
2021-22 年度 国際ロータリー第2660 地区 
公共イメージ向上並びに 

  クラブビジョン策定セミナー
日時 2021 年 8 月 28 日（土）10:00 11:40 
会場 Zoomウェビナー形式 

司会・進行 地区公共イメージ向上委員会 副委員長  後藤 謙治 

時刻 所要
時間 

内 容 担 当（敬称略） 

10:00 4 
開会・プログラム及び趣旨説明 
出席者紹介・資料確認 

公共イメージ向上委員会 
副委員長

後藤 謙治 
(大阪南)

10:04 5 開会挨拶 ガバナー 吉川 秀隆 
(大阪) 

10:09 10 
審議 ガバナー補佐選出

・任命手続改正について 地区代表幹事 早嶋 茂 
（大阪） 

10:19 15 クラブビジョン策定 
パストガバナー 
ビジョン策定委員長 

四宮 孝郎 
（大阪西南）

10:34 13 
Session 1 
公共イメージ向上の方向性を考える 

 認知浸透度調査を踏まえて 

公共イメージ向上委員会 
委員長 

中谷 庄司朗 
(大阪北) 

10:47 30 
Session 2-1 
SNSが時代を変える 

 その可能性と課題 

株式会社ループス・ 
コミュニケーションズ 

取締役副社長
福田 浩至 

11:17 5 
Session 2-2 
「ソーシャルメディア」の 

ガイドラインについて 

公共イメージ向上委員会 
副委員長 

下出 一 
（大阪アーバン）

11:22 13 
Session 3 
MyRotary が世界のロータリアンをつなぐ 

 その活用法 

公共イメージ向上委員会 
副委員長 

竹下 晋司 
（大阪平野） 

11:35 5 講 評 顧問団 
パストガバナー 

山本 博史 
(大阪南) 

11:40  閉 会   

参加者アンケートへご協力ください 
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Service Above Self - One Profits Most Who Serves Best

1



＜ 配 布 資 料 ＞ 

① 次第 

② 出席者名簿 

③ ガバナー補佐選出・任命手続改正について 

④ クラブビジョン策定についての資料 

⑤ Session1:公共イメージ向上の方向性を考える 

⑥ Session2-1:SNSが時代を変える 

⑦ Session2-2:ソーシャルメディアのガイドライン 

⑧ Session3:MyRotary が世界のロータリアンをつなぐ 

⑨ My Rotary アカウント登録率 

⑩ 事前アンケート結果報告 

以上 
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（敬称略）　

吉川　秀隆 大阪

横山　守雄 大阪中央

高島　凱夫 大阪中之島

泉　 博朗 大阪帝塚山

松本　進也 大阪北

片山　勉 大阪東

山本　博史 大阪南

四宮　孝郎 大阪西南

簡　仁一 茨木

宮里　唯子 茨木西

延原　健二 大阪大淀

茶橋　和夫 摂津

森本　匡昭 大阪城北

大谷　隆英 大阪柏原

東村　高良 大阪うつぼ

吉村　昭 大阪平野

神寳　敏夫 大阪梅田

伊藤　智秋 高槻

塩谷　眞治 大阪東

伴井　敬司 大阪難波

若宮　邦弘 大阪天王寺

地区代表幹事 早嶋　茂 大阪

次年度地区代表幹事 下條　泰利 大阪南

地区研修委員会 委員 樋口　信治 大阪

地区研修委員会　 委員 中島　清治 大阪天満橋

地区研修委員会　 委員 新堂　博 大阪城北

地区研修委員会　 委員 藤井　眞澄 大阪南

地区研修委員会 幹事 清水　久博 大阪南

地区副代表幹事 生駒　伸夫 大阪

地区副代表幹事 井戸　剛 大阪

地区常任幹事 奥田　吾朗 大阪

地区常任幹事 小泉　祐助 大阪

公共イメージ向上委員会 委員長 中谷 庄司朗 大阪北

副委員長 下出　一 大阪アーバン

副委員長 湯木　尚二 大阪

副委員長 後藤　謙治 大阪南

副委員長 竹下　晋司 大阪平野

委員 濱中　早苗 門真

委員 沢田　武司 池田くれは

委員 市村　優次 東大阪

委員 小山田　光正 大阪ユニバーサルシティ

委員 楠戸　芳弘 大阪そねざき

委員 髙田　祥宏 大阪北

委員 井上　寛基 大阪北

委員 三宮　正裕 大阪北

委員 辰馬　政夫 大阪

委員 伊藤　芳晃 大阪南

委員 河原　誠司 大阪北梅田

委員 笘本　則康 大阪大淀

2021-2022年度 公共イメージ向上並びにクラブビジョン策定セミナー 　出席者一覧表①

日時：2021年8月28日（土）

ZOOMウェビナー

I.M.第3組ガバナー補佐エレクト

ガバナー

パストガバナー

第3地域ロータリー公共イメージコーディネーター補佐
パストガバナー

I.M.第5組ガバナー補佐

I.M.第6組ガバナー補佐

I.M.第3組ガバナー補佐

地区ビジョン策定委員会　副委員長
顧問団/直前ガバナー

I.M.第4組ガバナー補佐

ガバナーノミニー／I.M.第1組ガバナー補佐

ガバナーエレクト

地区ビジョン策定委員会　委員長
地区研修委員会　副委員長
顧問団/パストガバナー

パストガバナー

パストガバナー

パストガバナー

I.M.第2組ガバナー補佐

地区研修委員会　委員長
顧問団/パストガバナー

I.M.第1組ガバナー補佐エレクト

I.M.第2組ガバナー補佐エレクト

I.M.第4組ガバナー補佐エレクト

I.M.第6組ガバナー補佐エレクト
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IM クラブ名 ご出欠 会長または代理 ご出欠 戦略計画委員長または代理 ご出欠 広報委員長または代理

池田 ご出席 林　功 ご欠席 ご出席 吉岡　崇
池田くれは ご出席 服部　潤承 ご出席 同左 ご出席 青井　秀浩（代理）
箕面 ご出席 浦　収 ご出席 庄司　修二 ご出席 佐藤　収
箕面千里中央 ご出席 上野　弘之 ご欠席 ご欠席
大阪水都 ご欠席 ご欠席 ご欠席
大阪中央 ご出席 宅野　久夫 ご出席 松原　眞由美 ご出席 福田　敬子
大阪北梅田 ご出席 岸本　健之亮 ご欠席 ご出席 塚本　英
大阪北 ご出席 吉川　健之 ご出席 浜田　晋 ご出席 長濱　晋
大阪大淀 ご出席 片桐　真吾 ご出席 同左 ご欠席
大阪そねざき ご出席 関　洋輔 ご出席 楠戸　芳弘 ご出席 多田　誠
大阪梅田 ご出席 金延　宏明 ご欠席 ご欠席
大阪梅田東 ご出席 青嶋　義晴 ご出席 同左 ご出席 辻　伸高
豊中 ご出席 森本　博明 ご出席 岩本　洋子 ご出席 澤木　政光
豊中千里 ご出席 宮原　　彰 ご欠席 ご欠席

豊中南 ご欠席 ご欠席 ご欠席

茨木 ご出席 殿村　昌弘 ご出席 殿村　昌弘 ご欠席
茨木東 ご出席 菅原　学 ご出席 對馬　康全 ご出席 河野　幸広
茨木西 ご出席 岩上　高幸 ご欠席 ご欠席
大阪東淀ちゃやまち ご出席 前田　要之助 ご欠席 ご欠席
大阪淀川 ご出席 今城　賢 ご出席 西﨑 克由 ご出席 松本 弥恵
千里 ご出席 福本　卓司 ご出席 村上　正巳 ご欠席
千里メイプル ご出席 水島　洋 ご欠席 ご欠席
摂津 ご出席 中井　哲男 ご出席 和泉　愼也 ご出席 岡本　博人
新大阪 ご出席 田中　宏 ご欠席 ご欠席
吹田 ご出席 河内　幸枝 ご欠席 ご出席 岡本　幸治
吹田江坂 ご出席 北村　雅計 ご欠席 ご出席 西山　俊明
吹田西 ご出席 杦本　日出夫 ご出席 木下　基司 ご出席 木田　昌宏
高槻 ご出席 羽根田　茂子 ご出席 入谷　治夫 ご出席 浜田　哲也
高槻東 ご出席 寺本　佳弘 ご出席 浜田　篤介 ご出席 山西　陽祐（代理）

高槻西 ご出席 三好　誠 ご欠席 ご欠席

大東 ご出席 中　恒夫 ご出席 佐藤　多加志 ご出席 生駒　智人
大東中央 ご欠席 ご欠席 ご出席 糸川　千惠子
枚方 ご出席 金森　市朗 ご出席 仲　光男 ご出席 仲宗根　宏樹（代理）
門真 ご出席 中塚　泰彦 ご欠席 ご欠席
交野 ご出席 吉信　勝 ご出席 吉信　勝 ご出席 木本　辰也
香里園 ご出席 藤上　孝治 ご出席 同左 ご出席 同左
くずは ご出席 米田　勉 ご出席 小北　英夫 ご出席 髙橋　克文
守口 ご出席 岡本　博雄 ご出席 同左 ご欠席
守口イブニング ご出席 藤井　俊章 ご出席 同左 ご欠席
寝屋川 ご出席 川口　清 ご欠席 ご出席 森川　孝善
大阪東 ご出席 辰野　久夫 ご出席 山田　康雄 ご出席 高橋　司 横井　理（幹事）
大阪城東 ご出席 杉野　政史 ご出席 中嶋　進治 ご出席 中嶋　勝規
大阪城北 ご出席 木野　稔 ご出席 岩田　潤（代理） ご出席 岩田　潤（代理）

大阪鶴見 ご出席 鳥居　和久 ご欠席 ご出席 山崎　修一

東大阪 ご出席 池田　裕之 ご出席 石橋　英司 ご出席 河野　裕
東大阪東 ご欠席 ご出席 表　　康之 ご欠席
東大阪西 ご出席 藤原　史嗣 ご欠席 ご欠席
東大阪中央 ご出席 岩橋　竜介 ご欠席 ご欠席
東大阪みどり ご出席 北井　孝彦 ご欠席 ご欠席
大阪柏原 ご出席 松田　琢志 ご欠席 ご出席 檀野　隆一
大阪御堂筋本町 ご出席 松本　憲旺 ご出席 松本　憲旺 ご出席 富本　博英
大阪難波 ご出席 西原　芳博 ご欠席 ご出席 中川　博之
大阪ネクスト ご出席 大月　基弘 ご欠席 ご出席 呉　龍一
大阪南 ご出席 天野　直樹 ご出席 同左 ご出席 菰田　哲也
八尾 ご出席 田中　康正 ご出席 井川　孝三 ご出席 長竹　浩
八尾中央 ご出席 山本　与志弥 ご欠席 ご欠席

八尾東 ご出席 高橋　広一 ご欠席 ご出席 陣田　匡人

大阪堂島 ご欠席 ご出席 脇田　克廣 ご欠席

大阪フレンド ご出席 金谷　和浩 ご出席 安井　稔 ご出席 森嶋　林太郎
大阪西北 ご出席 最上　次郎（代理） ご出席 髙士　誠司 ご欠席
大阪リバーサイド ご欠席 ご欠席 ご出席 柿本　円
大阪船場 ご出席 宮原　　彰 ご出席 林　　拓 ご欠席
大阪心斎橋 ご出席 牧野　浩之 ご出席 同左 ご出席 斉藤　隆
大阪西南 ご出席 豊田　勝 ご欠席 ご出席 多田　大介
大阪ユニバーサルシティ ご出席 中井　周治 ご出席 池山　博文 ご出席 池山　博文
大阪アーバン ご出席 山田　芙美江 ご出席 溝畑　正信 ご出席 尾﨑　孝
大阪うつぼ ご出席 前田　健司 ご出席 的場　順子 ご出席 則本　温史

大阪西 ご出席 上田　茂久 ご出席 相崎　秀樹 ご欠席

大阪 ご出席 鳥井　信吾 ご出席 西尾　公志(代理)　 ご出席 辰馬　政夫
大阪イブニング ご出席 林　育彦 ご出席 楳村　大作 ご欠席
大阪平野 ご出席 福田　修 ご出席 宮田　天風 ご出席 中村　仁一
大阪城南 ご出席 小林　正啓 ご欠席 ご出席 恒元　直之
大阪中之島 ご欠席 ご欠席 ご出席 丸山　澄高
大阪大手前 ご出席 多田　秀觀 ご出席 同左 ご欠席
大阪咲洲 ご出席 石田　元裕 ご欠席 ご欠席
大阪東南 ご出席 北村　佳久 ご出席 同左 ご欠席
大阪天満橋 ご出席 寺杣　晃一 ご欠席 ご出席 御木　威
大阪天王寺 ご出席 西埜　毅 ご欠席 ご出席 谷　美輝

大阪帝塚山 ご出席 渡邊　純一 ご出席 （泉　博朗） ご欠席

2021-2022年度 公共イメージ向上並びにクラブビジョン策定セミナー 　出席者一覧表②
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資 料 ３ 

≪ガバナー補佐選出・任命手続改正案≫ 

〇各組のガバナー補佐選考委員会は、原則として、各組の直前ガバナー補佐、ガバナー補佐、 

ガバナー補佐エレクトで構成し、委員長は、直前ガバナー補佐が就任する。 

各組のガバナー補佐選考委員会は、ガバナー補佐ノミニー候補者(次々期ガバナー補佐候補

者)を選考し、ガバナー指名委員会に対して推薦する任務を負うものとする。 

〇各組のガバナー補佐選考委員会は、候補者所属クラブ会長が署名した推薦書面及び候補者 

履歴に基づいて、最適任者をガバナー補佐候補者として選考しなければならない。具体的な 

ガバナー補佐ノミニー選考方法については、各組の会長会で決定するものとする。 

〇各組のガバナー補佐選考委員会委員長は、毎年、８月 1 日から１１月３０日までの間に、

各組毎のガバナー補佐選考委員会が選考したガバナー補佐ノミニー候補者をガバナー指名委

員会に対して推薦するものとする。 

〇前項の期日までにガバナー補佐ノミニー候補者を選考できなかった組は、可及的すみやか

にガバナー補佐ノミニー候補者を選考し、ガバナー指名委員会に対して推薦しなければなら

ない。 

〇ガバナー指名委員会は、各組のガバナー補佐選考委員会より推薦されたガバナー補佐ノミ

ニー候補者について審査し、ガバナー補佐として最適であるか審議を行ない、ガバナーノミ

ニーに審査結果を報告するものとする。 

〇ガバナーノミニーは、ガバナー指名委員会の審査結果報告を受け、ガバナー補佐ノミニー

を決定し、任命し、ガバナーに報告するものとする。 

                                        以上 
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MyRotaryアカウント登録率

IM クラブ 会員数
My Rotary
登録人数

％ IM クラブ 会員数
My Rotary
登録人数

％

池田 28 23 82.1% 東大阪 69 62 89.9%

池田くれは 30 30 100.0% 東大阪東 70 41 58.6%

箕面 27 17 63.0% 東大阪西 21 9 42.9%

箕面千里中央 19 7 36.8% 東大阪中央 19 14 73.7%

大阪水都 44 22 50.0% 東大阪みどり 17 5 29.4%

大阪中央 58 57 98.3% 大阪柏原 25 12 48.0%

大阪北梅田 57 30 52.6% 大阪御堂筋本町 46 27 58.7%

大阪北 192 160 83.3% 大阪難波 58 41 70.7%

大阪大淀 36 20 55.6% 大阪ネクスト 22 14 63.6%

大阪そねざき 32 17 53.1% 大阪南 177 149 84.2%

大阪梅田 35 30 85.7% 八尾 67 41 61.2%

大阪梅田東 31 25 80.6% 八尾中央 11 8 72.7%

豊中 37 26 70.3% 八尾東 21 15 71.4%

豊中千里 35 21 60.0% 合計 623 438 70.3%

豊中南 23 17 73.9%

合計 684 502 73.4%

IM クラブ 会員数
My Rotary
登録人数

％ IM クラブ 会員数
My Rotary
登録人数

％

茨木 30 24 80.0% 大阪堂島 40 31 77.5%

茨木東 30 15 50.0% 大阪フレンド 21 13 61.9%

茨木西 28 26 92.9% 大阪西北 28 20 71.4%

大阪東淀ちゃやまち 19 19 100.0% 大阪リバーサイド 30 29 96.7%

大阪淀川 18 9 50.0% 大阪船場 38 28 73.7%

千里 26 16 61.5% 大阪心斎橋 39 27 69.2%

千里メイプル 17 11 64.7% 大阪西南 102 70 68.6%

摂津 31 12 38.7% 大阪ユニバーサルシティ 38 31 81.6%

新大阪 29 23 79.3% 大阪アーバン 28 22 78.6%

吹田 57 54 94.7% 大阪うつぼ 40 30 75.0%

吹田江坂 26 24 92.3% 大阪西 107 58 54.2%

吹田西 43 43 100.0% 合計 511 359 70.3%

高槻 49 39 79.6%

高槻東 33 32 97.0%

高槻西 17 13 76.5%

合計 453 360 79.5%

IM 会員数
My Rotary
登録人数

％ IM クラブ 会員数
My Rotary
登録人数

％

大東 38 25 65.8% 大阪 243 107 44.0%

大東中央 28 8 28.6% 大阪イブニング 13 9 69.2%

枚方 48 25 52.1% 大阪平野 53 46 86.8%

門真 26 10 38.5% 大阪城南 47 40 85.1%

交野 38 18 47.4% 大阪中之島 33 31 93.9%

香里園 16 11 68.8% 大阪大手前 24 23 95.8%

くずは 80 78 97.5% 大阪咲洲 19 15 78.9%

守口 37 14 37.8% 大阪東南 32 32 100.0%

守口イブニング 23 5 21.7% 大阪天満橋 43 25 58.1%

寝屋川 34 8 23.5% 大阪天王寺 47 32 68.1%

大阪東 127 98 77.2% 大阪帝塚山 44 27 61.4%

大阪城東 34 20 58.8% 合計 598 387 64.7%

大阪城北 52 40 76.9%

大阪鶴見 28 20 71.4%

合計 609 380 62.4%

My Rotary
登録人数

％

2426 69.8%

2021/08/03時点

2660地区会員数

3478

1組

4組

2組

3組

6組

5組
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公共イメージ向上セミナー事前アンケート結果

「その他」

会員による登録支援

支援委員会を設立し個別に対応しています

登録が出来ない会員に対して、出向いて登録作業、操作指導を実施

50%目標にしております

魅力あるロ－タリ－クラブするためのパンフを制作しＰＲ

会長・幹事による登録支援

会報広報委員からの声掛け

会員による呼び掛け

未登録の会員への個別の働きかけ

広報委員長（公共イメージ向上委員会委員長）が、率先して新入会員に登録の斡旋並びに、
高齢会員に登録のサポート（会社訪問等）をしている。

MyRotary登録についての卓話を実施する計画

会長や幹事、また、担当者からの呼びかけ

「その他」

ラーニングセンター、寄付履歴

手続要覧

クラブの運営

国際ロータリーの指針のチェック

ロータリークラブ・セントラル、公式名簿、国際大会、ロータリーボイス

会員への自身の寄付履歴の確認推奨

ラーニングセンター

次回のプロジェクトで初めて利用する
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公共イメージ向上セミナー事前アンケート結果

「その他」

マスメディアCM等を利用しルーティンでロータリーは奉仕優先の背景を発信して、あらゆる層の認知度を上げていき、ある程度の認知度が上がったと
ころで、人を通じて入会推進するのが、会員増強の近道だと思います。
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公共イメージ向上セミナー事前アンケート結果

「その他」

ポリオ撲滅活動を含めた国際的な奉仕活動のPR

クラブ単位での地域社会への奉仕活動の充実

ロータリーって何ですか？と言われることがほとんど。例会や親睦行事等先ずは参加してもらうように働きかける。

「対外的に発信したい奉仕プロジェクトの計画ございましたら、内容をお教えください」

各クラブで行っている奉仕活動の内容の発信

大阪帝塚山ロータリークラブ社会奉仕基金による外部団体等の奉仕活動への助成

ケニアマゴソスクール支援、TSURUMIこどもホスピス支援

よろず相談を初めて行う予定ですが対外的にアピールできればと思います。

小学校に家族で楽しめる、市内の生物や観光施設等を紹介するスゴロクゲームを寄贈し、コロナ終息後にスゴロクで紹介した場所に小学生を連れて行
く事業を計画中です。

柏原市には児童施設がありその施設に対して毎年事業を行なっています。

①西成子ども食堂への支援
②カンボジアこども医療センターへの支援　等

社会奉仕事業の一環として、本年度は市内児童養護施設の児童たちを施設外に連れ出しボーリング大会を行う。本事業は毎年実行しているが昨年度は
コロナ禍の影響を受け中止になった。 本年度は様子を伺い実行する計画である。

今年度で15回目を迎えるくずはRC杯枚方少年野球ジュニア大会(小学4年生以下)

子ども食堂支援

チャリティコンサートを計画しています。

かどまサイエンスショーの開催

京橋防犯プロジェクト

市民祭りに参加、出前授業、インタ－アクト、小中学生弁論大会、中学生野球大会、

毎年５月に行うよろず相談室

社会福祉法人に対する奉仕活動

国際奉仕活動　ケニア・ナイロビ・シープケア学校給食支援　バスプロジェクト

枚方RACと共に実施する淀川クリーンハイク

タンザニア甲子園女子ソフトボール支援プロジェクト、レストランにおける障がい者活躍の取り組み支援プロジェクト

地域の小学校校長先生とのコミュニケーションによる教育現場支援

フィリピン、バヌアツにおける歯科医療奉仕活動。バリ島での学校施設設置事業。カンボジア小学校建設。日本国内における小学校での職場見学等。

（１）キッズプラザ大阪および子どもデザイン教室と連携し、親と一緒に暮らせない子どもたちの作った作品をキッズプラザ大阪において発表・展示
し、販売することを通じて、子供たちが創造性と自主性を養い、健全に成長することに貢献するプロジェクト（地区補助金を活用させていただきま
す。）。
（２）大阪東ロータリークラブ独自の基金を活用して、経済的に困窮している母子家庭・父子家庭の子女が大学等に進学した際に大学等の在学期間
中、毎月給付型の奨学金を支給するプロジェクトを計画中です（本年度よりスタートする予定です。）。

地区補助金（承認済み）を利用した社会奉仕事業（ジャンボ将棋プロジェクト）を通して、周辺地域の小中学生並びに保護者へのロータリーの認知度
の向上を今年度は目指します。 コロナ禍で困ってますが、必ず実現します。

国際活動がコロナの影響で難しくなる中、国内の社会奉仕に重点を置きたい。

セレッソ大阪の選手の協力を得て児童養護施設の子どもたちとスポーツ教育を実践する

9月16日小児癌患者施設支援のチャリティーゴルフ

奉仕活動に限らず、クラブそのものの発信が必要と思われる。

コロナ禍で活動自体ができない状況で現状ありません。

古切手集め、ひったくり防止カバー、

塾や稽古事で 自分の時間を失った子供たちに遊び方を教え、自分たちで創り出した遊びの楽しさを味わい次の世代に伝えてもらう、自主独立の精神
を養うのが目的です。

国際交流の会とよなか（TIFA）との交流機会。東日本大震災の支援。

地域在住の外国人に向けた図書会への書籍寄贈事業

社会奉仕事業として、現在、ワクチン接種用医療用アプロン4800枚と市内小中学校へプリンター14台の寄贈を進めており、９月末日までに完了予定で
あり、近日中には贈呈式を実施いたします。

里親協会への支援｡

地区の社会奉仕委員会の献血活動や、国際奉仕委員会で検討中のPJがまとまれば対外的に発信できれば良いのにと、思います。

大阪市立南小学校への支援

①令和4年箕面市成人祭
②令和4年2月20日「箕面船場における文化芸術国際交流のまちづくりシンポジウム・箕面文化芸術国際フォーラム」
③箕面ロータリークラブ50周年記念事業　箕面船場阪大前駅　記念モニュメント寄贈(令和3年6月21日寄贈済)

本年度地区補助金を利用した「高槻市内の小中学校への環境教育支援」プロジェクト

〇ときわ子ども食堂への支援
〇良心塾（服役経験者の自立更正支援団体）の農業体験支援
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公共イメージ向上セミナー事前アンケート結果

「その他、クラブでの広報活動についてご意見がございましたらご記入ください」

ホームページをリニューアルし　対外に向けて情報を発信して参ります。

マイロータリーがもっと使いやすくなればいいと思う。

自クラブだけの広報活動には、費用面で大々的には出来ないので、地道な広報活動を実施しています。ロータリーロゴの入った襟章を常につける等を
実施しています。

本年度は、実施した奉仕活動を対外に発信（ＰＲ）するように考えています。

守口ＲＣホームページと、国道1号線八島交差点にポリオ撲滅の看板

SNSやホームページを使って広報はしていますが…やはり拡散規模的には限界があると思うので、ロータリーのインフルエンサーが必要と感じており
ます。ご検討くださいませ…

広報活動が会員増強に結び付いた事例などを紹介していただきたい

各クラブからの発信よりも本部からの大きな発信が必須

ロータリーの公共イメージ向上に資するプロジェクトに関しては、年間に複数の地区補助金を認めていただきたい。

SNSの拡充にアドバイス（支援）頂きたい。各クラブバラバラより統一感あったほうが良いと感じる。

周辺地域の他団体（商工会議所など）へロータリークラブのアピール。（会報誌へ当クラブの特集記事を掲載して貰った。）

HPを新しくしFB,TWEETERとの連携を図り、活動を積極的に訴求していきたい。

会からの活動状況等発信に加え、会員による私的な宣伝も必要であると考えています。

メディアに取り上げてもらえるように活動する

整肢学院夏祭り参画、東淀川区民祭りチャリテーバザー

最近広報活動を活発化させようとする動きがありますが、社会的弱者と呼ばれている人たちを援助すると、広報を避けることがありそちらへの動きに
ブレーキがかかるような気がします。日の当たらないところにも少しでも役に立てることをするには、広報の俎上に載らないものも差別なく取り扱っ
てほしいと感じます。

他クラブのHPを参考にして、弊クラブのＨＰをリニューアルしていく予定です。

FaceBookの導入を検討しており、他クラブでのその活用事例を聞きたい。
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