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「外に発信 内に達成感 さあ行動しよう！」
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＜点 鐘＞
会長 大保木 正博
＜ロータリーソング＞
我等の生業
＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞
＜本日のビジター＞
鈴鹿シティロータリークラブ
浜本
＜会長の時間＞

会長

隆弘 様

大保木 正博

本日は広報情報ＩＴ委員会の担当例会です。
㈱中広の阿部様には、後程卓話をお願いしてありますがよ
ろしくお願いいたします。
昨日は、2630 地区の「職業奉仕・
社会奉仕・国際奉仕三委員会合同
研修セミナー」が開催されました。
今年度次年度の会長・幹事、該当
委員会の委員長の皆さんが出席義
務者でした。それぞれの皆さんにはお休みのところご苦労
様でした。事前に研修会の内容は聞いておらず、「この時
期になんで」という思いが募る中参加してきましたが、そ
の内容は、三委員会どころか、正に現在のロータリーの根
本を揺るがすような大変重大で大きな話でした。
セミナー名称は、
「Ｗｈａｔ’ｓ Ｒotary」
ロータリーを取り戻そう、奉仕の源流を求めて
今のＲＩの方向性と日本のロータリーの方向性の違い、服
部芳樹パストガバナーの基調講演に至っては、「ロータリ
ーの崩壊と原点」という大変ショッキングな演目でした。
今のＲＩにおける会長姿勢を含めた大きな問題点と今ロ
ータリーが危機的状況にあること、それを打開するには原
点に立ち返って理念を再確認すること、そしてそれに従っ
てクラブ活動を行うことの重要性でした。
また 2500 地区の小船井ＰＧの講演も同様の趣旨でしたが
内容はより辛辣なものでした。
こうした危機的状況についての情報は私が会長エレクト
セミナーでも聞かされておらず、この時期に委員会セミナ
ーという場で唐突に出てくることにも課題を感じますが、
全てのロータリアンで共有すべき重要な情報であり喫緊
の課題だと思います。
よって近々に皆さんにこの情報をお伝えする場を設けた
いと思いますのでよろしくお願いいたします。

そうした中で、「ロータリーの友」に関してのお話しをさ
せていただきます。
皆さんご存知でしたでしょうか。ロータリーの友の横組み
ページ６ページには、毎回「ロータリーとは」と題して５
つの同じ内容が繰り返し掲載されています。
1．
「ロータリーの誕生とその成長」
ロータリーが 20 世紀初頭に商業道徳の欠如が目につく
ようになっていたシカゴで、この風潮に堪えかねたポ
ールハリスの呼びかけで誕生したこと。
2．
「日本のロータリー」
わが国最初のロータリークラブは 1920 年(大正 9 年)に
米山梅吉氏の尽力によって創立された東京ロータリー
クラブであること。
現在クラブ数が 2,269、
会員数が 89,388 人であること。
3．
「ＲＩのテーマ」
今年度のＲＩテーマが登載；
4．
「ロータリーの目的」
ロータリーの目的は意義ある事業の基礎として奉仕の
理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、
次の各項を奨励することにある
第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること
第 2 職業上の高い倫理基準を持保ち、役立つ仕事はすべて
価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロ
ータリアン各自の職業を高潔なものとすること
第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業及び
社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること
第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワーク
を通じて、国際理解、親善、平和を推進すること
5．
「四つのテスト」
昨日のセミナーに参加し、特にこの「ロータリーの友」の
最初に毎回掲載されている５項目の大切さを再認識させ
られました。
縦組ページのロータリー俳壇には、高山西クラブの小森丈
一さんの俳句が選ばれて載っています。

＜幹事報告＞

幹事 坂之上 健一

○国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・「寄付推進＆補助金ニュース 2016 年 2 月号」
・「各賞・表彰推薦のお願い」
・台湾地震災害義捐金協力のお願い
○可茂ロータリークラブより
・創立 30 周年出席のお礼状
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＜本日のプログラム＞
広報情報ＩＴ委員会

＜卓話＞

阿部

周

眞澄美

委員長

様

ハッピーメディア地区みっちゃく生活情報誌
月刊さるぼぼの使命とは
1.広報費は社会動向の指標
日本の広報費の動向
2014 年の各メディアの推移
◆マスコミ 4 媒体の減少
◆インターネット初の１兆越え
◆プロモーションメディア…フリーマガジンはプロ
モーションメディアに属し雑誌同様減少傾向にあ
るが、地域密着型フリーマガジンは増加傾向に。
広告内容の変化
テレビコマーシャル
長期記憶による知名度アップ(ブランディング)
課題 録画によるＣＭ飛ばし
インターネット広告
課題 法規上の危惧
新聞広告
新聞購読率の減少からくる広告出稿の激減
通販とスーパーの広告
求人広告
イメージ戦略から実質情報に
チラシ
短期的売上アップ
即効性とインパクト
チラシ３日命
フリーマガジン
月間による効果の長期化
誰もが手に取って見る・使う
2.月刊さるぼぼのデジタライゼーション
◆情報誌の製作作業…ほぼ全ての製作業務はデジタル
◆ホームページ…今月の巻頭特集・グルメ・読者投稿な
ど
◆フリモ…フリーマガジンとモバイルを融合したポー
タルサイトを運営
掲載店舗…26,171 軒（2/4 現在）
会員登録…女性 68.4％・男性 31.6％
年代割合…20 代 19.4％・30 代 31.4％・40 代 30.6％・
50 代 12.3％・60 代 2.3％
フリモは店舗検索サイトとして地域情報を提供していま
す。月刊さるぼぼとも連携し、地元の顧客に店舗をアピー
ルする事が出来ます。
グーグルマップ搭載・クチコミ機能・クーポン・ブログ機
能・メール会員登録機能・メルマガ配信機能・SNS と連動
して情報を拡散・最大 114 枚の画像・モバイル、パソコン
からいつでもカンタン更新可能です。統計機能による調査
考察事業（18 歳繰下げ選挙権アンケート実施）
◆フリモ AR
スマートフォンやタブレットで、情報誌をもっと楽し
むためのアプリケーションです。伝えきれなかった情
報を紙面から動画でアピールします。
生活情報誌月刊さるぼぼのデジタライゼーションで
A4 サイズのスペース制限→情報量の増加
静止画像→動画と音声
冊子の重量→常備のスマホで情報クーポンやサービ
スを持ち歩き

3.これからの販売促進戦略
キーワードは？
ハッピーメディア 地域みっちゃく月刊さるぼぼの使
命
地方の時代
皆様に育てられ、お陰様で月刊さるぼぼ創刊 20 周年を迎
えました。
「まち・ひと・しごと」が詰まった地域みっちゃく生活情
報誌で、地方創生の一翼を担います。
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＜ニコニコＢＯＸ＞
今年度、ガバナー地区幹事の浜本です。お世話になります。
鈴鹿シティＲＣ 浜本隆弘様

妻の誕生日にステキな花をありがとうございました。いい
感じです。
中田 一男

鈴鹿シティＲＣの浜本様のご来訪を歓迎致します。また、
(株)中広の阿部様には本日卓話をよろしくお願いします。
理事役員一同

妻の誕生日に花束をありがとうございました。
渡辺

甚一

本年度地区幹事の浜本様のご来訪を歓迎致します。今日で
２日目になります。地区研修協議会と地区大会で使用する
看板を運んで頂きました。心よりお礼申し上げます。
伊藤 正隆

本日ＰＭ7：00 より、高山市図書館「煥章館」にて喫煙と
歯の健康について健康講座をします。喫煙がお口の中に影
響を及ぼすことは意外に知られていません。受動喫煙の害
についても説明します。たぶん、鶯塚先生以外誰も来てく
れないと思いますが（涙）よろしくお願いします。
高木 純

地区幹事の浜本さんには早朝より、地区研修協議会と地区
大会の看板を一人で運搬して頂きましてありがとうござ
いました。２回目となりましたが、後１回お願いしなけれ
ばと思います。その為にも健康にはくれぐれもご留意下さ
いませ。雪道にご注意ください。
橋本 修

ホテル１階喫茶ピコが来週 2/22 より改修工事になります。
皆様にはご迷惑をお掛けしますがご理解お願いします。尚、
臨時喫茶を皆美館１階にご用意予定ですのでよろしけれ
ばご利用ください。
井ノ下 雄志

地区幹事の浜本さん、本日は色々ありがとうございました。
三枝 祥一
阿部様、本日はお忙しい所当クラブへお越し頂きありがと
うございます。卓話をよろしくお願いします。 周 信夫

昨日はバレンタインで、娘と妻からチョコを貰いました。
最近、娘との会話が少なかったのでもらえるとは。嬉しか
ったのでニコニコへ。
高橋 厚生

