
変革を！
ロータリーを通じて奉仕(プレゼント)を！

2015 - 2016 年度 第2660地区のテーマ

未来に向けて！
そして楽しもう ロータリーを！

2015 - 2016 年度 大阪中之島RCのテーマ
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会員増強・新クラブ結成推進月間

本日のプログラム

月間テーマ（8月）

第1072回（本年度 第7回）例会

次回 8/27 のお知らせ
♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　VTT委員会卓話
　栗山 博通 委員長

♬SONG : 「浜辺の歌」
●卓話　私が感じた日本文化
　講師　司馬 桜子 様
　犬飼 直之 会員
■第3回9月度理事会
　13：40～  サファイアルーム

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

皆さんこんにちは

本日は、松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐　エレクトがお見えです。
ようこそお越しいただきました。例会終了後のクラブ協議会にもご出
席いただく予定となっています。よろしくお願いします。

そして、徳島ロータリー クラブの西野様、大阪天満橋ロータリークラ
ブの中村様、大阪天満橋ロータリークラブの御木様、ゲストの坂本様、
米山奨学生の楊様　ようこそお越しいただきありがとうございます。
どうぞごゆっくりお過ごしください。



2014-15年度第1071回（第6回例会）
幹事報告 (8/6)

幹事  檜皮 悦子

■8月6日（木）松川ガバナー補佐・郡ガバナー補佐エレ
クトがお越しいただいております。
　又、今月は会員増強・新クラブ結成推進月間になって
おります。辻義光委員長宜しくお願いいたします。
　特別月間（8月）名称変更が連絡あり会員増強・拡大
月間⇒会員増強・新クラブ結成推進月間になりました。
　続いて13：45より第一回協議会が開催されます。

■8月8日（土）クラブ国際奉仕委員長会議が13：30より
薬業年金会館で開催されます。辻一夫国際奉仕委員
長宜しくお願いいたします。
　委員会に於きまして高島PDGが、わがクラブが取り組
んでおりますVTTについてお話しされます。

■8月13日（木）休会になっております。

■8月20日（木）11：00よりクラブ戦略計画委員会が開
催されます。
　13：45より第3回理事会が開催されます。理事役員の
皆さまご出席宜しくお願いいたします。
　同日18：30より社会・青少年奉仕委員会・国際奉仕
委員会の合同委員会がホテルニューオータニにて開
催いたします。

今月は、会員増強・拡大月間であります。先週名称変
更につきまして幹事の方から報告させて頂きました
ように、名称も会員増強・新クラブ結成推進月間に変
更されています。

分かりやすくするためのものだと思いますが、本年度
も昨年以上に会員増強につとめていただきたいと思
います。

また、今日は初例会の時の会長の活動方針でお話さ
せていただきましたように、ミリオンダラーミールの
日となっています。軽食とさせていただきました差額
が日本のそして国外の苦しんでいる人たちや助けを
求めている人たちへの奉仕資金となります。その思
いを抱きながら食事をしていただければ幸いでござ
います。

本日の会長の時間は、引き続き「奉仕の一世紀」―国
際ロータリー物語―をご紹介したいと思っています
が、時間の関係上週報の中に資料を各自お読みいた
だくことで省略させていただきます。ソングの生い立
ち、最初のロータリー綱領、そして社会奉仕の父と言
われたドナルド・カーター氏の登場で公共奉仕の理
念が生まれたことなど、非常に興味深いところであり
ますので、是非お読みいただければと思っています。

以上で会長の時間を終わります。ありがとうございま
した。

ちらし寿司　吸い物

本日のメニュー

金森 市造会員 ご入会おめでとうございます

ようこそ
! 中之島ロータリークラブへ

■8月22日（土）第一回クラブ社会奉仕委員長会議が薬
業年金会館にて9：30より開催されます。安達社会・青
少年奉仕委員長宜しくお願いいたします。

■8月27日（木）は、木村眞敏会員の卓話が、高島PDG
のVTTについての卓話に変更されました。

■8月29日（土）地区財団セミナーが13：30よりYMCA
にて開催されます。吉田財団委員長宜しくお願いいた
します。



会員増強・維持委員会卓話

辻 義光 委員長

2660地区の1996年当時、会員数は最大で約5,700名
でしたが、2000年4,980名、2015年3月現在3,657名と
激減しています。
しかし世界的には2000年6月118万名、2015年3月
123万名と増加傾向にあります。
会員減少の要因としては
1. メンバーの高齢化、病気、死亡。
2. 家族の介護、家庭事情。
3. 経営環境の悪化。（経済不況、地域の過疎化）
4. 会費その他の経費負担。
5. ロータリーそれ自体の問題。
・会員同士の親睦欠如、会員間の派閥
・クラブ例会の魅力低下
・奉仕プロジェクトに興味を感じない
・ロータリーの情報発信不足

などが考えられます。
また女性会員が世界平均で19.92％を占めていますが、
日本平均5.34％、2660地区では7％といった現状です。
日本の女性経営者比率が全国平均11.1％ありますが、
日本の女性ロータリアン比率はその半分もありません。
会員増強には奇策・秘策はないと言われています。
現在2660地区で行われている増強プログラムは
1. クラブ全員で取り組む。
2. 元会員へのアプローチ。
3. 情報交換・勧誘のためのチーム行動。
4. パンフレットなどの資料作成。
5. 死亡・高齢による退会者の後継者（子供）の勧誘。
6. 新入会員による推薦・紹介。
7. 未充填の職業分類を重点的に。

を中心に実施されています。
今年度大阪中之島RCの会員増強・維持委員会は増員5
名、退会者0を目標としています。
上記の増強プログラムを実践することで目標達成を実
現いたします。
下記は「2015-16年度のための会員拡大増強セミ
ナー」で多数増員に成功したクラブの活動報告です。

1. 大阪西RC
2014年75名、2015年88名　増員15名、退会者2名。
現在58周年、2年後の2017年60周年に100名の会
員が目標。
会員増強のために実行した事柄。
（1）メンバーズスカウティングユニットの運用

会員3名を1ユニットとして10ユニットを構成。
その10組で毎月リーダーを決め、増強対策を検
討、実施した。

（2）公開例会の実施
半期に一度不定期に有名人による公開卓話を
行った。

（3）入会後のフォロー
新入会員同士による集まりで親睦を深めた。
若年会を催した。

2. 池田くれはRC
2014年29名、2015年38名　増員11名、2名退会。
昨年8月の拡大増強月間の地区セミナーにおいて増
員に成功された大阪フレンドRCの会員増強活動を実
践した。
会長が増員のための特別プロジェクト委員会を立ち
上げ、会員候補者20名ほどをJC、RAC、仕事関係から
リストアップ、毎回例会終了後勧誘のための活動を検
討、実施した。その結果RAC1名、池田JC2名、他JC5
名、元ロータリアン3名の増員となった。

3. 東大阪東RC
2014年55名、2015年65名　10名増員。
例会終了後、若いメンバーリーダーの呼びかけでお
茶会を行い、友人紹介を地道に行った。現在平均年
齢が毎年1歳若くなっている。

4. 大阪北梅田RC
12名増員。
会長が一人づつ丁寧に入会を勧め、将来のため一回
り下の増員に注力した結果、8名は平均年齢43歳と
なった。会長面談でロータリアンとしてふさわしくな
い品格と判断、3名は拒絶した。

5. 大阪平野RC
2014年29名、2015年38名　9名増員。
ロータリーフォーラムに誘う。会長が若いロータリア
ンと例会終了後、お茶などで増員のための話をする。

大阪四条畷RCの今後の活動。
37周年の歴史がある当クラブの会員数は今年度12
名から現在3名に減少しましたが、クラブを解散せず
20名増員を目標に3人力を合わせ継続活動を行って
いきます。

大阪中之島RCの会員の皆様、今年度会員増強よろしく
お願いいたします。



グローバル補助金による貧困家庭支援事業の第一回視察報告 グローバル補助金委員会

先日開校式を終えました、GG補助金による貧困家庭生
徒の個別教育指導支援事業の第一回視察書が共同提
唱クラブ台北福齢RCより報告されました。

生徒たちの95％出席率、生徒保護者達の協力、参加生

第1回 クラブ国際奉仕委員長会議 国際奉仕委員会 委員長　辻 一夫

徒の増加などが報告され、難しいプロジェクトですが、
問題なく教育指導が実施されているようです。

大阪中之島RCも主たる提唱クラブとして10～11月頃
視察に訪問する予定です。

去る8月8日（土）、大阪市中央区の薬業年金会館におい
て「第1回クラブ国際奉仕委員長会議」が開催されました。

特に、地区補助金やグローバル補助金の活用について
指針が示され、幅広い活用を促進するよう、地区ロータ
リー財団からお話がありました。

平成6年 留学来日。（阪神震災1ヶ月前）

平成8年 大阪府立大学大学院経済研究科博士
 前期学位取得、修了

平成12年 大阪大学大学院文化研究科博士後期
 単位取得、修了

平成14年 8月30日（市長から送付入籍）帰化

私は元第2660地区で最も新しい86番目のクラブと
して平成19年10月、創設された関西初の新世代ク
ラブ「大阪ネクストロータリークラブ」の最初の会員。

（大阪ネクストロータリークラブは、ロータリークラブ
に若い世代をというパストガバナー（地区内の唯一
の管理役員であるガバナー経験者）の肝いりで、新

世代クラブとして生まれた。）

私は満族といわれた中国・清朝の皇族親族の出身
です。内モンゴルで生まれ育った私ですが、何らかの
形で日本とつながっています。近代日本がモンゴル
に与えた“坂の上の雲”は、今もモンゴルの草原の上
を飛んでいます。

大阪外国語学校の蒙古語科出身の司馬遼太郎の
「西域をゆき」本を読んだことで、日本と縁を感じて
います。

私は今、都市・景観設計（ランドスケープ・外構・造
園・緑地・都市計画・景観等に関する調査・計画・設
計・工事監理を、史跡整備等歴史文化遺産の調査、
保存・活用計画の実績多数の）コンサルタント会社
に勤めています。

司馬 桜子（しば ようこ）氏のプロフィール

本日の卓話
私が感じた日本文化

我クラブからは、VTTベトナム支援について関西医科大
学 朝子 幹也准教授、高島PDGの説明があり、参加者か
らは、興味深いプロジェクトだとの声が聞かれました。

なお、当クラブの出席者は高島、村橋、栗山、檜皮、辻会
員でした。



▲お誕生日のお祝い：左より杉村 雅之会員・梅原 一樹会員・嶽下 勇治会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より木村 佳弘会員・嶽下 勇治会長

みんなさん、こんにちは。

いつもお世話になっております。ありがとうございます。

夏休みは先々週から始めました。兄弟も遊びに来まし
た。あちらこちら案内してたくさんのところへ行きまし
た。中には最も面白かったのは祇園祭りと天神祭です。
特に天神祭は大勢の人が集まり、大変にぎわうです。陸
渡御と船渡御は規模が大きくてすばらしいと感じまし
た。夏休みにまたたくさんの日本の伝統的な文化に触
れたいと思います。

遊びだけでなく勉強もしっかりしたいです。日本語はも
ちろん、英語や専門科目も勉強始めました。ある科目は
台湾で習いましたが、日本語で説明まだできませんか
ら、日本語で書いた本を勉強しなけれなりません。

実は今まだ1つ人生の課題を学んでいます。大切な友達
は病気で亡くなりました。いつも連絡できる友人はこれ
から連絡できない方になったのはなかなか信じられま

米山奨学生 米山奨学生　楊 宜　（ヨウ ギセン）

せん。大変お世話になったのに恩返しできないのはとて
も残念だと思います。心の痛みは言葉で表せません。し
かし、わたしに対して彼女の希望はわたしが恐れず、前
へ進み続けます。ですから、わたしは絶対その応援を答
えて、勇気を持って、頑張ります。

ありがとうございます。

杉村会員が第１回米山功労者（１０万円以上）の
表彰を受けました

Congratulations!

高島会員が第11回米山功労者（１１０万以上）の
表彰を受けました



●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 5名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 1名
出席者 20名 外国ゲスト 1名
欠席者 11名

出席率 64.51%
7月16日の修正出席率 93.33%

ニコニコBOX6
8

嶽下：松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐エレクトよ
うこそお越しいただきました。有難うございます。

下岡：金森さん、ようこそ！

檜皮：松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐エレクトよ
うこそお越しいただきました。
金森会員、ご活躍を期待しております。

井戸本：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

福田：ニコニコ

犬飼：松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐エレクトよ
うこそお越しいただきました。ニコニコ

高島：松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐エレクトご
苦労様です。
金森さん、大阪中之島へ入会有難うございます。

金森：入会を認めていただき、有難うございます。よろ
しくお願いします。

村上：ニコニコ

永井：松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐エレクトよ
うこそお越しいただきました。有難うございます。

木村（佳）：ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

戸田：松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐エレクトお
疲れ様です。

杉村：松川AG、郡AGEようこそおいでくださいました。

井本：ニコニコ

大阪天満橋RC　中村様　御木様：
ロータリーデーのご案内に参りました。多数の
ご参加、よろしくお願いします。

本日合計 : ￥48,000
累　計 : ￥318,000

●メイクアップ
木村 佳弘   7 月11日 全国甲子園野球大会
杉村 雅之   7 月11日 全国甲子園野球大会
高島 凱夫   7 月18日 米山カウンセラー研修会

●本日のビジター
新大阪RC ガバナー補佐　松川 雅典 様
大阪天満橋RC
 ガバナー補佐エレクト　郡　 悦清 様
徳島RC 西野 武明 様
大阪天満橋RC 中村 健輔 様
大阪天満橋RC 御木 　威 様

●本日のゲスト
北村会員ご紹介 坂本 　恵 様
米山奨学生 楊　 宜　 様

松川ガバナー補佐と郡ガバナー補佐エレクトが
お見えになりました。

大阪天満橋RCより中村 健輔 様と御木 威 様が
お見えになりました。


