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会員増強・拡大月間

本日のプログラム

月間テーマ（8月）

第1117回（本年度 第5回）例会

次回 8/18 のお知らせ
♬SONG : 「R・O・T・A・R・Y」
●卓話　ロータリーで学んだこと
　金森 市造 会員
■第3回9月度理事会　13：40～ サファイアルーム

♬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 進治
　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
※次週、8月11日（木）の例会は休会日です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日は、去る5月9日に亡くなられました、犬飼会員のご夫人とご子息
がご挨拶にお越しになられました。

例会において、早瀬会員の引導のもとに全会員の御焼香にて御冥福
を御祈り致しました。又、前年度の最終例会では、西田親睦委員長の
差配にて全会員から生前を偲ぶお言葉を頂きました。

後ほど、犬飼夫人より皆様にご挨拶を頂戴致します。

今週の26日に睦輪会（IM6組会長幹事会）に杉村幹事と出席してま
いりました。



松本ガバナーの挨拶に始まり、大阪天満橋RCの郡
AG、中嶋AGE、11クラブの会長幹事が今年度の初回
の意見交換であり、有意義な会合でありました。

11クラブの会長から今年度の方針や活動計画等の
意見交換があり、9月24日の地区決算審議会におい
て採決される、次々年度に実施予定のIM再編成につ
いて多くの意見がありましたが、明確な反対意見は
見受けられませんでした。

今回の規定審議会にて採決された要点は、クラブ裁
量権の拡大であり、入会金、例会開催頻度等、従来の
ロータリーの姿が大きく変わる内容ですが、現状のク
ラブ定款細則を尊重していく考えが主流でした。

出席されたクラブ幹事からも今年度の意気込みを発
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ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■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、西田クラブ奉仕委員長、檜皮会
員増強・維持小委員長、金森副親睦活動小委員長、
下岡副会員研修小委員長、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

犬飼氏の御遺志と令夫人のクラブに対する感謝の気持
として、金壱百萬円を寄贈して頂き拝受致しました。

「中之島基金」ご報告

表され、様々なクラブ運営の考え方に触れ、改めてク
ラブ運営について考える良い機会でありました。

来月は、4日・郡ガバナー補佐訪問、25日・松本ガバ
ナー公式訪問です、クラブの活動も本格始動してま
いります。

単年度で終わらせない様、継続できる土台を構築し
ていく為にもクラブ戦略計画委員会の活動をしっか
りと進めていきます。

具体的活動については、逐次発表させて頂きます。

「地区内の中堅クラブを目指す」この目標に向けて、
出来る事から一歩づつ前進させていきたいと考えて
おります。皆様のご協力をお願い致します。

今年度に新設した「中之島基金」に初めての拠出金とし
て入金させて頂きました。

チャーターメンバーとして入会され、ロータリーを愛し
青少年奉仕に熱意を込められた御遺志を大切にクラブ
の奉仕事業に有効活用させて頂きます。

犬飼さん有難うございました。



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・永井次年度幹事・
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、会員研修会がございます。
場所：北新地　「湯木　新店」
時間：会員研修　17：00～
　　  懇親会　　18：00～

■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。

■8月25日（木）
松本ガバナー公式訪問日です。
懇談会：太閤園4F　寿の間　時間11：30
村橋会長、井戸本会長エレクト、永井次年度幹事、高
島会員、杉村幹事、出席のご予定をお願い致します。

各小委員会活動報告

会員増強・維持小委員会、例会運営小委員会、
親睦活動小委員会、会員研修小委員会、SAA、会計

会員増強・維持委員会は、会員増強・維持を図ると共に、
全会員が会員増強に積極的な参加を促す事にあると思
います。将来クラブのリーダーとなる若年者が増えなけ

会員増強・維持小委員会 委員長  檜皮 悦子

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　クラブ戦略計画委員会を開催致します。
時間：13：40　太閤園4F　寿の間
委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3日（土）クラブ米山奨学委員長・幹事・米山奨
学生カウンセラー研修会
会場：大阪科学技術センター　8階中ホール
時間：13：30
井本米山奨学生カウンセラー、出席のご予定をお
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。

■2016年8月のロータリーレートは1米ドル＝102円
です。

れば老齢化が進み、会員年齢のバランス維持のために
も会員全員が増強の意識が必要だと思います。

会員増強に関しては、8月は会員増強 新クラブ結成推
進月間ですので、理事会で既に承認されました、会員全
員の方が会員増強に参加し且つ継続的なプランである
会員増強・TASKチームについてお話させていただき、
会員の方のご協力・ご理解を深めたいと思います。

会員維持につきましては、退会者数により「純増」「減
少」の結果となっている傾向があります。つまり会員維
持（退会防止）が成されれば、会員は純増するということ
です。その為に魅力的なロータリー活動、ロータリーラ
イフを再確認し共有したいと思います。

先日「FRF：フレッシュ・ロータリー・フォーラム」に出席い
たしまして、他クラブのロータリー歴の浅い会員さん達



活動方針及び計画

＜活動方針＞

親睦はロータリー活動の二つの車輪の内の一つであ
り、会員相互の親睦を深める事こそがロータリー活動
の活性化につながるものと思っております。

したがいまして今年もより一層アットホームな中之島
ロータリークラブにしたいと考えておりますので、皆
様のご協力宜しくお願いします。

活動方針・計画報告

村橋義晃会長の今年度活動方針である「Enjoy・Service」
を基本に、会員全員の方々にロータリライフを楽しんで
いただくには、例会が楽しくなければなりません。

また、例会にご参加いただくビジターやゲストの方や地
区役員の方々の公式訪問にも礼を逸することのないよ
うに例会運営に心がけ、大阪中之島ロータリークラブの
格式と伝統を守ることを心がけて運営してまいります。

「ソング部門」
会員の歌えるロータリー曲のレパートリーを増や
すことに挑戦します

「出席部門」
出席率100％を目標に出席率の向上を図ります

「プログラム部門」
今後増えることが予想される新入会員に対し積極
的にアプローチできるプログラムを企画します

「会報部門」
他クラブから高い評価を受けている当クラブの週
報を一層充実させてまいります

小委員会委員の9名全員参加型の例会運営を目指します。

例会運営小委員会
委員長  井戸本 泰次（報告：西田 末彦クラブ奉仕委員長）

親睦活動小委員会
委員長  辻 一夫（報告：副委員長  金森 市造）

に現時点の各クラブでの悩みなど胸襟を開いて語り合
いました。

問題点：

①ロータリー用語がわからないので次第にクラブ、
ロータリーから遠ざかっていく：会員研修の必要性

②会費・寄附以外の経済的な面で悩んでいる（委員
会懇親会・二次会など誘われたら断れない）：費用
に見合う充実感がない

会員数の変遷

 ＊日本のロータリー 2005年 100,710人
  2016年 89,215人
   11年間に12％減

 ＊第2660地区 2005年 4,147人
  2016年 3,653人
   11年間に12%減

 ＊国際ロータリー 120万前後で大きな変化なし

会員増強目標に関しましては、クラブ戦略計画委員会
上程後、理事会承認されました、実現可能な大阪中之
島ロータリークラブ目標「地区内中堅クラブを目指す」
が決められました。

目標に沿って3年後、5年後の先を見据えて、マイナス面
をプラス面に改善しつつ会員増強が必要です。従って、
今年度が何人ではなく、充実したクラブ組織を継続する
ためにも、クラブ創立25周年までに38名目指したいと
思います。ロータリーは時代に合わせて現代社会に
ニーズに適応したものに改革・変革しなければロータ
リーに未来はないと思います。しかし「変えても良いもの
と変えてはいけないもの」があると思います。

「会員増強」という言葉の為に、ロータリーの根幹を忘れ
てはならないと思います。

新入会選考方法、過程、手順には、辻義光直前委員長が
作成されました、マニュアルに沿って会員増強・維持委
員会の役割を果たしていきたいと思います。ご協力宜し
くお願いいたします。



活動方針および計画

1. 入会1～2年未満の新入会員を中心にロータリーの
精神、ロータリーに関わる知識、情報を理解、習得し
てもらうため年数回の研修会を実施する。

2. 会員のロータリアンとしての成長を促すため年数回
の情報集会を実施する。

会員研修小委員会
委員長  山本 肇（報告：副委員長  下岡 陽一郎）

例会の場は「秩序正しく、厳粛でなくてはならない」とい
う事から、今年度は各テーブルに副SAAを配置し、登壇
者のいるときの私語を規制する。

会計を担当することになりました木村です。1年間よろし
くお願いします。

今年度の活動方針ですが、今年度の年次計画書に記載
されていますように、適正な財政基盤の確立に努め、
日々の会計処理を迅速適正に行うよう努めます。

そのためには、7月末が期限となっている会費の納入を
速やかに行っていただく必要があります。まだ、納入さ
れていない方は、期限内に必ず支払っていただきます
よう、よろしくお願いします。

SAA 委員長  高島 凱夫

会計 委員長  木村 佳弘

＜活動計画＞

1. 12月17日（土）太閣園にてクリスマス家族会

2. 来年の春、桜の時期にお花見家族会を予定してい
ます

3. 10月27日（木）創立記念夜例会

4. 1月26日（木）上半期新入会員歓迎夜例会

5. 6月29日（木）下半期新入会員歓迎夜例会

　予算額　756,000円

今年度計画書14-15ページをご覧頂き、ご参照ください。

昨年度より、ニコニコボックスは「奉仕活動」に活用する
ことが決定している。「奉仕活動」に潤沢な資金を提供で
きるよう「楽しいこと」「嬉しいこと」「悲しいこと」、なにか
あったらニコニコボックスへのご協力をお願いしたい。

9月から、現在月初だけに行っている固定テーブルを
2ヶ月間続けたい。その間にテーブル内で1～2回は
テーブルごとのミーティングの場を設けていただき「自
分の仕事の事」「ロータリーの事」「会員増強の事」「クラ
ブの事」「同好会の事」等々を話して、親睦を深め「より
良い大阪中之島ロータリークラブ、より良いロータリー
ライフ」を求めていただきたい。



嶽下直前会長、檜皮直前幹事慰労会 辻 義光 元幹事

8月28日18：00より太閤園淀川亭において、嶽下直前

会長、檜皮直前幹事の慰労会が28名参加のもと行われ

ました。下岡元会長の開会の挨拶、引き続き村橋会長の

乾杯の挨拶、太閤園様からのご好意によるスパーリング

ワインにて宴が始まりました。

19：15ごろから直前会長、幹事に会員、事務局員から

1年間の温かい労いの言葉を掛けていただきました。そ

の後記念品、花束の贈呈、20：20井戸本会長エレクトの

閉会の挨拶、一本締めのあと集合写真を撮影して慰労

会が終わりました。

嶽下直前会長、檜皮直前幹事1年間ご苦労様でした。

本当にありがとうございました。





ニコニコBOX

村橋：犬飼様、ご来訪有難うございます。
嶽下：ニコニコ
杉村：本日もよろしくお願いします。
辻（義）：ニコニコ
吉田：ニコニコ
早瀬：直前会長、直前幹事お疲れ様でした。
高島：楽しいこと、嬉しいこと、悲しいこと、何かあった

らニコニコを！！
金森：いよいよ暑さが厳しくなります。
小林：嶽下直前会長、檜皮直前幹事お疲れ様でした。

（本日慰労会のため）
下岡：ニコニコ
村上：ニコニコ
永井：暑いですね。皆さん身体に気をつけて下さい。
檜皮：犬飼様、ようこそお越しくださいました。
木村（眞）：ニコニコ
栗山：ニコニコ
井本：ニコニコ
坂本：ニコニコ

本日合計 : ￥48,000
累　計 : ￥248,000

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 0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 2名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 77.41 %
7月7日の修正出席率 93.54 %
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●本日のビジター
 故犬飼会員 ご令室 様
 故犬飼会員 ご子息 様

Congratulations!8月のお祝い8月のお祝い

●誕生日
杉村 雅之 ［4日］
辻　 一夫 ［7日］
梅原 一樹 ［8日］
金森 市造 ［31日］

●事業所設立記念
安達 昌弘 株式会社三起［昭和45年］
坂本 　恵 有限会社ティエラ［平成11年］ 
嶽下 勇治 嶽下勇治税理士事務所［平成17年］
辻　 一夫 辻一夫税理士事務所［平成19年］
木村 佳弘 木村佳弘税理士事務所［平成25年］

本日のメニュー

ライトミール　ちらし寿司　吸い物

下岡会員、お孫さんのお誕生おめでとうございます。

村橋会長がマルチプル３ ポールハリスフェロー
（４０万以上達成）の表彰を受けました。

Congratulations!


