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前回修正
96.30 ％

会長の時間
益子伸明会長
『ロータリー公共イメージ「世界を
変える行動人」について』
ロータリーのストーリーを生き生き
と伝えるために
新しい公共ｲﾒｰｼﾞｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「世界を変える行動人」
入会や支援への関心を生み出し現会員の活動意欲
を高めるため、ロータリーは２０１１年、公共イメージと
認知度の向上を目指す本格的な取り組みをはじめま
した。その一環として「ロータリー」というブランドを明
確に定義する試みが行われ、ロータリーのエッセンス
（本質）が次のようなものであることが確認されました。
ロータリーとは、さまざまな国や文化、職業のリーダー
のネットワークであり、世界や地域社会の問題に取り
組むために交流を通じてｱｲﾃﾞｱを広げ、世界中の地
域社会に変化をもたらすために行動する組織である。
以来、このエッセンスを念頭に広報やメッセージ発信
に力を入れてきたおかげで、世界におけるロータリー
への認知度は、2012 年の 60％から 2015 年の 75％に
まで高まりました。
しかし、最近の調査で、ロータリーがどんな団体で、ど
んな活動をしているのか、他団体とどう違うのかを理
解している人が未だに少ないという現状が明らかにな

ガバナー公式訪問

りました。地元クラブの活動はおろか、世界的なポリオ
撲滅活動さえも一般にはあまり認知されておらず、実
際、回答者の６０％近くが地元にロータリークラブがあ
ることを知りませんでした。
ロータリーへの理解をさらに深め、強いブランドを築く
という課題が浮き彫りになった今、ロータリーは、次の
ステップとして新しい公共イメージキャンペーン「世界
を変える行動人」を立ち上げました。
（「行動人」の読みは「こうどうじん」）
このキャンペーンは、全世界でロータリーのストーリー
を生き生きと伝え、認知と理解を高めることを狙いとし
ています。
「世界を変える行動人」キャンペーンは上記のロータリ
ーのエッセンスに加え、以下のような価値観を表して
います。
ロータリーで私たちは…
・生涯にわたる友情を育んでいます（親睦）
・約束を守り抜きます（高潔性）
・多様な考え方を取り入れます（多様性）
・リーダーシップと職業の専門知識を生かして地域社
会の問題に取り組んでいます（奉仕とﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ）
また、一貫したイメージを生み出すために、以下の「ボ
イス」（表現のトーン）を使います。
・賢明さ（Smart）：ロータリーには洞察力と見識に富む
人びとが集まっています。
・思いやり（Compassionate）：ロータリーは思いやりと
理解の心をもって地域社会のために活動しています 。
・粘り強さ（Persevering）：ロータリーは信念と不屈の精
神で問題の長期的な解決に努めています。
・行動を促す力（Inspiring）：ロータリーは人びとに行
動を促し、希望をもたらし
熱意と情熱を分かちあい
ます。
ロータリーでは、ロータリアン
一人ひとりがブランド推進者
です。世界を変える行動人と

してのロータリアンの姿をはっきりと、一貫したイメージ
で魅力的に伝えるために、ブランドリソースセンターに
ある「世界を変える行動人」キャンペーン用素材（印刷
広告、インターネット広告、屋外広告、ビデオ）と広報
資料をご活用ください。大切なのは、できるだけ多く
のクラブや地区がこれらの広告・資料を活用すること
です。
ロータリーのストーリーは今も昔も変わりません。ロー
タリーの未来を決定づける上で重要なのは、それを多
くの人びとに、しかも一貫した方法で伝えていくこと。
ロータリーのイメージに統一感をもたせ、心に訴えか
けるボイスを用いることによって、世界で高い評価を
受けている組織としてのロータリーを、次世代に引き
継いでいくことができるでしょう。
ロータリーのストーリーを伝えるためにロータリーの個
性を 打ち出すための メッセージ作成ガイドもブラン
ドリソースセンターからダウンロード出来ます。
【ブランドリソースセンター】
自由に使える画像や映像

ブランドリソースセンターから自由に使える画像や映
像の紹介をして会長の時間を終えました。

幹事報告

浜野幹事

・公益財団法人ロータリー日本財団より、田中八束会
員ご婦人 田中京子様に３回目にあたる２回目のマル
チプルポールハリスフェローとして、Ｒ財団へ$1,000
ご寄付の感謝としてバッジが贈呈されました。
・１０月２１日（土）フリーマーケット
・臨時理事会開催のお知らせ
・例会変更
所沢西ＲＣ
・受贈会報
飯能ＲＣ

クラブ協議会

沼崎ＤＬ 佐藤会員

【ＲＬＩ討論会 その１】沼崎ＤＬ
本日は細井ガバナーをお迎えし、私たちの活動を
見て頂きご指導をお願いする公式訪問です。私たち
の本年度の活動の一端をＲＬＩ方式の討論会の形で
ご覧になって頂こうと思います。
私がＤＬ（ディスカッション・リーダー）の資格者ですか
ら、本日は私が討論会のリーダーをさせて頂きます。
・第１のテーマ ： 子供食堂への援助について
・第２のテーマ ： クラブの予算について
以上のテーマでＲＬＩ方式による討論会が執り行われ

ました。

｢ガバナー卓話｣･････
2017-18 年度 国際ロータリー
第 2570 地区 第 3 グループ
細井保雄ガバナー
皆様、今日は。本日は狭山
中央 RC 様のｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪
問ということですが、よろしくお
願いします。ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問
の目的は(1)クラブとの協力関係を築く(2)地区からの
支援をクラブが実感(3)ロータリーのイニシアチブへの
参加意欲が高まる(4)奉仕プロジェクトへの参加が増
える(5)会員の積極性が増し、元気なクラブが増える。
私の職業は「株式会社ファイブイズホーム 代表取締
役」、「埼玉相互住宅株式会社 代表取締役」でござ
います。住宅を販売しております。セグメントは建売
66％、注文住宅 34％の会社を経営しております。
ロータリークラブは、私にとって「自己研鑚」の場所
です。会長やいろいろな役職に就くことで学ぶことが
出来、向上することが出来ます。ガバナーもより高度
な人間になるためのチャンスと考えております。しかし
現在 45 クラブのガバナー公式訪問を終了して感じる
ことは、各クラブ様の fellowship(友愛)でございます。
また、現在ロータリーは五大奉仕、世界平和が目的で
あるとより認識いたしました。
私の作詞、作曲した「ロータリーを他人に告げる歌」
を皆様、斉唱していただきありがとうございました。
私は今 Service「奉仕」＝「他人のことを思いやり他人
の為に役立つこと」と理解しております。
さて、「経営者」として「RI 第 2570 地区 2017-18 年度

ガバナー」として、仕事や条件、目的を比較してみま
した。
私はロータリークラブに入会して大変為になってお
ります。いくつもありますが本日は 3 つ申し上げます。
2002-03 年に行田さくらロータリークラブ会長を務めさ
せて頂きました。その時の会長報告の中で、商品力
の話をしました。これは経済紙のコラムの中にあったこ
とです。こんなことを言っております。「会社を経営し
て行くうえで、大事な要素の一つに商品力というのが
あります。商品力には 5 つのポイントがあります。まず
第 1：商品のもつ機能のレベル、第 2：機能を除く、商
品の品質のレベル、第 3：デザインの優秀さ、第 4：価
格競争力、第 5：品揃えの幅」ということをスピーチをし
ました。私は現在、（株）ファイブイズホームという会社
を経営しておりますが、その当時は細井不動産（株）
でありました。このことを、4 年間、2006 年（平成 18 年）
まで暖めて、お客様満足は商品力とサービスで間違
いないだろうということで、商品力は品質、性能、デザ
イン、価格、品揃えという、5 つのアイテムと、それにサ
ービス、対応力を加えまして、5 つのアイテムの 5I とサ
ービスの S を加えて 5IS ホーム、ファイブイズホームに
社名を変更しました。2006 年（平成 18 年）のことで
す。
ロータリーに入って為になった 2 つ目ですが、パスト
ガバナー加藤玄静さんに電話を頂き、立原ガバナー
年度の職業奉仕部門委員長をやるようにとの電話で
した。その頃、2011 年 2 月 12 日（土）東京で源流の会
が開催されました。多分、浅田進さんに勧めて頂いた
と思いますが、グランドプリンスホテル高輪のセミナー
に参加して参りました。ロータリーの職業奉仕理念、
(He profit most who serves vest)になっておりますア
ーサー・フレデリック・シェルドンの職業奉仕について
のセミナーでありました。シェルドンの経営方法は 7 つ
あります。①高い品質・安全性②適正な価格・需要供
給のバランス③経営者・従業員の接客態度④豊富な
品揃え⑤公正な広告×虚偽×誇大広告⑥高い商品
知識・高度な専門知識⑦アフターサービス・PL 法によ
り、リピーター・新顧客を獲得し、また、結果として高い
職業倫理に繋がる、という内容でありました。シェルド
ンの事業における人間関係学は、4 つあります。①事
業上得た利益は事業主のみのものではない。②事業
は経営者、従業員、取引業者、顧客、同業者すべて
によって支えられている。③これらの人々と利益を適
正に配分すれば、自らの事業は継続し発展すること
を自らの事業所で実証する。④自らの事業所でそれ
を実証することによって、業界全体の職業倫理が向
上する、という内容でありました。
顧客満足は私の思い、私共の会社のコンセプトの品
質、性能、デザイン、価格、品揃えとサービスという内
容と一致しておりました。又、私どもの会社の経営スタ
ンスは以前から 5 方良しを掲げておりました。それは、
近江商人の 3 方よし、売り手よし、買い手よし、世間よ
しの 3 方よしに、社員よしと、取引業者よしの、2 つを
加えたものでした。このアーサー・フレデリック・シェル
ドンとの出会いは、私にとってロータリーモーメントで

ありました。ロータリーの職業奉仕を実践すると、正し
い会社経営が出来ると思いました。そして、もっとシェ

ルドンについて学ぼうと思いました。
それからロータリーが役に立った 3 番目です。坂本
ガバナー年度に、この地区に RLI 委員会を設立して
頂きました。そして、初代地区の RLI（ロータリー・リー
ダーシップ・インスティチュート）委員長に、任命して
頂きました。これは、現在ガバナーを引き受ける上で
も為になりました。 皆様、RI 戦略計画、ロータリーの
コアバリュー、中核となる価値観をご存知でしょうか?
①親睦（fellowship）②高潔性（integrity）、③多様性
（diversity）、④奉仕（service）、⑤リーダーシップ
（leadership）であります。RLI の 3 つのスパイラル、す
なわち、リーダーシップ(Leadership)、奉仕（Service）、
会員増強（Membership）と、一致しております。カリキ
ュラムの内容は 5 大奉仕、ロータリー財団、米山記念
奨学会、国際理解、親善、平和であります。それをパ
ートⅠからパートⅢの 3 日間、それに卒後コースの 1
日、合計 4 日間、20 時間以上学ぶわけです。現在の、
RI の戦略計画を実行するための内容が、カリキュラム
に総て入っているといってもよいと思います。RLI のフ
ァシリテーターは「語るな、語らせよ」であります。しか
し委員長という立場上予習をし、関連したロータリー
の知識を勉強しました。ですからこのことはガバナー
をお引き受けするうえで、RLI 委員長をさせて頂いた
ことは、ロータリーの知識を身につけることができたの
で大変役に立っております。ですからロータリアンの
皆様は RLI に全員参加していただきたいと思います。
ガバナー補佐の皆様、地区役員の皆様は率先して受
講してください。その事によって、この地区のボトムア
ップが計れるとおもいます。また、この手法を導入する
事で、入会 3 年に満たない会員の皆様の退会防止に
なるかと思います。
本日は時間の都合もありますので、ロータリーで為に
なったことはこの 3 つにしておきます。
アメリカに SMI＝Success Motivation Institute(成功を
動機付ける研究機関)というのがありますが、そこでの
研究発表によりますと、現在社会の幸せ、幸福は 6 つ
の面の成功から成り立っていると言われています。第
一番目、経済面で成功せよ。ロータリーの職業奉仕を
学ぶと正しい経営ができます。経済面で成功します。
第二番目、健康面で成功せよ。ロータリーでは健康に
関しての情報が手に入ります。第三番目、家庭面で
成功せよ。ロータリーの「思いやりをもって行う」「サー
ビス」「奉仕」で成功すると思います。第四番目、対人

面で成功せよ。ロータリーでは「NO」「それはいけませ
んよ」と言ってくださる立派な友人が居ります。第五番
目、教養面で成功せよ。ロータリーは教養のある皆さ
んの集まりです。第六番目、人格面で成功せよ。ロー
タリーの Service 奉仕は「他人に思いやりを持って他
人の役に立つ」です。このようなことですので、私はロ
ータリーを真面目に一生懸命やりますと、職業奉仕を
学び、事業は成功しますし、「ロータリーの奉仕の理
念」「他人に思いやりを持って他人に役立つ」で幸せ
な人生が歩めると確信します。しかし、これは皆様の
努力しだいです。努力しないと人生は変わりません。
結びに、狭山中央 RC 様のますますのご発展と、皆様
のご活躍とご健勝をご祈念申し上げまして、私の卓話
とします。ありがとうございました。

第３Ｇｶﾞﾊﾞﾅｰ細井保雄様 本日は宜しくお願い致しま
す。
第３Ｇｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 木川一男様 本日は宜しくお願
い致します。
地区副幹事（行田さくらＲＣ）田邉弘司様 本日はお
世話になります。宜しくお願い致します。
地区副幹事（行田さくらＲＣ）五十幡和彦様 本日は
公式訪問でお世話になります。益子会長、
浜野幹事様を始めとする狭山中央ＲＣの
益々のご発展をお祈り申し上げます。
行田さくらＲＣ 金沢明敏様 今日はお世話になりま
す。宜しくお願いします。
飯能ＲＣ 半田武様 本日は宜しくお願い致します。
益子君 細井 G、木川ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、本日のＧ公式訪
問、ご指導宜しくお願いします。
浜野君 ＲＩ第 2570 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ細井保雄様、木川ｶﾞ
ﾊﾞﾅｰ補佐、随行の皆様、本日は遠い所お
越し頂き有難うございます。ご指導宜しくお
願い致します。
東 君 Ｇ細井保雄様、狭山中央ＲＣへようこそいら
っしゃいました。御指導宜しくお願い申し上
げます。
東 君 本日１０月１０日、前田病院は創立４０周年
を迎えました。多くの方に支えられた４０年
でした。感謝いたします。これからもどうぞ宜

しくお願い致します。
江原君 ＲＩ第 2570 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ細井保雄様、R 財団
委員 金沢明敏様、副幹事 田邉弘司様、
五十幡和彦様、本日はようこそおいで下さ
いました。また、第３Ｇｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 木川一
男様、先週に続きおいで下さいまして有難う
ございます。皆様本日は当クラブへのご指
導の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
古谷君 しばらくお休みし、申し訳ありませんでした。
小島君 第 2570 地区Ｇ細井保雄様、ようこそ狭山中
央ＲＣへいらっしゃいました。御指導宜しく
お願い致します。
栗原（成）君 細井Ｇ様、本日は宜しくお願いします。
松浦君 ＲＩ第 2570 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ細井保雄様、Ｇ補佐
木川一男様、ようこそいらっしゃいました。本
日も宜しくお願い致します。
宮岡会員 細井Ｇ、木川Ｇ補佐、本日はお世話になり
ます。宜しくお願いします。
沼崎君 細井Ｇ、当クラブへの公式訪問有難うござい
ます。宜しく御指導ください。
小澤君 細井Ｇ、Ｇ補佐におかれましては、お忙しい
ところお出かけ頂きありがとうございます。よ
ろしくご指導下さいますようお願い申し上げ
ます。
佐藤君 本日はＲＩ第 2570 地区Ｇ細井保雄様、Ｇ補
佐木川一男様、他、ＲＩ副幹事 田邉様、五
十幡様、Ｒ財団委員 金沢様、ようこそ狭山
へお越し下さいました。本日のＧ公式訪問
宜しくお願い致します。
柴田君 ようこそ 2570 地区Ｇ細井保雄様、本日はご
指導の程、宜しくお願いします。
清水君 第 2570 地区Ｇ細井保雄様、公式訪問有難う
ございます。本日は宜しくお願い申し上げま
す。
田端君 第 2570 地区細井保雄Ｇ、本日はようこそ狭
山中央ＲＣにお越し頂き感謝致しておりま
す。どうぞご指導下さい。
吉松君 ＲＩ2570 地区Ｇ、他、副幹事の皆様、本日は
宜しくお願い申し上げます。
結婚記念 宮岡君

◆次の例会
10 月 24 日（火） ⇒ 10 月 21 日（土）
フリーマーケットに振替え
10 月 31 日（火） 例会取り止め
（定款８－１－Ｃ）
11 月 7 日（火） 12：30～13：30
第二副ＳＡＡ ： 小島会員 小室会員
会 員 卓 話 ： 柴田 譲 会員
「足利義満のお話し」

