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■会長報告 讃岐　武史 会長
　皆さんこんにちは。先週の1週間、この24日

の日曜日まで、アメリカのサンディエゴで今

年度の国際協議会が開催され、当地区の駒形

ガバナーエレクトも参加されて、無事帰国し

たそうです。その国際協議会にて次年度のRI会長、ジョンF

ジャーム氏から次年度のRIテーマ『人類に奉仕するロータ

リー』が発表されました。ジャーム会長エレクトは、ロータ

リー創始者ポール・ハリスが「人生の最大の目的は人類に奉

仕すること」と信じていたことに触れ、ロータリーの一員で

あることはそのための「大きな機会」であり、「ロータリーを

通じて社会に貢献する大きな機会、人類へのロータリー奉

仕を通じてより良い世界を築く機会なのです」と述べてい

ます。そして世界中のロータリー会員はさまざまな奉仕活

動にあたっていますが、その中でも特に重要なのがポリオ

の撲滅であると強調し、ポリオ撲滅でロータリーが果たし

た役割についてクラブと地域社会で情報を広げるよう呼び

かけました。ジャーム会長エレクトは「社会貢献をしたい人

たちが、ロータリー入会こそが世界を変える方法だと考え

るようにすること。そのためには、クラブにその機会を提供

する用意がなければならないのです」と問いかけています。

　ポリオの常在国はアフガニスタンとパキスタンのわずか

2カ国。ポリオが撲滅されれば、人類史上撲滅された病とし

ては天然痘に続き2番目となります。それを来年度中に達成

したいとも強く意思表明されています。

■プログラム「広報をスロウ」 広報委員会
・高原　　淳 会員

0 94
（名）

出席者数 60名

メークアップ 19名

欠席者15名出席
報告

1月13日例会　会員総数94名（内免除会員5名）

月刊しゅん
・1998年創刊 
・12.6万部発行 
・フリーマガジン 
・十勝全域配布

ぺこぐぅ
・2014年創刊 
・3万部発行 
・フリーマガジン 
・十勝管内幼稚園、保育所、
託児所、スーパー、その他公
共施設等に設置

プラットフォームとオウンドメディア
を活用した自社の効果的PR法

ソーゴー印刷株式会社 
高原　淳

帯広ロータリークラブ例会 
2016.1.27

northern style  
スロウ

・2004年創刊 
・道内書店、セイコーマート、
カフェ（約200店）、道外大型
書店にて販売 
・905円

スロウ十勝
・2012年創刊 
・道内書店、セイコーマート、
カフェ（約200店）、道外大型
書店にて販売 
・905円

keran keran
・2010年創刊 
・道内書店、セイコーマート、
一部セブンイレブン、道外大型
書店にて販売 
・1,008円

十勝版 釧路版

経営者の悩み

２．お金の悩み（商品力、販売力、市場の縮小･･･）

アウターブランディング

１．人の悩み（社風、定着率、求人、採用･･･）

インナーブランディング

ソーゴー印刷社内報

月1回発行 
A4・6ページ 
社外秘（一応）

提案１　プラットフォームの活用

Google、楽天、Facebook、LINE、Tポイント、おサイフケータイ･･･

ITや電子媒体が思い浮かびますが･･･

月刊しゅんは紙媒体のプラットフォーム

プラットフォーム 
　　　＝他社が提供する製品・サービス・情報と一緒になって、 
　　　　初めて価値を持つ製品・サービスを提供するビジネス

広告プラットフォームの特徴

一社単独で広告を出すと 
お金がかかる

広告費が少ないと 
効果も小さい

数社で費用を分担すれば、 
インパクトのある広告となる

企業展示会　【イベント BtoB】

北海道中小企業家同友会とかち支部設立40周年記念 
企業展示会「十勝の企業力2016」

日時　2月12日（金）10時～18時 
場所　とかちプラザ

見込客の獲得、ジョイントビジネス、 
顧客に対する商品情報の周知、自社の 
企業イメージアップなどを目的に行う 
企業展示会

自社単独のイベントより集客が期待できる

プラットフォーム 
事例２

スロウ村の仲間たち　【イベント BtoC】
2015年10月11～12日、 
「十勝まきばの家」にて開催

出展者数　60店 
来場者数　約6,000人

集客には、月刊しゅん、スロウ、 
DM、FBなどを使用

しかし、一番効果的だったのは･･･

各出展者が自らの顧客に声をかけること

プラットフォーム 
事例３

スロウな旅 北海道
・2015年5月創刊 
・道内書店、セイコーマート、
カフェ（約200店）、道外大型
書店にて販売 
・1000円

インナーブランディング

インナーブランディング 
　　　＝社員に企業ブランドの価値や目指す姿を理解させる啓蒙活動

１．社風の改善 

２．人材育成、教育 

３．社内広報活動（社内報、表彰制度など）

アウターブランディング

アウターブランディング 
　　　＝消費者などに対して自社のブランド価値を啓蒙すること

１．商品・サービスの質→大前提 

２．広告 

３．広報

２、３はいずれもコストがかかる 費用対効果の高い方法はないか？

月刊しゅん　【フリーマガジン】

一号あたり、 
300～500の広告が 

載っている広告プラットフォーム

プラットフォーム 
事例1

フリーマガジンを起点にした展開

リピーター

月刊しゅん広告①知ってもらう第一歩は 
全戸配布型の紙媒体が一番

動画 小冊子 パンフ カタログ メルマガ SNS
③商品特性、顧客特性に応じて 
媒体を使い分ける

イベント 無料会員 トライアル
④見込客との距離を縮める 
ツールを活用

HP ②高額商品、説明を要する 
商品はHPに誘導するAR QR

出展の申し込み 
まだ間に合います！

申し込み先 
中小企業家同友会とかち支部

ワークワークとかち　【移住＆就職情報誌】
2015年10月発行 
A4・188ページ・オールカラー 
掲載企業　60社

十勝へのUIJターン希望者のための情報誌 
◎配布先 
・UIJターンフェア 
・道外の大学 
・合同企業説明会 
・HPからPDFのダウンロード可能

3月26日（土）、 
移住交流ガーデン（東京駅八重洲口）にて 
ワークワークとかちフェア（仮称）開催

プラットフォーム 
事例４



　　　 帯広東RC、2月16日（火）の繰下げ例会と致します。

　　　 帯広北RC、2月19日（金）の繰上げ例会と致します。

　　　 帯広RC、2月24日（水）の繰上げ例会と致します。

② 帯広西RC、2月11日（木）の例会は、祝日のため休会と致

します。

③帯広北RC、創立記念例会開催のご案内（夜間例会）

　日　時　2月12日（金）午後6時30分

　場　所　ホテル日航ノースランド帯広

④帯広西RC、創立記念例会開催のご案内（夜間例会）

　日　時　2月25日（木）午後6時30分

　場　所　北海道ホテル

■RI新入会員紹介表彰
　倉野　　賢 会員

■委員会報告 （各委員会）
・ニコニコ献金 （親睦活動委員会）
眞鍋　智紀 会員
　喜寿のお祝いありがとうございました。11月迄少し早い

けどニコニコさせて頂きました。

合田　　修 会員
　4番テーブル全員出席です。こんな時に限って、私がテー

ブルマスターです。

高原　　淳 会員
　本日、卓話をさせて頂きます。

・出席報告 （出席委員会）
1/27例会の報告

会員総数94名　内免除会員5名　出席者数66名

1/13例会の報告

メークアップを含む出席者数79名　出席率85.9%

　

■次週のプログラム予定
2月3日（水）「自分たちの会社の仕事とロータリー奉仕活動」

 奥原　　宏 元会長（ロータリー情報・記録保存委員会）

例会日 /水曜日 12:30 ～ 13:30　　例会会場 /ホテル日航ノースランド帯広　TEL0155-24-1234
●創立 /昭和 10年 3月 15日　●認証番号 /3820　●戦後再開 /昭和 25年 12月 19日
●事務局 /帯広市西 3条南 9丁目 経済センタービル 4F　TEL0155-25-7347  FAX0155-28-6033
●発行 /クラブ広報
●委員長 /小林　義幸・副委員長 /工藤　　稔
　委　員 /髙橋　猛文・和田　賢二・高原　　淳・神山恵美子・渡部　　聡・加藤　健吾
●ホームページアドレス /http://www.obihiro-rc.jp

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

■会務報告 小沢　昌博 幹事
①帯広5RC・芽室RC・音更RC、7RC合同例会開催のご案内

　日　時　2月18日（木）午後0時集合

　場　所　北海道ホテル

　講　師　佐藤和孝氏（ジャパンプレス 代表）

　～スケジュール予定～

　・12：00　　会　食　　　12：40　　講　演

　・12：30　　例　会　　　13：30　　終　了

　※尚、帯広南RC、2月15日（月）の繰下げ例会と致します。

2016-2017年版 
5月頃、掲載企業募集開始！

申し込み先 
帯広地域雇用創出促進協議会

ソーゴー印刷　社外報

ほぼ月刊 
140×148ミリ 
12ページ

オウンドメディア 
事例１

月刊しゅんニュースレター

A5・両面モノクロ 
印刷はオルフィス

オウンドメディア 
事例３

しゅんクライアント 
向けニュースレター

まとめ

人口減少 
グローバル化 
第四次情報革命 
第四次産業革命

大競争時代

①プラットフォーム 
を活用する、自ら作る

②オウンドメディア 
（自前の媒体）を持つ

プラットフォームとオウンドメディアを活用して 
自ら情報発信すると、情報と人が集まってくる

オウンドメディア 
　　　＝企業が伝えたい情報をユーザー目線に合わせて発信するメディア。 
　　　　広報誌、小冊子、web（特にブログ形式のもの）、セミナーなど、 
　　　　さまざまなものが含まれる

１．自社の理念をイメージ通りに伝えることができる 

２．量的制約、表現上の制約が少ない 

３．広告を補完し、効果を高める 

４．ユーザー視点に立った記事で、共感を広げる

提案2　オウンドメディアを持つ（広報）

くなまが通信
A4・両面モノクロ 
印刷はオルフィス 
!

スロウ定期購読者 
向けニュースレター

オウンドメディア 
事例２

webサイトの活用

「スロウな旅北海道」のHPでは、 
本の紹介ではなく「旅そのもの」を情報発信している 
→商品の販売ではなく、「考え方を伝えること」が目的

オウンドメディア 
事例４

◎高原淳写真的業務日誌（ブログ）→毎日更新中！ 

              http://sogopt.exblog.jp/ 

◎ご質問・ご意見・お問い合わせ等 

              a-takahara@sogo-printing.com 
!

◎ソーゴー印刷の各種情報 

ソーゴー印刷　　　　　 　　  http://www.sogo-printing.com 

月刊しゅん　　　　　　　　 　http://shun.tv 

クナウマガジン（スロウ）  　http://www.n-slow.com 

スロウな旅北海道　　　　　　 http://n-slow-travel.com 

しゅんプラス    　     　http://shun-plus.com 

ぺこぐぅ　　　　      　http://pekogoo.com


