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第 1141 回例会報告                             4 月  26 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  5月   10日（水） 次週予告  5月  17日（水） 

◎ソング 「君が代」「奉仕の理想」 

              野木 久子 会員  

◎プログラム クラブ協議会 

              地区研修・協議会報告         

◎ソング 「四つのテスト」 

            田辺 朱希美 会員 

◎プログラム  

宝塚演奏家連盟コンサート（第６回）            

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 世界の指導者でSNS（Social Networking Service）

を最も活用しているのは誰か？ 最新の調査によ

ると、インドのモディ首相が断トツだったことが

わかりました。SNS といえばアメリカのトランプ

大統領と思いきや…この結果です。 

なぜでしょうか。専門家は、人口の多さに加え、

巧みな発信戦略があると指摘します。 

アメリカの PR会社が 2017年 4月に発表した調

査結果によると、世界で SNS のフォロワー数が最

も多い政治家は、米国のトランプ大統領ではなく、

インドのモディ首相でした。モディ首相のフェイ

スブックのフォロワーは 4000万人で、トランプ大

統領の 2000万人の約 2倍あります。 

インスタグラムのフォロワーも、モディ首相は

680 万で、トランプ大統領の 630 万を上回ってい

ます。3 位はローマ法王フランシスコの 370 万。

以下、ホワイトハウスのオフィシャル・アカウン

ト、インドネシアのジョコ大統領と続きます。 

ツイッターでは、モディ首相が 2900万フォロワー

で、こちらもトランプ大統領の 2800万を超えてい

ます。 

さらに、中国版ツイッターの微博（weibo）にも

モディ首相はアカウントを持っていて、17万近く

のフォロワーに中国語で発信しています。 

デジタルマーケティングの専門家は「モディ首

相は世界で最も優秀な政治コミュニケーターの一

人で、インドの 13億人にメッセージを伝えるため

効率的にソーシャルメディアを使っている」と評

価します。 

モディ首相は SNS 発信用に自分で専用のアプリ

を開発。SNSだけでなく、ラジオ番組「Mann Ki Baat」

（「私の心から話す」）にも毎月、出演しているそ

うです。 

ウォールストリート・ジャーナルは、モディ首

相のインド人民党（BJP）は、選挙の時からデジタ

ルキャンペーンに力を入れていたと伝えています。 

「online volunteers（オンラインボランティア）」

と呼ばれる若者たちが、選挙後も SNS で応援を続

けているそうです。

 

  R.I.会長テーマ 

   “人類に奉仕するロータリー” 

      会長 ジョン F. ジャーム 

●創 立 平成 5年 4月 10日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  ●例会場 宝塚ホテル 

●新事務所  〒665-0845  宝塚市栄町１丁目１７－８－２  

●電 話 0797-83-1110  FAX  0797-83-1110 

●会 長 山本 章太郎  ●幹事 芝池 巌  ●会報委員長 前田 正明 
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「オンラインボランティア」は、モディ首相の講

演をテキスト中継したり、オンラインビデオも作

ります。モディ首相が発信する政策についてのツ

イートをリツイートしたり、コメントを投稿した

りして、注目が集まるようにしています。 

 人口が 13億のインドで、ネットユーザーは、ま

だ 4分の 1程度ですが、利用者は急速に伸びてい

ます。フェイスブックによると、利用者数（2016

年末現在）はアメリカ 2.09億人、インド 1.4億人

となっています。ちなみに日本は 2700万人です。 

「インドの若者たちに新しい技術への興味関心

が高い。またインドでも通信速度の早い回線 4Gが

普及すれば、今後の 5 年間でネットユーザーが 4

億人から 10億人に達する」と予測しています。 

 世界の指導者の中で、モディ首相の SNS にはど

んな特徴があるのでしょうか。 

 2015年 1月にモディ首相がオバマ大統領（当時）

を出迎える写真を投稿した時、1時間で 70万の『い

いね』がつき、2 万のコメントが寄せられたそう

です。コメントには、「モディ首相大好き」、「最大

の民主主義国家と最強の民主主義国家が友人だ」

「パキスタンはどう見ているだろう」「 Mark 

Zuckerbergさんも『いいね』しているね」など様々

な感想が寄せられています。 

 インドの若者は政治に大きな関心を持っている

ことがわかりますね。 

 

 今回の本は「キレる女懲りない男」ちくま新書 

黒川伊保子著 です。難しい内容を想像していま

したが、平易な文章でとても読みやすく書かれて

います。 

 些細なひと言に突然キレる。昔のことを蒸し返

す。とりとめもなく関係ない話をする。思い込み

が激しい。根拠なしに「絶対これがいい」と断言

する。まったく女は厄介だと男性は思っています。  

 確かに女性脳は厄介ですが、それゆえに潜在能

力を秘め、扱い方を間違わなければ、強い味方に

なって奇跡をも起こすことがあります(間違えれ

ば敵になる!)。本書では、男女脳の違いをつぶさ

に解きながら、わかりあうための処方箋を示して

います。 

 恋愛にも役立ち、夫婦の老後の備えともなる究

極の男女脳取扱説明書です。 

 

 

講師卓話 

    柏原ロータリークラブ会長 坂東隆弘様 

 

（原稿は次号掲載予定） 

 

前田会員（公共イメージ委員会）より 

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER VOL10  

（4月号）コーディネーター ＮＥＷＳ 

■Rotaryって何？ 

この問いをロータリアン各人に資すと、おそらく

100 人 100様でしょう。これでは、世間の方々に

ロータリーを理解していただく事は出来ないでし

ょう。 

◯先ずはクラブでこの事を話し合ってみましょう。 

◯何を説明するか？つまり何を話題にするのか？

を考えましょう。 

◯説明する言葉（文字数）は、少なければ少ない

程良いでしょう。 

という記事がありました 

 

草野会員からのご意見 

1.ウキウキドキドキ 楽しい例会 

2.世界を駆ける奉仕活動 

3.笑顔で学ぶ 人生道場 

4.仕事場や我が町つなぐ絆の輪 

5.バラエティ豊かに楽しむ親睦の日々 

6.ついに見つけた まことの友情 

7.明日に架ける虹のかけ橋 

 

皆様のご意見いかがですか 

 

プログラム 
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○石原 正裕 君 

坂東会長、本日はよろしくお願いいたします。 

 

○木本 玲子 君 

柏原ロータリークラブ会長 坂東隆弘様、本日は

雨の中お越し頂きまして大変有り難うございます。 

卓話を有り難うございます。 

 

○小山 一子 君 

柏原 RC会長 坂東隆弘様 ようこそ。優秀な後輩

（県立柏原高校）を誇らしく思います。本日よろ

しくお願いいたします。にこにこ！ 

 

○草野 旦 君 

今年は何となく桜の季節が終わってしましました。

気付くと葉桜です。暑かったり寒かったり変な桜

の季節でした。 

 

○前田 正明 君 

坂東様、本日はお忙しいところありがとうござい

ます。よろしくお願い致します。 

 

○芝池 巌 君 

4月 24日サンテレビ「賢者の選択」の番組に出演

しました。YouTubeでも公開していますので、見

られなかった方は「三宝音楽 芝池 巌」で検索

すれば見ることができます。 

 
本日のニコニコ   23,000円 
本日までの合計  927,820円 
 

 

 

□ソング 

「Be a Rotarian」  

                          馬場 和代 会員 

□お客様 

坂東 隆弘 様（柏原ロータリークラブ会長） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 2 31 23  74.19 

前々回 

4/12 
33 2 31 26 3 93.55 

 

□幹事報告 

来る 4月 29日（土）は地区研修・協議会です。 

担当の役員は参加をお願いします。 

次回例会で発表して頂きます。 

 

芝池会員が出演している動画です。 

（スマホで QRコードを読んでください） 

 

******** ☆☆5月のお祝い☆☆ ******** 

会員誕生日  

13日 橋本 有輝 会員  17日 谷口 敏彦 会員  

奥様（ご主人様）誕生日  

4日 前田 久美子 様  

結婚記念日 

1日 堀 弘二・典子様  

************************************* 
 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

週間報告 

 今週の本 

「キレる女 懲りない男」 ちくま新書  

黒川伊保子著 

 

 

 


