中、無理のない親睦行事
から始め、全会員同士がまずは顔を合わせたい、という
意見がほとんどだったと思います。年度中にはお互いの
スケジュールが決定しており、大きな交流事業は困難か
もしれませんが、いずれ伊勢崎 RC と皆様と交流する機
会が来ると思いますので、是非楽しみにしていただけれ
ばと存じております。また、調印式のもようなど詳細
は、友好クラブ田中副委員長からと週報などでご報告い
たします。
最後になりますがこのような年度の会長を仰せつかり、
大変感謝するとともに、この行事に熱心に対応していた
だいた、多田故会員に感謝いたしたいと存じておりま
す。ありがとうございました。

・11/15(金) ふれあい授業
・11/16(土) 日展見学
・11/20
[第 2624 回] 卓話：東
学君
・11/27
[第 2625 回] 卓話：村山恵子
・12/4
[第 2626 回] 卓話：村上一秋

幹事報告
★ガバナー事務所より
・国際ロータリー第2780 地区
ポリオ根絶チャリティーコンサート「音楽の花束」開催のご案内が配信されており
ます。
開催日時
2020 年４月5 日(日)
会
場
茅ヶ崎市民文化会館 大ホール
ご寄付に応じてチケット(無料)を配布させていただきます。
ご寄付はクラブ会員実績にすべて反映されるように通常手続きでお願いいたします。
対象期間 2019 年７月１日～2020 年６月末 杉岡年度の寄付を対象とします。
対象会員 既にご寄付された方
これからご寄付を誓約していただく方、口頭申告で結構です。
ご寄付とチケット枚数
ポリオ寄付 地区目標の会員一人当たり４０ドルで１枚
複数枚数ご希望の方は１０ドルごとに１枚
ご家族・友人・会社の方々・市民の方々をコンサートに是非お誘いください。
・第2780 地区ローターアクト第31 回地区大会開催のご案内が配信されております。
大会ターゲット 「つなぐ」
日 時 12 月1 日(日)13:00～17:30
会 場 アイクロス湘南６階E 会議室
登録料 ロータリアン：2,000 円
ローターアクター/OB・OG：1,000 円
インターアクター：なし
登録・振込締切 11 月15 日(金)
・ハイライトよねやま236 が配信
★社会福祉法人 神奈川県共同募金会伊勢原市支会より
赤い羽根共同募金運動へ協力についてのお願いが届いております。
★伊勢原RCより
・
「ふれあい授業」 11 月15 日(金) 12:40 伊勢原中学校校長室集合 スケジュールを回
覧いたします。
・
「日展見学ツアー」11 月16 日(土) 国際新美術館 スケジュールを回覧いたします。

スマイル報告

外谷

正人／スマイル委員長代理

東井重和君／𡈽屋修君／松下孝君／飯田隆三君／堂前慶之君／築城忠生君／田中徹君
旗川英明君／礒﨑貴史君／間壁みみ君／外谷正人君

村山恵子／ 出席・プログラム副委員長

出席報告
会員数

出席計算に用いた数

58

56

出席者数

33

出席率(％)

58.92

前々回修正出席率(％)

MAKE UP

なし

伊勢崎 RC 調印式
東井君・𡈽屋君・松下君・飯田(隆)君・
井戸川君・築城君・田中君・田村君・天
野君・堀口君
熊谷勝利君→R奨学生合格者オリエンテーション

委員会報告
＜天野耕一郎/親睦委員長＞
[クリスマス例会]
12 月 18 日(水) 18:45～ 天 (伊勢原駅北口市営駐車場前) １人一品 5,000 円相当のプレゼント用意(会費無し)
出欠返信：12/4(水)迄
プレゼント事前用意：12/11(水)迄 天野親睦委員長までお渡しください。
＜東学/社会奉仕プロジェクト委員長＞
[ふれあい授業]
11 月 15 日(金) 職業 13 コマで進めてまいります。当日は 1 時までにお集まりください。
＜貝原剛規/青少年奉仕委員長＞
[日展見学ツアー]
11 月 16 日(土) 当日ご参加いただける方はお知らせください。
＜外谷正人/財団委員長＞
[財団寄付]
本日も 10 口 財団寄付がございました。ありがとうございます。
＜田中 徹/友好クラブ副委員長＞
[伊勢崎 RC 調印式]
11 月 6 日(水)・7(木)日調印式に行って参りました。伊勢崎 RC には、とても心温まる対応をしていただきました。
伊勢崎 RC のホームページを開いていただきますと、調印式のもようが出ております。皆様ご覧になってください。

友好クラブ締結調印式報告
RI 第 2840 地区 伊勢崎 RC
RI 第 2780 地区 伊勢原 RC
11 月 6 日(水) 伊勢崎プリオパレス

卓 話
礒﨑 貴史／広報・雑誌委員長
【2019 年度台風 15 号、19 号について】
先日の台風 19 号では、20 年間消防団をやっていて、
避難所がいっぱいになるのは初めてでした。
伊勢原中学校：一時 400 人近くで体育館がいっぱい。
駐車場が狭いため、15 時到着時には駐車場満員でした。
石田小学校：一時 200 人超
高部屋小学校：夜間 30 分ほど停電
自動車で避難するのであれば、かなり早めでないと駐車場はありません。できれば電話やインターネットなどで確認した方
がいいです。（場合によってはたらいまわしとなる）避難するときは、一人で行動せず、かならず複数の人数で行動をして
ください。一人で行動した場合に何かあっても、助けてくれる人がいません。
暴風域圏内に入ってからは非難しない方が良いです。ハザードマップを確認し、浸水想定高さが 3m 以内であれば、2 階へ
の直上避難の方が良い場合もあります。
※避難所はホテルではありません。水や食料など持参してください。
今回のことは幸いにも被害が少なかったので、忘れないうちに家族と反省、シミュレーションを行い、避難場所や連絡方法
などのルールを作ってください。自然災害です。基本的には自己責任において行動しなければなりません。自助、共助、公
助の順番です。忘れずに。
【SNS を用いた広報について】
私がロータリーに入会した時は、ロータリーの活動について何も知りませんでした。その時のロータリーのイメージはお金
持ちの社長さん達が高級クラブでお酒を飲んで、時にはゴルフをしながら地域の話や経済の話をし、余った会費の中から交
流や看板設置等をして、その他お祭りの協賛等をしている程度と思っていました。昨今もロータリーのイメージは同じよう
なものと感じます。そこで、現在の広報手段として考えてみますとロータリアン向けにはほぼ合格点ですが、ロータリアン
以外の方向けにはタウン誌投稿やホームページだけでは SNS の時代に置いて時代遅れであると思います。
中長期計画の策定が第一、その中で自分たちがどう見られたいかということです。令和の時代にあっても秘匿の美、隠匿
の美を求めるならやらなくとも OK かも知れません。しかし、他のクラブは 5～６年前からフェイスブックを初めている所も
あります。
当クラブとしては、どの層に何を訴えるのか、どの活動に重きを置くのか、（全般的なイメージアップ、会員の維持、新
規会員の募集、奉仕事業の協力者の参加呼びかけなど）この辺が決まらないと SNS の選定や活動をどこまで公開するかが決
まってこないと思います。
◆問題点◆
・継続的にやらなければ効果は見込めず、単年度広報委員で大丈夫か。クラブの中には SNS に詳しくない人も多く、管理
者の負担にならないか。クラブ内の人事が固定化するおそれもある。
・投稿の責任者、それとも全員でやる？ラインのようにこれも一興。この場合のチェックは効かない？
長く続けるためには投稿や管理返信事務の削減、他 SNS との重複投稿システムの構築が重要となる。
1. 省力化。例：1 つのフォーマットに投稿するとすべての SNS に投稿できるようにするシステム。
2. SNS チーム。人材育成が必要。もしくはお金で解決して外注。続けるには単年度では限界あり、中長期計画の中で
のイメージ戦略に基づく手法が必要。
懸念ばかり恐れをなして、めんどうくさがっていては何もできません。まず 1 歩を。と言いたいところですが、何も決めず
に私一人でフェイスブック始めますか？えいやーで、相模原橋本クラブをまるパクリ、オマージュし、フェイスブックで実
験しますか？これだと長続きしない可能性大です。さらに公開範囲も含め権限がはっきりしないため、運営の人格によって
は政治色が入ったりしてクレームの嵐が来ることも考えられます。
どうやっても時間がかかることは確実。ここに係る体力で他のこともできるので、効果が期待できなければ、やらないの
も一択、実験的に始めるのも一択です。
貴重な時間とお金を割いた奉仕活動
多幸感、達成感、一体感
ロータリアン以外の人にも伝えたい
できることなら自分の仕事にもつなげたい。でないと気力がもちません。
広報委員単独では SNS の開始は難しく、引き続きクラブ内理事会等での議論や指針を示していただくことを期待して本日の
卓話とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

