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●点

鐘

橋本慎吾

例会場 / 事務局 福山市赤坂町赤坂 1276 一心ビル 3F

会長

Be The Inspiration

2018-19 国際 RI 会長
バリー・ラシン氏

をいただき、天気も最高でしたし、花も満開とい

●ソング

[それでこそロータリー]

うかたちで、本当に素晴らしい花見例会ができた

●ゲスト

中国新聞広告社 福山支社

ように感じています。特に印象的だったのは、親

●プログラム

取締役 福山支社長

睦活動委員会の企画であるパラリンピック競技の

増田 泉子 様

ボッチャを、皆さんとともに取り組みましたけど、

株式会社アスコン

山内会員が普段のゴルフのアプローチのような妙

第二事業部 本社営業部 課長

技でホールインワンさながらの投球をされ、チー

村上 真知子 様

ムを見事優勝に導かれました。しかも、メンバー

ゲスト卓話

の中には天満さんがいらっしゃいまして、IM に続
いて商品を持って帰られるという幸運を発揮され

●会長の時間

ていました。そして、親睦活動委員会は、

元委

員長が残念ながら欠席するなか、卓越した企画力
と熊田副委員長の仕切りによりまして、非常に家
族ともども楽しい家族例会ができました。本当に
ありがとうございました。
次に、4 月に関しまして、ロータリーの活動とし
ては、母子の健康月間となっております。改めて
私もそのテーマの意味が何かということを調べま
したら、全世界で、5 歳未満で命を落とされる方は
年間推定 590 万人ということです。原因としては、
栄養失調とか適切な医療が受けられていないこと
皆さん、こんにちは。

が挙げられます。我々はロータリアンとして、毎

今日は、お二人のゲストを迎えて、今までと少

年いろいろな奉仕活動をしておりますが、それは

し違った例会になりますけど、ゲストを迎えての

我々の提供する寄付が、世界の子どもたちに届く

例会は本年度最後になります。私のテーマのなか

ようにということで行われていることを改めて認

に「時代の潮流となろう」とありますが、その思

識をしましたし、皆さまもご認識ください。続い

いを形にするひとつとして、本日は増田さんと村

て、当クラブの活動としては、来週 23 日の例会の

上さんのお二人をお呼びしまして、いままでのロ

前に「アクティブシニア運転講習 IN 赤坂」が、記

ータリーとしての広報のあり方をプロの方々から

念すべく第 1 回目として我々の主催で開催されま

客観的にいろいろ見ていただいて、アドバイスを

す。詳細については、後ほど山本委員長の方から

含めて頂きたいと思っておりますので、どうぞよ

ございます。今日の広報について言えば、このよ

ろしくお願いいたします。

うにロータリーが素晴らしい活動をしても、なか

さて、前回の例会ですが、花見家族例会という

なか一般の方には届きません。そこで今回は、マ

ことで、多くの 18 名にも上るご家族の方にご参加

スコミの方も含めて広く周知させていただいて、

この地域の人たちが、住みやすく安心安全な町づ

日時：5 月 30 日(木) ⇒ 5 月 25 日(土)

くりを目的として開催することを発信しておりま

場所：松江市周辺

す。内容といたしましては、活動的なシニアの方々

理由：家族親睦旅行

を各団体からお呼びして、備南自動車学校さんの
ご協力のもと、日常される運転コースを実際に運
転していただいて路上講習を行います。朝 10 時か

＜配布物＞
・4/23 開催 アクティブシニア運転講習 IN 赤坂

ら開講式となっておりますので、お時間許される

実施要項

方は、ぜひご出席を賜りますようお願いいたしま

・卓話資料

す。
最後になりますが、本日は広報・雑誌等委員会
が主催とするプログラムでございます。広報とい
うのは、各種団体が広く一般の方に活動を認知し
てもらうことが目的であると聞いております。そ

＜回

覧＞

・4/23 開催 アクティブシニア運転講習 IN 赤坂
開講式 出欠表
・第 10 回福山赤坂 RC ゴルフコンペ 出欠表

ういった意味で今日のお二人は、本当に精通され
た方でございますので、皆さんしっかりと学んで、
いまからのロータリーの活動に活かしていただき
たいと思いますので、一日よろしくお願いいたし
ます。以上で会長の時間を終わります。ありがと
うございました。

＜例会変更・休会のお知らせ＞
福山東 RC
日時：5 月 1 日(水)
理由：クラブ細則第 5 条第 2 節による
福山北 RC

（出席者 39 名

欠席者 8 名

前回（4/6）修正出席率

出席免除者 8 名）

56.52％ ⇒ 58.69％

・社会奉仕委員会
4/23 運転講習案内

4/6 花見例会御礼
●スマイル BOX
＜義務スマイル＞

≪休会≫
日時：4 月 26 日(金)
理由：定款第 8 条第 1 節
日時：5 月 3 日(金)
憲法記念日

福山南 RC
≪休会≫
日時：5 月 2 日(木)
理由：法定休日/国民の休日
≪変更≫
日時：5 月 23 日(木) ⇒ 同日 12：30～
理由：職場例会

82.98％

・親睦活動委員会

≪休会≫

場所：観音寺

本日出席率

●委員会報告

●幹事報告

理由：法定休日

●出席報告

会員創業創立記念日祝
門田一治さん
(有) 勉強堂

1929 年 4 月 1 日

徳永雅俊さん
(有)フォトランドトクナガ
畑

1962 年 4 月 1 日

弓子さん

(株)ライフフナビ・アイ

2015 年 4 月 10 日

岡田直也さん
(有)厨房設備センター

1980 年 4 月 17 日

橋本慎吾さん
(株)ブリッジ

2009 年 4 月 22 日

瀬川貴夫さん
瀬川司法書士事務所

◆
2014 年 4 月 8 日

1964 年 4 月

久保廣美さん
(株)日光産業

先日の花見家族例会では、多くの皆様にご参加
委員長でありながら出席がかなわず、熊田副委員
長に取り仕切っていただき、親睦活動委員会の皆
様、大変ありがとうございました。

2012 年 4 月 11 日

下宮鉄雄さん
(株)朝日ボイラーシステム

会員

いただき、誠にありがとうございました。当日は、

野田和秀さん
(株)野田商店

元友浩

◆清水朗弘

会員

先日の花見家族例会では、チーム優勝させて頂
2012 年 4 月 12 日

きました。ありがとうございました。本日は福山
赤坂ロータリークラブゴルフコンペのご案内を
回覧させていただいております。原幹事の冠コン

＜申告スマイル＞
◆橋本慎吾

会長

本日のゲスト卓話、中国新聞広告社 福山支社
取締役 福山支社長 増田泉子様、株式会社アスコ
ン 第二事業部 本社営業部 課長 村上真知子様、
宜しくお願い申し上げます。又、先日の花見家族
例会は、多くのご家族と共に楽しく過ごすことが
できました。親睦活動委員会の皆様、ありがとう
ございました。
◆西川和吉

副会長

中国新聞広告社 福山支社 取締役 福山支社長
増田泉子様、株式会社アスコン 第二事業部 本社

ペ、また第 10 回目の節目のコンペとなっており
ます。どうか多数のご参加をいただきますようお
願い申し上げます。中国新聞広告社 福山支社 取
締役 福山支社長 増田泉子様、株式会社アスコン
第二事業部 本社営業部 課長 村上真知子様、本
日は卓話を宜しくお願い申し上げます。
◆佐木

学

会員

本日のゲスト卓話、中国新聞広告社 福山支社
取締役 福山支社長 増田泉子様、株式会社アスコ
ン 第二事業部 本社営業部 課長 村上真知子様、
宜しくお願い申し上げます。
◆梅西

大輔

会員

営業部 課長 村上真知子様、ようこそ福山赤坂ロ

先日の花見家族例会のイベント、ボッチャでは

ータリークラブにお越しいただきありがとうご

見事なチームワークにより優勝させて頂きまし

ざいます。卓話を楽しみにしております。又、先

た。ありがとうございました。

日の花見家族例会にご参加いただきました会員
の皆様、ありがとうございました。
◆原

隆之

幹事

先日の花見家族例会にて、親睦活動委員会の皆
様には楽しい企画をありがとうございました。又、
本日のゲスト卓話、中国新聞広告社 福山支社 取
締役 福山支社長 増田泉子様、株式会社アスコン
第二事業部 本社営業部 課長 村上真知子様、宜
しくお願い申し上げます。
◆畑

弓子

会員

先日の花見家族例会では、とても楽しく過ごさ
せて頂きました。そして、ボッチャのゲームにも
優勝し、美味しく頂きました。ありがとうござい
ます。

◆山内

透

会員

先日の花見家族例会、初めてですが、素敵な桜
の満開状況で、ボッチャ大会第 3 グループにて、
第 1 位に輝きました。ありがとうございました。
おいしいレモン大福頂きました。
◆杉元

一昌太

会員

先日の花見家族例会にて、見事ボッチャで優勝
することができました。チームの皆様、親睦活動
委員会の皆様、ありがとうございました。
◆熊田

祐介

会員

先日の花見家族例会では、多くの皆様にご出席
をいただきましてありがとうございました。好天
に恵まれ、皆様と春爛漫の桜を見ることができま
した。パラリンピック正式競技「ボッチャ」にも

お付き合いいただき、皆様盛り上げていただきあ

中国新聞広告社 福山支社

りがとうございました。

取締役 福山支社長

◆天満

博之

増田 泉子 様

会員

先日の花見家族例会にて、ボッチャ優勝させて
頂きました。ありがとうございました。
◆平井

啓博

会員

仕事の都合により欠席致します。申し訳ござい
ません。
●プログラム
＜ゲスト卓話＞

（担当：広報・雑誌等委員会）

広報委員会の活動は誰の、なんのため？
テーマ「広報について」
◇現状は、週報の「記録」委員会
株式会社アスコン 第二事業部 本社営業部

・サイトの掲載内容はこれでいいのか

課長

・メンバーの 3 人の作業量は軽くない

村上 真知子 様

・役に立っているのか、喜ばれているのか
◇ブラッシュアップするなら
・掲載内容の充実（卓話の要旨掲載）
・やりがい、達成感のある活動
・他の RC 広報担当者との交流、情報交換
◇そもそも広報とは
・「Public Relations」であり、「Promotion」
（利益追求手段、宣伝）とは異なる
・外部への発信（メディアの活用）

“広報”とは？
これからの広報の在り方とは？
◇宣伝と広報の違い
・宣伝（promotion）は特効薬
広報（public relation）は漢方薬
・広報は「Love me」、宣伝は「Buy me」
◇これからの広報のあり方
・一方通行のパブリシティから双方向のコミュ
ニケーションへ ＝ 社内、社内広報の重要性
・相互の理解を深めながら、社会との良好な
関係を作るためのコミュニケーション活動。
いかなる場合においても、自社の事業の使命
を深く理解し、社会への情報発信・コミュニ
ケーションに真摯に、誠実に取り組むことに
よって、企業価値を高めること。

※

次回例会
2019 年 4 月 23 日（火）12：30～
会員卓話

小林春道

さん

