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957 2021/5/31 10:46 プログラム委員 視聴した

今年入会3年目になります。委員会に拘らず、自分に何が出来るか、

どうすれば役に立てるかを今一度しっかり考えて行動に移します。

ロータリーの認知度、特に若年層には非常に低いことは驚きでした。人

道的奉仕を行い公共イメージを上げることの大切さがよく分かりまし

た。

956 2021/5/31 7:12 公共イメージ 視聴した

この度公共イメージ・IT委員長を拝命いたしました。新型コロナ禍を契

機に急激に身近なツールとして使わざるを得なくなったITですが、役立

つ知識やノウハウを会の内部で共有し、ロータリー活動と事業活動の

両方の一助にできればと考えます。そして「ロータリークラブって名前は

知ってるけれど、どんな団体？どんなことをしているの？」そんな声に応

えられるよう見える化していきたいと考えています。よろしくお願いいたし

ます。

時間と空間にとらわれず、さまざまな状況や、または何らかの事情を抱

える場合にでも参加と研鑽を行うことができる、まさに次世代の研修ス

タイルと感じました。今後はVRゴーグルなどのデバイスなど、さまざまな

ガジェットを駆使してよりリアルに近い研修クオリティを得られると素晴ら

しいと思いました。

自分自身、まだまだ学びを続けねばならないと思います。力不足や不

手際を痛感する場面が多いですが、痛感することそれそのものが学び

と考え進んでまいります。ありがとうございます。

945 2021/5/22 17:57 社会奉仕プロジェクト委員長 視聴した

RC公共イメージの向上に向け、私自身がまず出来る事を考え、実践

し、継続していく事が大事だと認識致しました。 

 

私は祖父から数えて３代目のロータリアンということもあり、幼少の頃か

らロータリーの言葉を聞く機会が多かったですが、内容の理解は薄かっ

たです。ただ、父が誇りに感じていた姿はとても印象的に記憶に残って

います。 

 

ー私の実践ー 

１.日常的にバッジをつける。 

２.自身のSNS投稿から評価を受ける。 

３.家族や友人にロータリーの話をする。 

 

所属クラブでは社会奉仕プロジェクトの委員長を拝命致しました。 

地域の子供達の育成をテーマとした、スポーツイベント主催を企画して

います。地域とのつながりを深くし、クラブの発展に努めたいと考えてお

ります。 

 

地区ではロータリーの根本を学び、懇親を深めたいと思います。 

 

どうぞ、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

研修サイトがある事で反復的に学ぶことができました。 

そうする事により、自己啓発に繋がり、自分自身の気付きが増えまし

た。 

 

また、全体的な流れも掴め、包括的にロータリークラブを知る機会にな

りました。

ご指導、賜りたくどうぞよろしくお願い申し上げます。

938 2021/5/17 17:49 公共イメージ 視聴した

公共イメージの流れとして奉仕をしたうえでその事を公共イメージとして

多くの方々にＰＲできるような例会を行います。

公共イメージ委員会を来年担当するので公共イメージの成功例など

紹介してほしかった。

937 2021/5/16 23:49 公共イメージ 視聴した

会員増強にはロータリーへの理解が必要かと思われます。地域に入り

身近な活動を皆さんとご一緒に関わりたいと思います。まずは次年度

抱負とさせて頂きます。

やはりリアルには叶いませんが、これからもオンライン研修に慣れるよう

頑張ります。

ありません。

934 2021/5/15 20:56 公共イメージ　クラブ広報委員長 視聴した

コロナ禍の中ですが、クラブ運営をWEBにて配信し、会員間の情報

共有が上手にできるよう、委員会メンバーと協力して行こうと思いま

す。



914 2021/5/11 15:02 公共イメージ 視聴した

マイロータリー登録　100%を目指します。 

自クラブで出来る『公共イメージと認知度の向上』の手法を考え、実

行したいと思います。

公共イメージ委員会の活動の範囲の広さと重要性が理解できまし

た。 

2780地区のホームページで、タブのロゴが古いものかと思いますが･･ 

いかがでしょうか

907 2021/5/10 18:43 公共イメージ 視聴した

885 2021/5/8 20:09 公共イメージ 視聴した クラブの公共イメージ向上に寄与できるよう努めます。

872 2021/5/8 16:05 公共イメージ 視聴した

今年度に実施したホームページのリニューアルに伴う、コンテンツの充実

及び会員の対外発信への意識醸成を行っていく。また、フェイスブック

等のSNSを活用した広報活動をさらに推進させる。 

ロータリー会員の自己理解があらためて重要だと考えた。また公共イ

メージを向上させるためのリソースがRIには数多く用意されていることを

確認できた。

853 2021/5/8 0:00 公共イメージ 視聴した

コロナ禍でリアルな例会や活動ができない中でどのようにして効果的に

発信していくかを確立したいです、

昨年も参加させていただきましたが、オンライン研修は時間にとらわれ

ずに勉強できるところが利点と感じています。 

しかしながら、リアルで研修を受けるからこそ熱さが伝わり、次年度に向

けてスイッチが入りますが、オンラインではその熱さを感じるのは少し難し

いと思います。 

この状態が今後しばらく続くと思われるので各クラブが会員に対して、」

どのように熱を伝えていくべきかを考えなくてはと研修を受けながら感じ

ました。

851 2021/5/7 22:49 公共イメージ 視聴した

先ずは会員一人ひとりがロータリー活動の説明ができること 

またロータリー会員であることを誇りを持てるようにすること 

 

ロータリー活動を広報する場合の写真掲載は活動内容がよく理解で

きる 

写真を掲載するよう努める 

 

ロータリーロゴの統一し、徹底　公式ロータリーバッチの使用

初めてオンラインで参加させていただきましたので、操作に戸惑い 

 

普段から操作に慣れていないといけないと感じました 

 

E-ラーニングの受講終了記録がどうなっているか不明？ 

 

 

今回は特にありません

850 2021/5/7 22:10 公共イメージ 未回答

844 2021/5/7 17:42 広報委員会 視聴した

若年層に向けたコミュニケーション戦略の観点から，小田原RCは，イ

ンターアクトの提唱クラブであるので，高校生も巻き込んだ奉仕活動

ができたらと考えている。但し，コロナ禍では難しい面もある。

自分の好きな時間にできること，何度も見返せることができ，とても

有益であった。

アンケート結果を踏まえた今後の示唆として，３点ほどあったが，その

中で，一番意識すべき項目はどれか。

843 2021/5/7 17:27 クラブ会報・ＩＴ委員会委員長 視聴した

担当として初の部門でまだまだ勉強不足ですが、少しでもロータリーや

自クラブに貢献できるように頑張りたいと思います。

シンプルな操作で、視覚的にも分かりやすく学ぶことができました。ブラ

ンディングの確立、他の委員会や他団体との協力、ストーリーを伝える

ことの重要性など、学んだことを今後の活動（発信）に生かしていき

たいです。

特にございません。質問ができるくらいに今後、知識を深めていきたい

です。

811 2021/5/6 17:58 公共イメージ 視聴した

796 2021/5/6 13:44 公共イメージ委員長 視聴した

調査報告書を見ても、認知度が低いだけではなく、多くの人にネガティ

ブなイメージを持たれているという現実を受け止めなければならないと

思います。この結果は今までロータリーがライオンズと比べても、あまり

公共イメージの向上に重点をおいてこなかったのが原因とも考えられま

す。これからは若年層を中心に、クラブの活動をもっと外向きにアピール

していくように努めたいと思います。

コロナ禍においてはオンラインで行うのは仕方がないことでしょうが、

様々な会員の意見を聞くことができないのが残念です。ただeラーニン

グは今回の受講対象以外のも視聴してみたいと思いました。

795 2021/5/6 13:35 公共イメージ 未回答



781 2021/5/6 9:08 公共イメージ 視聴した

ロータリーブランドを強化することはロータリアン全員の責務であり、全

会員が力強い推進者であらねばならない。相模原西クラブは、非常に

多くの奉仕活動をしています。東林少年野球リーグの支援、障碍者

支援、虐待された子供たちの支援等の活動を行っていますが、それら

が地域や他のクラブにあまりしられていません。まずは、家族、友人等

に知ってもらい、あらゆる媒体を使い発信していくことが次年度の目標

です。

最初はできるかどうか不安でありましたが、やってみると容易にできまし

た。慣れればもっと早くd着るようになると思うので、これからも積極的に

取り組んでいきたいと思います。また、理解が不十分な部分を戻って

確認できるので、その点オンライン研修の長所であると思いました。

コロナ禍でのロータリークラブの運営は大変であると思いますが、出来る

ことと、出来ないことを明確にして、クラブ会員を引っ張って行っていただ

きたい。

780 2021/5/6 8:41 公共イメージ 視聴した

ロータリークラブの公共イメージを高めるた努力を続けて 

行きたいと思います。

思ったより簡単でありました。それには設問等がわかりやすかったためと

思われます。

コロナ禍で大変でありましょうが、その中でも出来ること、出来ないこと

を明確にして進めていっていただきたい。悔いの残らない一年にしてい

きたいです。

768 2021/5/5 17:50 公共イメージ 視聴した

初めて、公共イメージを担当いたします。地域とのつながりを大切に 

私たちの活動をより多くの方に知っていただく努力がとても大切である 

ことが、大変よくわかりました。 

これまでの先輩方の事業の積み上げてきた実績を振り返りつつ、 

コロナウイルスで制限されてしまうかもしれませんが、新年度の私たちが 

推し進める奉仕活動や社会貢献について、facebookも含めて、地

域を超えて、より多く、より広く知って頂けるよう、会員の皆様とともに

展開できるよう活動を進めていきたいと思います。

ロータリーのロゴの活用に、基準が設けられており、テンプレートを活用

して、よりきれいで見やすく、理解されやすい広告等を作成できること、 

そして、メディアに向けてのアプローチを含めて実例を見ながら、学習す

ることが出来ました。 

たくさんのツールが、厳しいルールをサポートして、しっかりと活用していく

ことが出来るようになっており、安心して作業に取り組めることが、 

大変よく解りました。

750 2021/5/5 9:39 公共イメージ 視聴した

719 2021/5/3 8:08 公共イメージ 視聴した

「公共イメージ=広報のイメージ」が強かったんですが、今回の研修を

通じて、ロータリーの一般市民への広報活動は、ロータリーの存在意

義をPRする事に気づかされました。 

私と同じ考え方をしている会員も多いいはずです。 

次年度は、 

①個々の会員がブランドの推進者である意識の醸成していきます。 

②クラブが地域社会と大きく関わっている姿を地元タウン誌などえお通

じてアピールしていきます。

e-ラーニングの繋がりが悪くて、数日に分けて学習しました。集中的に

学習できるように、配信環境の整備を要望します。

実際に活動してみて、疑問点が発生の都度相談に乗っていただきた

いと思います。その際にはよろしくお願いします。

717 2021/5/2 23:23 公共イメージ委員会　クラブ会報　IT委員会視聴した よろしくお願いいたします

715 2021/5/2 18:57 公共イメージ委員 視聴した

SNSでの発信をするように心がけたい。 「世界を変える行動人」のイメージをある程度理解することができまし

た。 

写真の使い方、選び方の説明が具体的でわかりやすかったです。 

最初うまくつながらず、少々ストレスがありました。理由はわかりません

が、PC2台とipad1台の3つのデバイスで試みましたが、1台のPCしか

繋がりませんでした。 

712 2021/5/2 12:02 広報・公共イメージ委員長 視聴した

活動方針である「地区ビジョンの実現」に沿って活動して参る所存で

す。

じっくり読むことができ、不明瞭な点を戻って確認することもできるためと

ても効果的な研修だと思います。

682 2021/4/30 21:37 公共イメージ委員 視聴した 地域に密着したクラブを作りたい。 少ない時間で多くの勉強ができた。

669 2021/4/30 13:00 公共イメージ 視聴した

665 2021/4/30 11:36 公共イメージ 視聴できなかった



647 2021/4/29 17:14 公共イメージ 視聴した

コロナ禍の中、ロータリー活動が難しくなっておりますが、こんな時だから

こそ、老若男女、全ての方々にアピールするチャンスだと思います。 

１０月２４日のロータリーデー、もしくは、他の日に、地区全体で、各

市で一斉に花火を上げたいと思います（ROTARYロゴの花火なんて

最高だと思います）。

地区の研修で仲間が一堂に集まるのもいいですが、土日に仕事をし

ている方や、高齢の先輩方にとっては、大学（地区研修会場）への

移動が辛いと思っていました。ですが、このコロナ禍で、オンラインになり

空いている時間に研修が可能となった事は、大変有り難い事だと感じ

ました。 

ただ、パソコン関係が苦手な方には、また辛いでしょうけど。

IMが無くなり、ロータリーデーに地区で合同に開催するとの事ですが、

どの様な内容の事をお考えですか。 

ご提案ですが、各市一斉ロータリー花火を開催しませんか？

643 2021/4/29 15:06 公共イメージ 視聴した

ロータリーの認知度を上げるために、メディアの使い方について掘り下げ

ていきたいと考えています。当クラブも、高齢者が多いまたITリテラシー

の低さを感じています。このころ中において、インターネットメディアの活

用は不可欠になってきています。率先して、活用していくとともに、会員

全体にいきわたるような取り組みも行っていきたいと考えています。例え

ば、スマートフォンの使い方、オンラインシステムの使い方などを伝える

卓話、勉強会も開催していきます。さらに、ホームページの見直し、わ

かりやすく、そして、SNSとの連動で幅広い層に目に留まるような努力

を行っていきます。

この時期に、会員増強を推進することはなかなか厳しいものがあるかと

思います。当会は、30代後半～50代前半と比較的若い層が増えて

きており、実務をこなしている経営者です。ロータリークラブの会費も高

いと感じることや、日中の例会に参加が難しい層でもあります。このよう

な会員の維持活動には、ロータリーの活動を知ってもらい、楽しいと

思ってもらえないと金銭と時間的な負担が重なり続けていくのが困難

になります。あれに、コロナ禍において、既存会員も会社経営が厳しく

て退会したいなどの話も出てきております。奉仕活動も現状困っている

会員をペルソナにし、そこからアイデアをだすことができればいいなと考え

ます。 

世界に目を向けることも大切かと思いますが、もう少し、目線を低くして

身近な問題についても考えていただきたいと思います。

私は、ロータリークラブに入ってまだ3年弱です。会員が15名の時に入

会し、人数が少ないこともあり、2年目で幹事を務めました。このような

状況の中、まさにロータリークラブの右も左もわかりませんでした。幹事

を務めるようになり、少しは明るくなってきたかなと思います。そして、

２，３年後には会長です。仕事も忙しく、なかなか時間が取れない

状況です。とてもではありませんが、会長を務めることは、難しいと考え

ております。おそらく、私のような会員は、ほかにもいると思います。もち

ろん、クラブ内の問題として話し合えばいいのかもしれませんが、会員

増強として、ロータリークラブで汗を流して奉仕活動するのはいいが、必

要以上に時間やお金を費やすことで、持続が難しいこともあるかと思い

ます。オンライン研修の感想にも書かせていただきましたが、時代の変

化とともに会員がおかれている環境が変わっています。このような状況

下で、どのような取り組みが最適かと思われませでしょか？

629 2021/4/29 9:18 公共イメージ 視聴した

627 2021/4/29 1:09 公共イメージ委員長 視聴した

次年度はホームページの作成、Facebookの活用などを通して、クラ

ブの活動や特色など発信していきたいと思います。 

コロナ禍でイベントができるのか今のところわかりませんが、ポリオ募金な

どでロータリーの活動を広く皆様にお伝えできればと思います。

生配信でしたので、現場の雰囲気も伝わり楽しく視聴いたしました。 次年度公共イメージ委員長としてお世話になります。よろしくお願い致

します。 

ホームページやFacebookのページの作り方など教えていただく機会や

マニュアルなどあるのでしょうか？

624 2021/4/28 20:27 公共イメージ・会報委員会理事 視聴できなかった

コロナ禍において、当クラブでも、従前行ってきた地域のイベントにおけ

るエンドポリオ募金活動等が実施できない状況にあります。しかしなが

ら、かような状況にあるからこそ、会員の知見を集めて工夫を凝らし、こ

れまでに行ってこなかったような公共イメージ向上につながる活動を模

索する機会になり得ると考えております。次年度においては、公共イ

メージ・会報委員会の理事として、委員と協力して、上記のような新し

い活動に取り組んで参りたいと考えております。

ロータリークラブの活動内容について、地域の社会奉仕等の活動に対

する共感度が高いことを学びました。当クラブ含め各ロータリークラブが

行う様々な奉仕活動を知って頂くことこそが、ロータリークラブの公共イ

メージ向上の一助になるという思いを改めて強くしました。また、ロータ

リーの認知浸透度についていえば、昨今、ロータリークラブは構成員の

多様性を拡充する方向にありますので、様々な方が会員として活躍

することにより、これまで以上に幅広い層にロータリークラブの存在と活

動内容が伝播認知される可能性が高まるのではないかと感じました。

コロナ禍のように人の集まる機会が失われている状況下において、ロー

タリー活動の拠点としてあるいは活動の発信ツールとして、オンラインシ

ステムやＳＮＳ等の活用が期待されているものと思います。そのような

中、クラブによっては、上記のようなツールに明るい方が必ずしもおら

ず、こうしたツールを活動に取り入れることが容易でないクラブもあろうか

と思います。各クラブをまとめる地区において、上記のようなツールに明

るい方を派遣して指導するとか、研修会等を開いて各クラブの人材を

育成するなどのご予定はありますでしょうか。

618 2021/4/28 17:10 公共イメージ委員長 視聴した

コロナ禍の下、本年度我がクラブの主要事業である大磯宿場祭協賛

事業＝舞台を設置、地域の素人演劇愛好者による演劇ショー、歌

謡ショーやマジックショーなどを上演し、その鑑賞来場者にたいする湯

茶接待と共に、ロータリー活動のＰＲやポリオ撲滅募金などを行う＝

や大磯海岸清掃キャンペーン参加、設定したロータリーデーに地域清

掃や募金活動を行うなどの主要事業は全て中止となって、地域にロー

タリークラブの存在や活動の広報の場は閉ざされいる。次年度もこの

状況は継続されるかも知れないという危機感がある。この厳しい環境

の中で公共イメージを維持向上させることの出来る方策／企画を生

み出したい。

4月18日の全体会議では、田島ガバナーエレクトの方針説明、相澤

ＰＤＧ研修委員長のプレゼンテーションはわかり易く、よく理解できま

した。その時使われたＰＰＴ資料，特にロータリ認知浸透度調査報

告は今後有効に活用したい。 

又マイロータリーのラーニングセンターの「就任への準備：クラブ公共イ

メージ委員会」、「ロータリーの公共イメージを築く」等を視聴し、全体

会議でのＰＰＴ資料と共に今後の広報企画に大きなサポートとなる

と感じます。



597 2021/4/27 18:05 公共イメージ委員長 視聴した

「『地域』『若年層』『パンデミックニーズ』に照準した奉仕プロジェクトの

立案とその広報」というテーマを掲げて活動してみたい。 

 

オリンピック関連のプロジェクトも予定されているので、その効果的な広

報に取り組みたい。

２６６０地区が行った具体的な状況分析が、とても参考になった。

592 2021/4/27 15:37 公共イメージ 視聴した

ポストコロナに対応して新しい公共イメージ作りをしていきたい。 いまなお金持ち年寄りクラブと思われている節があるようである。事業

者の場合でも，若手は先にJCに入るもの（卒業してからロータリーに

入る）というイメージがあるのではないか。

特になし

562 2021/4/26 17:27 公共イメージ 視聴した

コロナウイルス感染症の影響により、地域の社会貢献活動として行え

るイベントが制約される中ではございますが、当クラブが長年積み重ね

てきた奉仕活動の実績やロータリー活動の魅力など、地域の方々が

共感を持ち興味を示して頂けるような情報発信を行っていきたいと考

えております。 

1年間、ご指導の程よろしくお願い申し上げます。 

ポリオ根絶に向けた取り組みなど、ロータリークラブが貢献してきた活動

が世間にあまり認知されていない現実を学びました。認知度の向上の

ためには、地域社会の中でより身近な貢献活動をＰＲしていき、興

味を抱いていただける方を増やすことが重要であると感じました。 

学ばせて頂き、ありがとうございました。

特にございません

526 2021/4/25 17:34 公共イメージ（広報・クラブ会報委員長）視聴した

当クラブの活動状況を、インターネットや様々な媒体を通して一般の

人々に提供することにより、ロータリークラブのイメージアップに繋げた

い。

次年度の活動にたいへん参考になる内容であった。

518 2021/4/25 13:40 公共イメージ 視聴した

501 2021/4/24 13:50 公共イメージ 視聴した

公共イメージ担当として、地域社会の重点課題にフォーカスし、地域

団体等としっかりとパートナーシップを結び、広報し、受益者を巻き込

んでいく活動を展開していきたい。 

そしてそのことにより、次の４つの具体的な目標について、成果を上げ

ていきたい。 

（４つの目標） 

•  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、支援を募る 

各講座をオンデマンドで受講できることは、大変有難い。 

また、内容も端的でわかりやすく、利用しやすい。

特にありません。


