
公共イメージ向上とクラブ活性化

2740地区 クラブ広報・公共イメージ委員長セミナー

第3地域 RPIC 山下皓三

2021年11月14日 Zoomセミナー
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地区・クラブの課題につい
て

一、会員の減少

二、ロータリー戦略計画への認識や理解が低い

三、地域社会が必要としている奉仕活動への見直しが必要

四、ロータリーの公共イメージ向上への意識が低い

五、ロータリーの変化に対応できるクラブ研修リーダーの不足

六、My Rotaryへの登録率が伸びない
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戦略計画の最終目標

クラブの活性化

会員増強

元気なクラブ



地区・クラブの戦略計画の目的

地区・クラブを強化出来るよう

ロータリーの戦略計画の目的に沿った

支援する方策を立案することで

クラブを活性化することです。
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地区・クラブの戦略計画の目的

地区・クラブを強化出来るよう

ロータリーの戦略計画の目的に沿った

支援する方策を立案することで

クラブを活性化することです。



国際ロータリーの変化対応・認識



ロータリーの基本理念とRI戦略計画

ロータリーの基本理念

ロータリー
の目的

モットー

中核的な
価値観

使命
四つの
テスト

RI戦略計画

DLP

RI理事会

機能性・効率性・連携

ロータリークラブ クラブ活性化

優先項目

一、クラブのサポートを強化

一、人道的奉仕活動の重点化と増加

一、公共イメージと認知度の向上

効果的なクラブ

目標・長期計画

実践活動

会員増強

会員基盤を維持
増大させる

成功する奉仕プロジェクトを
支援する

ロータリー財団を支
援する

クラブレベルを超えた
指導者を育成する

クラブ・リーダーシップ・プラン

五大奉仕を基盤に活動

CLP

8

地区

ＲＩ規定審議会

ロータリーの基本理念

ロータリー
の目的

モットー

中核的な
価値観

使命
四つの
テスト

RI戦略計画

DLP

RI財団管
理委員会

クラブ活性化
一、クラブのサポートを強化

一、人道的奉仕活動の重点化と増加

一、公共イメージと認知度の向上

クラブの目的 （効果的なクラブ）

会員増強

会員基盤を維持
増大させる

成功する奉仕プロジェクトを
支援する

ロータリー財団を
支援する

クラブレベルを超えた
指導者を育成する

クラブ・リーダーシップ・プラン

五大奉仕を基盤に活動

CLP

地域リーダー

RRFC
RC
RPIC
EMGA
EPNC



戦略計画の３つの優先項目

人導的奉仕の重点化
と増加

公共イメージと
認知度の向上

RPIC

RRFC RC



地区・クラブコミュニケーション計画
連携の重要性

ＲⅠ
地域

地域社会

会長のリーダーシップ



トータルバランスを考えたクラブ戦略計画

クラブ管理運営
委員会

公共イメージ
委員会

奉仕プロジェト
委員会

米山記念奨学会
委員会

ロータリー財団
委員会

元気なクラ
ブづくり

クラブの
現状分析 ビジョン

目標・
行動計画

進捗状況
の確認

会員増強
委員会

「世界を変える行動人」キャンペーン
ロータリーのストーリを伝える

日本と世界とを結ぶ「懸け橋」
平和と国際理解の推進

元気なクラブづくり
会員の満足

持続可能な成果の測定
地域社会や世界への貢献

仲間を増やすこと
とクラブの安定

ロータリの
基本理念

ＲＩ戦略計画 ビジョン声明・戦略的優先項目

世界でよいことをしよう
寄付推進



ロータリーの基本理念

ロータリー
の目的

四つの
テスト

使命
ッ

モットー

中核的な
価値観



理念

ビジョン

（成長目標）

戦略計画

（行動計画）

理念実現のための考え方
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ロータリーのビジョン声明

私たちは、

世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、

持続可能な良い変化を生むために，

人びとが手を取り合って

行動する世界を目指しています。



人道的奉仕の重点化と増加

より大きなインパクトを
もたらす

RRFC, 
E/MGA, 

EPNC

クラブのサポートと強化

参加者の積極的なかか
わりを促す

RC

公共イメージと認知度の向上 参加者の基盤を広げる

RPIC

戦略計画から行動計画へ!!

適応力を高める
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行動計画に対する考え方

ロータリーの行動計画は、

今のロータリーと今後のロータリーが、

進むべき方向を示す道しるべとなり、

持続可能な良い変化を生むために行動するという

ロータリービジョンを実現するためのものです。



ビジョン達成のための行動計画（優先事項）
2019 2020 2021 2022 2024 2025

・ポリオを撲滅し、残された資産を活用する

・ロータリーのプログラムおよびロータリーが提供する体験に焦点を当てる

・活動成果を挙げて、それを測る能力を高める

・会員基盤と参加者の基盤を広げ、多様化する

・ロータリーへの新しい経路を創り出す

・ロータリーの開放性とアピール力を高める

・活動成果とブランドに対する認知を築く

・クラブが会員の積極的な参加を促せるよう支援する

・価値を提供するため、参加者中心のアプローチを開発する

・個人的/職業的なつながりを築くための新たな機会を提供する

・リーダーシップ育成およびスキル研修の機会を提供する

・研究と革新、および進んでリスクを負うことへの意志を奨励する文化を築く

・ガバナンス、構造、プロセスを合理化する

・意思決定におけるより多様な考え方を育むために、ガバナンスを見直す

☆より大きなインパクトをもたらす

☆参加者の基盤を広げる

☆参加者の積極的なかかわりを促す

☆適応力を高める
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みんなで取り組みましょう

参加者の基盤を広げる

ゝ 会員は委員会にとって貴重なリソースです。

ゝ 会員や過去のプログラム参加者に、ロータリーとクラブの活
動について口コミで評判や情報を広げてもらいましょう。

ゝ 全会員がロータリーの活動やプログラムの知識を持っている
ことを確認し、ロータリーの使命と中核的価値観を、友人、
取引先、仕事上の知り合いに広めてもらいます。

ゝ 入会候補者がクラブでの活動を体験できるよう、行事や奉仕
活動を体験できるよう、行事や奉仕活動に招くよう、会員に
呼びかけましょう。
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クラブ・地区公共イメージ委員長の役割

クラブがロータリーのストーリーを一般の人びとに伝え、クラブのプロジェク

トや活動を広く知ってもらうための計画を作成し、実行できるように支援をす

ることです。

また、地区の目標達成に向けて地区リーダーと協力して活動することです。

そして、クラブの成功例、課題、新しいアイデア、フィードバックを地域リー

ダーやRI本部に伝えることです。
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公共イメージはなぜ大切か❓
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RIの公共イメージに対する目的

ロータリーに対する理解を促進すること、

そして、入会促進、既存会員の参加、財団の発展、

パートナーシップなど、

組織のすべての目標に深く影響を与え、

行動を促すことです。
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ロータリーに対する認識と理解

・ ロータリーとは何か。

・ ロータリー会員とはどのような人か

・ ロータリー会員は地域社会や世界にどのような

インパクトをもたらしているか

・ ロータリーと他団体はどう違うのか



『TIME』誌の2020年9月
「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた
ツンジ・フンショ氏
ナイジェリア ９１１０地区PDG

WHO アフリカ大陸 ポリオ根絶宣言 2020年8月25日



世界ポリオデー 2020年10月24日発信

• 2640地区 高野山でご祈祷

• 世界遺産であり祈りの聖地である高野山において、参加人数を制限の上、ポ
リオ根絶と新型コロナウイルス感染終息の祈願法会を実施。宗旨宗派を越え
た祈りとし、感染防止対策として法会の様子をSNSやWEB上に動画配信しま
した。会場周辺ではインターアクターやローターアクターが啓蒙チラシとマ
スクを配りながら、ポリオ募金を呼びかけました。

https://www.asahi.com/articles/ASNBV76VSNBSPXLB001.html


ロータリーの外に向けてロータリーを発信

「世界を変える行動人」キャンペーン
PEOPLE OF ACTION
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ロータリーのブランドを推進する

• 一貫したメッセーやビジュアルアイデンティティを維持する

• 「世界を変える行動人」キャンぺーンを理解し、ロータリーの
ストーリーを伝えられる

• My Rotaryからブランドリソースセンターを開く
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強いロータリーブランドを築く方法

◎ヴィジュアル・アイデンティティーの統一 （My Rotary  ブランドリソースセンター）

① 正しいロゴの使い方をする

② ロータリーのカラーを意識する
ロイヤルブルー アズール スカイブルー ゴールド

◎ロータリーのボイスを意識する
Persevering Inspiring Compassionate Smart
粘り強さ 行動を促す力 思いやり 賢明さ

◎ストーリーテリングを活用する
自分自身のこととして、体験を感動を語る
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強いブランドがクラブにもたらすメリット

• ロータリーの活動に対する人々の理解を

深める

• 会員、ボランティア、協力団体、寄付者

• が増える

• ロータリーの認知が高まる

• 会員の意欲が高まる

• ロータリーへの参加者の基盤が広がる
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公共イメージキャンペーンの目的

１．公共イメージに対する認識と理解の間の格差を埋める

２．「ロータリーとは何か」を定義し、ロータリーに

よる影響を示す。

３．会員の参加、目的意識、寄付、活動を促すための

土台を築く。

４．それぞれの地元にふさわしい持続可能な良い変化を

もたらしてクラブのストーリーが作れるようにする。
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ロータリーのエッセンス

リーダーの
ネットワークへ

アイデアを広げる

行動する
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クラブの広報戦略 （手段）

公共イメージ委員会の主な責務は、クラブのプロジェ
クトや活動について地域社会の人びとに伝えることで、
クラブの公共イメージを形づくることです。

・ 広報活動 ・ メディア対応
・ マーケティング ・ ソーシャルメディア
・ イベント/行事 ・ クラブのウェブサイト
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クラブの広報戦略 (メリット）

ロータリーが世界に与えるインパクトを多くの人に伝える

• クラブとロータリーの活動に対する

認識を高める

• 入会への関心を高め、参加を促す

• ロータリー財団への寄付を増やす

• 協力してくれる団体、ボランティア

などから支援を募る



公共イメージ向上への課題について（Ⅰ）

１、My Rotaryへの登録率の増加と利用率の推進

２、RI戦略計画への認識や理解がまだ充分でない

３、ロータリーの変化に対応できる広報・公共イメージ

に対するリーダーの人材育成と機能体系づくり

４、公共イメージ向上への意識改革が必要である



公共イメージ向上への課題について（Ⅱ）

５、地域社会が必要としている奉仕活動について見直し、

行動変容を図る必要がある

６、SNSやマスメディアへの対応の準備が遅れている

７、新しい公共イメージキャンペーン「世界を変える行動人」

と「ロータリーのブランド」について理解と活用が必要
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ロータリーの公共イメージの推進

「世界を変える行動人」は、説得ある一貫した方法で

ロータリーのストーリーを伝えるための公共メージ

キャンペーンであり、調査に基づいて開発されました。

「世界を変える行動人」キャンペーンは、ロータリーに

対する認識と理解を向上させることを目的にしています。
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クラブのストーリーを伝える

クラブの独自の広告を作る場合

１，活動の目的 ６，影響をもたらした変化は何か。

２，広告の対象者 ７，どのような活動成果があったか。

３，活動内容 ８，人びとの生活にどのような変化が

４，活動を最もよく反映する言葉 あったか。

（キャッチコピー）

５，活動を最もよく表すのはどの ９，広告を見る人への期待は何か。

ような写真か。 （「世界を変える行動人」キャンペーン

ガイドラインより）







ロータリーのビジョン声明
私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身ので、

持続可能な良い変化を生むために，

人びとが手を取り合って

行動する世界を目指しています。



（クラブ・グループ）奉仕プロジェクト
地域見守り支え合い・ネットワーク・プロジェクト

（持続可能なプロジェクト）

*高齢者サポート（地域包括
支援システム）

生活支援サービスの確保や権利擁護

住まいの整備

介護サービスの充実強化

医療の連携強化

介護予防の推進

* 若者サポート (子ども・若者
支援ネットワーク)

就活支援

婚活支援

少子化支援

自殺防止対策支援

* 子供サポート (子ども・若者
支援ネットワーク)

いじめ廃絶対策支援

児童虐待防止対策支援

奨学金制度支援

スポーツ振興支援

42
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ロータリアン
一人ひとりが 「世界を変える

行動人」



幸せな人には長寿者が多く、

人のために活動している人はより幸福感が強い、

また、自分が社会に役立っていることを認識できると、

さらに幸福度が上昇しているといいます。

「幸福学」より

慶応大学大学院 前野隆司氏著書

ＲIテーマ：

奉仕をしよう、みんなの人生が豊かになるために
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「…ポリオプラスを通し、世界はロータリーの存在に
気づき、ロータリアン自身も自分たちの貢献に気づく
ことができました」

（元ＲI会長カルヤン・バネルジー）
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みんなが一人を入会させよう

みなさんはクラブに心から満足していますか？

自信を持ってクラブを語り、大切な友人を誘えますか？

Each One, Bring One!
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なぜ、 研修が必要なのですか

ロータリークラブの指導者の中には、ロータリーに対する僅かな知識しか持たず、

クラブの活動を前進させていくのに必要な指導力がないままに就任するケース

が多い。

反面、良い指導者のいるクラブでは価値あるプロジェクトに多くの会員が関わり

ロータリアンとしての充実感を体験して質の高い例会を実践しいる。結果として

会員を育て、会員基盤を維持し、退会防止につながる。
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My Rotary
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自分のクラブについて考えてみませんか

・クラブの現状はどうか？

・クラブはどうあるべきか？

・どうありたいのか？



•現状分析

•ビジョン

•行動計画

•進捗状況の確認
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クラブを成功に導くリーダーシップ

新しいアプローチでみんなが楽しめるクラブにしよう！
ロータリーのリソースをご利用ください

・入会候補者をクラブで歓迎
入会候補者対応マニュアル

・職業人に魅力をアピール
クラブパンフレットのテンプレート

・会員の参加意欲を刺激
会員の満足度調査

・現状評価と強化
クラブの健康チェック

・新クラブの設立
ロータリークラブ結成ガイド



皆さんは

クラブを成功に導くための

元気なクラブづくりの

リーダーです。

素晴らしい一年となりますように

ご健闘をご祈念申し上げます。



第2740地区広報・公共イメージ部門クラブ委員長Zoom会議

ご清聴ありがとうございました

2021年11月14日 Zoom

R3 RPIC 山下皓三（鹿児島西RC）


