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2016年7月28日
第1116回（本年度 第4回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

大阪アーバンロータリークラブ 山田様、横尾様、ようこそお越し下さ
いました。

5月26日の移動例会では、山田晒染工業様に大勢がお世話になり、
心のこもった手作りのご応対を頂き有難うございました。

本日は、秋のRYLAホストクラブのご代表として、お越し下さいました。

例会後半は、クラブ奉仕委員会クラブフォーラムです、西田委員長、
宜しくお願いします。

今日は、クラブ理事会について、簡単にお話させて頂きます。

本日のプログラム

次回 8/4 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　小委員会委員長活動方針
　高島 SAA
　木村 会計
　井戸本 例会運営小委員長
　檜皮 会員増強・維持小委員長
　辻一夫 親睦活動小委員長
　山本 会員研修小委員長

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会員増強・維持委員会卓話
　檜皮 悦子 委員長
■郡 悦清ガバナー補佐及び
　中嶋ガバナー補佐エレクト訪問日
　ガバナー補佐との懇談会
　　11：30～　寿の間
■第1回クラブ協議会
　13：40～　サファイアルーム



毎月第二週の例会後に翌月度の理事会として開催さ
れます、クラブ理事会は、クラブの最高決定機関であ
り、理事会と理事メンバーは、クラブの運営について
責任を担っています。

クラブと会員の皆様にとって必要、且つ、最適な承認
事項は、検討を重ね実行していきたいと考えています。

今後は、第三週の会長の時間では、理事会において
承認された事項の要点を手短に説明させて頂きます。

・ホームページ更新について

中之島RCの歴史や奉仕活動等を掲載し、会員増
強や公共イメージ向上のツールとして、内容と費用
のバランスを検討の上、ホームページを更新する。

・ロータリー財団100周年記念奉仕事業について

財団100周年を祝う事業の一環として、ポリオ撲
滅の為の「ワンコインボックス」を常設する。

・全会員参加の会員増強タスクチームについて

新入会員候補者の発掘促進を目的として、タスク
チームによる情報共有と進捗確認が継続的に行
えるスキーム作りを推進する。

・台北福齢RCが代表提唱クラブとなって、台北三
世代RC（台北陽明・台北百齢・台北福齢）と大阪
三世代RC（大阪天満橋・大阪大手前・大阪中之
島）の共同提唱によりグローバル補助金を活用し
て、モンゴルに救急車を寄贈するプロジェクトの
計画をクラブ国際奉仕委員会が中心となって推
進する。

以上、要点のみの説明とさせて頂きました、詳細につ
いては、逐次説明させて頂きます。

2016-17年度第1115回（第3回例会）
幹事報告 (7/21)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■7月21日（木）
クラブ奉仕委員会フォーラムです。

西田クラブ奉仕委員長宜しくお願い致します。

■7月28日（木）
小委員会活動方針の発表です。
高島SAA、木村会計、井戸本例会運営小委員長、
檜皮会員増強・維持小委員長、辻一夫親睦活動小
委員長、山本会員研修小委員長、宜しくお願い致
します。

同日、嶽下直前会長・檜皮直前幹事　慰労会
場所：淀川邸　18：00～
出席のご予定をお願い致します。

■8月4日（木）
郡ガバナー補佐及び中嶋ガバナー補佐エレクトの
訪問日です。
懇談会：太閤園4F　寿の間　11：30
村橋会長・井戸本会長エレクト・永井幹事エレクト・
高島会員・杉村幹事、出席のご予定をお願い致し
ます。
例会にはブレザー、ネクタイ着用にてお願い致します。

同日、会員増強・維持小委員会卓話がございます。
檜皮会員増強・維持小委員長、宜しくお願い致します。

例会終了後、第1回クラブ協議会を開催致します。

同日、会員研修委員会が18：00より北新地「湯木新
店」にて行われます。出席のご予定をお願いします。

■8月11日（木）
祝日のため例会は休会です。

■8月18日（木）
金森会員の卓話です。
ご準備宜しくお願い致します。
同日、第3回9月度理事会を開催致します。
理事・役員の皆様、出席のご予定をお願い致します。

地区委員会、その他の報告です。

■7月26日（火）IM6組　会長・幹事会（睦輪会）
会場：ヒルトン大阪　18：30

■7月30日（土）第1回クラブ国際奉仕委員長会議
会場：薬業年金会館　14：00
栗山国際奉仕委員長、宜しくお願い致します。

■8月27日（土）地区財団セミナー
会場：YMCA　14：00
檜皮財団ロータリ－財団担当宜しくお願い致します。

■9月7日（水）3世代クラブ有志懇親会
会場：中央電気倶楽部 B1F えれき亭　18：30
会費：7,000円

※会長・幹事・理事役員及び有志の皆様のご参加
お願い致します。



クラブ奉仕委員会 クラブフォーラム報告

クラブ奉仕委員長　西田 末彦

本日はクラブ奉仕委員会のクラブフォーラムです。皆さ

ま宜しくお願いします。

本日は3つのテーブルに分かれて「魅力あるクラブにす

るために」と言うテーマで議論して頂きたいと思います。

かと言って今現在の中之島ロータリークラブが魅力が

無いと言っているのではありません。それどころか30名

テーブルA　　発表担当者　 戸田 佳孝

ほどのクラブでガバナーを輩出し地区大会を成功させ、

前年度はベトナムにおけるVTTを成功させ地区内でも

注目される存在だと思っております。

ですがさらに地区内での中堅クラブを目指すと言う大き

な目標の為にはさらに中之島ロータリークラブを魅力

あるクラブにする必要があると思われます。

僕はロータリークラブの最大の活動は例会活動だと

思っております。毎週一回木曜日に同じ場所に集まり同

じ食事をし、同じ時間を過ごす。その時間を楽しいもの

にし、皆様方にとって有意義な時間にする事が重要だと

考えております。

今年度の村橋会長の中之島ロータリークラブのテーマ

は「Enjoy・Service」です。つまりロータリーを楽しもう、

或いはロータリーライフを楽しもうです。

皆様方にとってよりロータリーライフを楽しめる、より魅

力あるクラブにするのにはどうしたらいいのかを議論し

て頂きたいと思いますので宜しくお願いします。

魅力あるクラブにするためには

まずは大阪アーバンクラブからのビジターの方々に

「貴クラブでは魅力あるクラブにするためにどのよう

な工夫をされていますか？」と質問しました。

その回答として、

・30歳代の会員を増やしている。

・若い会員と年配の会員を積極的に話し合う機会

を作っている。

・新人でもできる人にはドンドン役を当てていく。

・その人の特性に合った役をあてていく。

・女性会員を増強し、女性会員に活発に活動する場

を与えている。

等のご意見を頂きました。

当クラブの会員からは、

・趣味で引きつける（例えば、甲子園で野球をする

のを楽しみにしている会員もいる）。

・人は責任ある立場を任されると真剣になることを

活用して、人に教えることで自分も学ぶ精神で若

い人を育てていこう。

・楽しい雰囲気の中にも規律のある例会運営です

べての会員が「来て良かった」、「今日はこんな収

穫があった」と思えるようにすべての参加者が努

力する。



魅力あるクラブにするためには

・楽しく癒される例会でありながらロータリアンとし

てのプライドは持つべきである

・若い人が入会しやすいように、親睦活動の充実、

同好会の活性化、例会後に二次会などに行くのも

良いのではないか。

・テーブルごとのミーティングの活性化をはかり、親

睦を充実させる

・会員増強を行う

などの意見が出ました。

結論といたしましては、卓話を充実させる（面白い卓

話、等身大の卓話）・自分の言葉で、自分の力量で話

テーブルB　　発表担当者　 金森 市造

［魅力あるクラブにするためには］との題目で会員同士、
意見を交わし大きく分けて①親睦・社会奉仕活動②会
員の増強③例会の運営の3項目の意見が多く、その詳
細をご報告いたします。

（親睦・社会奉仕活動）

1．親睦・社会奉仕活動の会員参加率を高める

2．登山など健康的な同好会を新設する

3．社会奉仕活動に目標を設定し会員の気持ちを
高める

テーブルC　　発表担当者　 藤本 淳司

す・卓話の活性化をはかる・新入会員には卓話の

コーチングをすることが必要ということになりました。

・「ありがとう」と言ってもらえると自分もうれしいと

いう気持ちを大切に他人奉仕することをこころが

けよう。

・まずは、例会にできるだけ出席して共に食事をする

ことで心を許し合う関係を築かなければならない。

・急速に会員を増やした結果、人間関係のこじれが

生じたクラブもあるので、その轍を踏まないように

するべきだ。

・自分が経験したことのないことが経験できるのが

うれしいのでその点を伸ばしていけば良いと思う。

・参画意識と一体感が得られるのが楽しいので、そ

の面を伸ばしていけば良いと思う。

・向上心のある人にロータリーの入会を勧めると定

着するケースが多い。

・今年の甲子園でも去年のロータリーフェスティバ

ルでも中之島RCの団結力は素晴らしかったので、

団結力を高めるようなイベントを行っていくべきだ。

このような意見がでました。



2015-16年度ＳＡＡ最終委員会 2015-16年度 SAA委員長　北村 讓

（会員の増強）

1．中之島エリアに近接する地域への広報活動

2．ライオンズクラブの広報活動を参考に

3．40～50代の会員が少なく外国と比べ日本の割
合は3％で、この年代を増強する事でクラブの原
動力となる

（例会の運営）

1．例会で会員同士、親睦を深める時間が少なく卓
話の時間（30分→20分）を短縮し、その時間を
会員同士の親睦時間とする。食事の時間が短い

との意見もあり食事の時間にもなる

2．例会の出席率を高める為、期間を区切りその期
間はメーキャップの取得を進め出席率100％を
目標とする

3．著名な方に名誉会員（年1回の例会参加でも良
い）になっていただき、その名誉会員が例会に出
席する事で会員の出席率が高まる

この他に中之島RCは規律があり雰囲気が良くなったと
のご意見もありました。

2015-16年度SAA最終委員会・第6回の委員会として、

7月21日（木）18：00より淀屋橋の「大阪倶楽部」にて嶽

下2015-16年度会長、委員9名に事務局、ピアニストを

ふくめ合計11名で開催いたしました。

1年間を振り返り、各自反省や意見交換などが積極的に

行われた後、懇親会となりました。歴史ある「大阪倶楽

部」の2階食堂において楽しく盛り上がりました。

委員会の皆様、会長を筆頭に会員の皆様の温かいご協

力、ご指導によりSAA委員会の諸事業を無事終えること

が出来ましたことを、心より感謝いたします。



ニコニコBOX

村橋：大阪アーバンロータリークラブの山田様、移動
例会では心のこもった応対を頂き有難うござ
いました。

嶽下：ニコニコ

井戸本：ニコニコ

杉村：本日も暑いです。ご自愛ください。

西田：本日のクラブ奉仕委員会のクラブフォーラムで
す。よろしくお願いします。ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：西田クラブ奉仕委員長、クラブフォーラムご苦
労様です。

金森：いよいよ真夏ですね。体調に気をつけて乗り切
りたいです。

小林：暑くなりますが体調を崩さないように

下岡：ニコニコ

村上：ニコニコ

檜皮：財団100周年奉仕事業として募金箱ONECOIN、
よろしくお願いします。

木村（眞）：ニコニコ

戸田：来週28日は東京で出張診療するので休みます。
スミマセン

坂本：ニコニコ

大阪アーバンロータリークラブ　横尾 様・山田 様：
秋のライラのインフォメーションに参りました。
宜しくお願い申し上げます。

大阪アーバンロータリークラブ　山田 芙美江 様：
大阪中之島ロータリークラブの皆様、本日は何
卒よろしくお願い申し上げます。
先日は皆様でご来訪いただき誠に有難うござ
いました。

本日合計 : ￥55,000
累　計 : ￥200,000

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 3名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 77.41 %
6月30日の修正出席率 90.32 %
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●メイクアップ
安達 昌弘   7 月  2 日 全国ロータリー野球大会
栗山 博道   6 月25日 地区米山奨学委員会
高島 凱夫   7 月  9 日 国際ロータリー第3ゾーン
  戦略計画セミナー
梅原 一樹   7 月  1 日 地区広報委員会

●本日のビジター
 徳島RC 西野 武明 様
 大阪アーバンRC 山田 芙美江 様
 大阪アーバンRC 横尾 　淳 様

本日のメニュー

・赤肉メロンと生ハム ボイルチキンのバンバンジー
合鴨とピクルスのピンチョス

・イサキのポワレ 温野菜添え
ソースクリスタッセとブールブラン

・トマトとアーモンドのサラダ、コーヒー、パン

大阪アーバンRCより山田 芙美江様と
横尾 淳様がお見えになりました。


