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・点鐘
会長
成瀬 浩康君
今月の歌
「モルダウの流れ」
ボヘミアの川よ モルダウよ
過ぎし日のこと 今もなお
水清く青き モルダウよ
わが故郷を 流れ行く
先週の記録
会長挨拶
成瀬 浩康君
11 月はロータリーでは「ロータリー財団月間」と
いう事ですが、19 日に地区のロータリー財団副委員
長の福田さんに卓話をお願いしていますので詳しい
話は致しません。財団というと特に先輩のメンバー
の方の中には、良いイメージをお持ちでない方が大
勢みえると思います。一人当たりの財団への寄付は、
年を追うごとに増えてきております。ここ数年は 180
＄です。昔を思うとかなり増えてきています。ちな
みに私が入会した社本会長の時代はクラブ計画書を
見ると、なんと一人当たり 20＄でした。会員数が減
ってきた時期でしたので、おそらくあえて減額して
支払っていると思いますが、その後会費も値上げし
ましたので、財団への寄付も今では満額支払えるよ

２０２１年１１月１２日（金）２４９４回（１１月第２例会）
うになったという訳です。そうして私たちが寄付し
たお金は、3 年後に地区補助金として使えるわけです。
使わなければ損ですが、いつでも申請できるという
訳ではなく申込が 3 月末となっています。年度をま
たいでの申請となりますので、今後は中長期ビジョ
ン委員会で早め早めに地区補助金事業を計画して毎
年使うようにして、寄付した分を有効的に取り戻し
たい思っています。
その地区補助金を使って、今年度は春日井市にポ
ケトークの寄贈を行いました。また春日井 RC として
は初めてグローバル補助金を活用し、セブＲＣと水
と衛生に関するプロジェクトを行います。先日お話
したセブの小学校に水道施設を設置する事業計画が
3860 地区と 2760 地区のガバナーの承認がようやく
得られ、いよいよ本格的に動き出します。
グローバル補助金については申し込みの期日はあ
りませんが、外国のパートナークラブが必要です。
今後もセブや東港の姉妹クラブを中心にグローバル
補助金事業をどんどん行い、寄付した分を取り戻し
ていきたいと思います。
ロータリーは単年度制ですのでなかなか次年度へ
の引継ぎが出来ていませんでした。今年度からは中
長期ビジョンを大いに活用して引継ぎ事項や問題点
を洗い出し、次年度へバトンタッチしていきたいと
思います。
幹事報告
大原 泰昭君
理事会報告
審議事項
第１号議案：月次収支表・貸借対照表承認の件
第２号議案：ロータリー希望の風奨学金の件
（52,000 円 52 名×1,000 円）
第３号議案：子育て支援キャラバン隊への支援の件

ロータリー財団月間
11 月 19 日（金）
例 例会 12：30～13：30
会
予 ・卓話 ロータリー財団委員会
定 副委員長 福田 哲三君

・祝福

11 月 26 日（金）
休会

12 月 3 日（金）
第 6 回理事会 11：15～

12 月 10 日（金）
例会 12：30～13：30

例会 12：30～13：30
年次総会

卓話

廣田
松本

誠 君
俊哉君

第４号議案：中部経済新聞へ新年名刺広告掲載の件
報告事項
①中日 BIZ ナビの件
②１１月２６日（金）新会員研修を入会５年度未満
を対象に開催します。
③春日井市 菊花大会のロータリークラブ会長賞が
田口剣甲様の『大輪だるま仕立て』に決まり、１１
月７日（日）に市役所１階にて表彰式が行われます。
・AED・ポケトークの寄贈が春日井市の教育行政の振
興に貢献したとして、１１月１０日（水）市役所
１２階にて表彰を受けます。
出席報告
委員長 廣瀬 清司君
会員 53 名
出席 38 名
出席率 71.0%
先々週の修正出席
出席 52 名
出席率 100%
ニコボックス報告

委員長

野間

峰彦君

○屋嘉比さんお疲れ様でした。
今日まで私がロータリーをやって
これたのは、磯野さんと屋嘉比さんの
おかげです。宇奈月温泉での夜の事は
一生忘れません。ありがとうございま
した。

成瀬 浩康君

○屋嘉比さんをしのんで
○私の三番目の夫、春日井ＲＣ４５代
会長 屋嘉比良夫さん長い間、私のわ
がままを、いつも心よく聞いてくれて
ありがとうございました。ご冥福をお
祈りいたします。

大原 泰昭君
加藤久仁明君

○昨日１１／４屋嘉比良夫君が胃ガ
ンで亡くなられ残念です。

宅間 秀順君

○屋嘉比さん残念でした。
今日は母の命日、これから墓参りに
行きます。
○宮本さんの卓話、楽しみにしており
ます。
屋嘉比さんのご逝去心よりお悔み
申し上げます。
○例会設営ご苦労様です。
卓話（ＢＩＺナビ）楽しみにしてお
ります。
○宮本編集長お忙しい中、ご苦労様で
す。

山田

治君

下田 育雄君

古屋 義夫君

近藤 太門君

○いささか左ぎみの中日新聞、右へ向 松尾 隆徳君
いたらドラゴンズは前に進むのでは。
○中日新聞、宮本様の卓話を楽しみに
しています。

大西 信之君

○宮本さんの卓話楽しみです。
○卓話を楽しみにしています。
○卓話を楽しみにしています。
○卓話を楽しみにしています。
○ワイフへの誕生日のお花ありがと
うございました。
○妻へのプレゼントありがとうござ
います。

和田
川瀬
芝田
加藤
速水

○昨日、双子の孫娘が無事生まれまし
た。

青山 博徳君

了司君
治通君
貴之君
茂君
敬志君

下別府正樹君

○皆様よろしく
○いつも有難うございます。
○皆さまありがとうございます。
岩村 幸正君
梅村
守君
岡本 博貴君
加藤 宗生君
北
健司君
清水
勲君
峠 テル子君
中澤
一君
早川 八郎君
長谷川智幸君
菱川 一馬君
三上
努君

伊藤
大橋

正之君
省吾君

小柳出和文君
風岡 明憲君
社本 太郎君
野間 峰彦君
廣瀬 清司君
村瀬 昌史君

○ご協力ありがとうございます。
ニコボックス委員会
卓話
中日ＢＩＺナビ編集長
宮本 隆彦様
記者に「刺さる」リリースをつくるには、まず記者
やメディアを知ることが大事です。
一般にメディアの記者は中立、公平な立場から公益
に資する記事を書いていると自負しており、記事を
広告代わりにされることを嫌います。宣伝に利用し
てやろうとの意図をかぎ取ると、あえて記事の扱い
を小さくするようなこともあります。効果的なパブ
リシティーには、記者の仕事を理解し、尊重する姿
勢が大切です。
メディアを知ることも必要です。記事掲載を目指す
媒体には、どんな記事や番組があるのか。よく研究
する必要があります。対象の媒体に触れもせずに記
事に取り上げてもらおうというのはムシが良すぎま
す。
リリースは「見出し」が勝負です。リリースを仕分
けする経済部や社会部のデスクは一件当たりほんの
数秒で判断しています。ちらっと見出しを見て引っ
かかったものだけが取材候補になるのです。見出し
でいかに引きつけるかが勝負になります。
提供の仕方を工夫することも大事です。鉄板のやり
方として「時事的な話題×載せたい情報」というも
のがあります。クリスマスなどの季節行事にこと寄
せて自社製品をアピールする手法です。ラグビーワ
ールドカップ日本大会の際「や台ずし」が日本代表
のユニホームの配色に似たエビのすしをラグビー盛
りと称して売り出し、中日新聞の記事になりました。
時事的な話題で記事を書きたいと思っている記者の
ニーズにうまくはまる形で情報を提供できれば、記
事化のハードルはぐっと下がると思います。
最後に最も効果的なのは記者と仲良しになること
です。記事の署名から自分が住む地域や業界を担当
する記者の名前を把握し、直接電話をかけてリリー
スを売り込んでみてはいかがでしょうか。最初から
うまく行くことはまずないでしょう。
「それをできた
ら苦労しないよ」という声も聞こえてきそうです。
でも、面白いネタがほしいとか、デスクに割り当て
られたコメント取材が面倒だとか、記者の側もさま
ざまな課題や困りごとを抱えて仕事をしています。
そういった課題の解決を手伝ってあげることができ
れば、つまり面白いニュースを提供したり、コメン
ト取材の適切な対象者を紹介してあげたりすれば、
記者もきっと恩義を感じるはずです。それが皆さん

が提供するリリースへの姿勢を変えさせることにつ
ながります。

会長挨拶

米山奨学金授与

委員会報告

成瀬 浩康君

米山奨学生

顧

出席委員会 廣瀬

委員会報告 ニコボックス

彬楠様

清司君

委員会報告

菱川

一馬君

会報・広報・IT・記録保存委員会
委員長 下田 育雄君

中日新聞社 編集局経済部 中日 BIZ ナビ
編集長
宮本 隆彦様

幹事報告 幹事 大原 泰昭君

2021 年 11 月 7 日
第 2760 地区・地区大会

第 62 回春日井市菊花大会
春日井ロータリークラブ 会長賞

