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会員増強・新クラブ結成推進月間
月間テーマ（8月）

第1118回（本年度 第6回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日は、郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクトをお迎えしてお
ります。

例会前の懇談会にて、高島会員、井戸本会長エレクト、杉村幹事、永
井次年度幹事とクラブの概況や今年度の方針等について、今後の
ロータリーについて参考になる意見交換をさせて頂きました。

例会後の第1回クラブ協議会にて、理事役員、各委員長との協議会に
もご出席頂きます、宜しくお願い致します。

本日のプログラム

次回 8/25 のお知らせ

♬SONG : 「日も風も星も」
●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 : 「我ら中之島」
■松本進也ガバナー公式訪問日
●卓話　
　松本 進也 ガバナー
■ガバナーとの懇談会
　11：30～　サファイアルーム



先週の例会にてご報告させて頂きましたが、犬飼氏
の御遺志と令夫人の感謝の気持として、金壱百萬円
を寄贈して頂き、今年度に新設した「中之島基金」に
初の拠出金として有難く拝受致しました。

犬飼さんの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。

8月1日にガバナー月信8月号が配信されています、
是非ともご一読をお願い致します。

8月は、会員増強・新クラブ結成推進月間です。

本日の卓話は、檜皮会員増強委員長にお願いしてお
ります。

今年度は、新しい取組みとして会員増強活動を展開
していきたいと考え、檜皮委員長にプランニングを依
頼し、その活動スキームとして、全会員が参画する会
員増強タスクチームによる会員増強活動になる様、
皆様方のご協力をお願い致します。

2016-17年度第1117回（第5回例会）
幹事報告 (8/4)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■8月4日（木）

本日は会員増強・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。
例会終了後13：40　太閤園2F　サファイアルーム 
ご出席宜しくお願い致します。

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。
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。
太閤園4F　寿の間　時間：13：40
委員の皆様出席のご予定をお願い致します。

■9月1日（木）
坂本会員の卓話です。
ご準備宜しくお願い致します。

※事務局　盆休暇のお知らせ
8月11日（木）～8月16日（火）

地区委員会、その他の報告です。

■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
時間：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。



会員増強・新クラブ結成推進月間

檜皮 悦子 委員長

8月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。本日は、前
例会でお話ししました、会員増強・最強TASKチームに
ついてお話しさせていただきます。

会員の維持・増強には特効薬・解決策はありません。そ
の為に全会員が会員増強に取り組むべきだと思います。
即ち「会員増強には王道はなく、地道な努力のみ」であ
ると思います。

既存会員の方は何方かに「誘われて入会した」のであっ
て「自らの希望で入会した」のではないと思います。だか
らこそ、会員増強に勧誘活動は必要だと思います。また
勧誘しやすい環境を作る必要があると思います。

会員増強TASKチームは会長のお考えで、大阪中之島
RCにとりまして初めての試みでもあり、ここ2カ月余り会
長と話し合い大阪中之島RCオリジナルの会員増強
TASKチーム作戦を考えました。会員全員の方が参加し、
データーでも進捗状態が把握でき、「単年度」でも問題
の無い継続的ないわゆるクラブ戦略計画でもあると思
います。卓話後ご質問がありましたが、この会員増強最
強TASKチーム作戦は新入会員の発掘の目的はありま
すが、会員全員の方が会員増強に関してアクションを起
こし、意識していただく事だと思います。

ご協力宜しくお願いいたします。

「タスクチーム活動と目的」
従来から続けてきた会員増強の手段に加えて、会員
各位が思い浮かぶ「入会推奨者」に勧誘アプローチ
のアクションツールとして、このチーム活動を推進し
てまいります。

クラブ会員の意欲を啓発し、「入会推奨者」を能動的
に発掘するきっかけとし、会員増強活動が継続的に
行われ、タスクチーム毎に進捗を確認しながら、クラ
ブ全体で動向を定期的に確認し、会員増強の高い意
識を継続的に維持できるスキームを構築する。

「タスクチームの活動と展開」
全会員を3名のタスクチームに編成して、チーム毎に
1名のチームリーダーを選出する。

会員各自が「入会推奨者」を独自にリストアップし、タ

スクチームメンバーは、該当者の概要情報を定期的
に共有し、チームリーダーは、2ヶ月毎にタスクチーム
メンバーにてアプローチの進捗状況を相互確認し、
会員増強委員長に記入用紙に必要事項を記入して、
クラブ会員増強委員会に提出報告する。

「クラブ会員増強委員会の活動」
会員増強委員会は、半期毎にタスクチームから報告
された2ヶ月毎の記入情報を集計分析して、進捗人数、
進捗率等のアプローチ進捗状況を取り纏め、半期毎
にクラブ会員増強情報として発表し、タスクチーム活
動の啓発とクラブ会員に進捗状況等を報告活用し、
クラブ全体にて会員増強活動を活性化する。

『タスクチーム活動具体的展開の説明』

1. リストアップ記入用紙に思い浮かぶ「入会推奨
者」情報を記入する。

2. 推奨者情報の記入は、職業、年令、性別等とする。

3. アプローチの進捗を確認項目別に実施した月日
を記入する。

4. タスクチームメンバーは、2ヶ月毎にリストアップ
記入情報を相互共有する。

5. チームリーダーは、2ヶ月毎にリストアップ記入
用紙に必要事項を記入してクラブ会員増強委員
会に提出する。

「進捗確認項目」

①電話、メールにて連絡した。



第1回　クラブ協議会（2016～2017年度）
日　時：2016年8月4日（木）　13：40～
場　所：太閤園　サファイアルーム

開会の挨拶　村橋会長

本日は郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクトにご
出席を頂きまして、第一回クラブ協議会です。

 今年度の委員会活動をどのように進めていくかご意見
を頂きながら協議を進めたいと考えます。どうぞ宜しくお
願い致します。

【協議事項】

1. クラブ奉仕委員会 西田委員長

クラブ奉仕委員会は主に、クラブの規律、規則、親睦、例
会の運営などを取り仕切る委員会だと思います。

先週のクラブフォーラムでは「魅力あるクラブにする為に
は」と言うテーマで各テーブルごとに議論をして頂きまし
た。思ってた以上に活発な討論で、色々な意見が出まし
た。色々な意見が出ましたがだからと言って今すぐにそ
れらを実行に移せるとか、魅力あるクラブに出来るとは
限りませんが、そういう討論をすることによって会員一人
一人が大阪中之島ロータリークラブをより魅力あるクラ
ブにする為にはどうしたらいいかと考える事が重要だと
思います。

クラブ奉仕委員会には会員増強・維持小委員会、例会運
営小委員会、親睦活動小委員会、会員研修小委員会と
いう4つの委員会が御座います。今後はそれらの各委員
長と連絡を密にとり、この前のクラブフォーラムで出た
様々な意見を検証しさらにより良いクラブ作りを目指し
て行きたいと思います。

2. 会員増強・維持小委員会 檜皮委員長

クラブ会員増強・維持委員会の役割は会員増強・維持を
図ると共に、全会員が増強に積極的な参加を促す事に
あると思います。

しかし、「会員増強」「クラブの活性化」という課題はなか
なか単年度で実行するのは実に難しい問題であり中長
期の会員増強計画、クラブの戦略計画をたて、取り組む

必要があると思います。クラブ組織を継続していくため
に、次世代リーダーとなる若年層の会員候補者の発掘に
努めるためにも、また会員全員が会員増強にアクション
を起こし、意識していただくためにも、大阪中之島RC会
員増強最強TASKチームを考案しました。

会員増強小委員会は、常に力強く、多くの支持を受け活
動しなければならないと思います。また継続的なクラブ
への発展が導けるためにも大阪中之島RCに相応しい、
ロータリアンの素質を持った方、そして品格のある人を
会員の方々のご協力により、クラブ創立25周年（2017～
2018年度）までには38名以上を目指すことを会員間で
共有できるように努めさせていただきます。

3. 例会運営小委員会 井戸本委員長

クラブ協議会の定義についてロータリー百科事典より引
用し、参加者で確認したのち例会運営小委員会の活動
方針・計画について2016-2017年度年次計画書に基づ
いて報告。

ソングについては幅広いロータリーソングに取り組むこ
と、出席部門ではメーキャップを含む出席率100％を目
指すこと、プログラム部門は知識と情報の発信を目指し、
会報部門については他のロータリークラブから高い評
価を頂ける内容と情報の充実を図ることを報告させて
頂きました。

4. 親睦活動小委員会
 辻 一夫委員長（金森副委員長代読）

＜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20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

5. 会員研修小委員会 山本委員長

研修の目的

ロータリーで言う研修は、人、殊に素晴らしいロータリ
アンを育てることであり、更に一人一人のロータリア
ンの成長をサポートすることです。

一人一人のロータリアンの成長は、現在のクラブを支
える活力となり、明日のクラブを創るための源となりま
す。会長ならびに理事会のメンバーは研修の重要性
を認識し、研修をクラブ運営の重用な施策として位置
付けなければなりません。

①第一回新入会員研修（入会直後）

目的：ロータリー全般にわたる基礎知識の習得

研修内容 ・ロータリーの基礎知識その1
・クラブ活動の基礎知識その1
・ロータリアンとしての心得

②第二回研修会（入会3ケ月後）

目的：ロータリー全般にわたる基礎知識の深化

研修内容 ・ロータリーの基礎知識その2
・クラブ活動の基礎知識その2

③第三回新入会員研修（入会6ケ月後）

目的：ロータリー運営の仕組み

研修内容 ・ロータリーの基本理念
・地区について
・国際ロータリーについて
・クラブの組織と運営

④第四回研修会（入会1年後）

目的：ロータリーの個別活動の詳細 
・ロータリーの規定
・五大奉仕部門詳細
・これからのロータリー

6. 職業奉仕委員会 満村委員長

今年度の活動方針

職業奉仕とロータリーの四つのテストの関係の理解
を深め職業奉仕の原点を究めたい。

今年度の活動計画

①職業奉仕月間には、職業奉仕の考え方について討
論し合う

②出前授業の実施

③会員企業の職業訪問
　（会員の企業に限定せず、会員推薦の企業（職場）
訪問も含める。）

④会員企業の設立を記念し該当月に記念品を贈呈する

⑤9月25日　不死王閣にて移動例会の予定

7. 社会・青少年奉仕委員会 辻 義光委員長

今年度の活動は例年の10月東北大震災支援、三世代合
同社会奉仕事業、11月成美学寮の餅つき大会が決定し
ています。

今年で東北大震災支援プロジェクトが終了することで、
次年度に向けて新たな奉仕活動を今年中にまとめ、来
年からその準備に取り掛かり次年度の社会奉仕委員会
活動に繋げていければと思っています。

また三世代合同社会奉仕事業については今年度大阪天
満橋RC様の幹事役を参考にして次年度幹事役としてど
のような活動が望ましいか、検討していく所存であります。

8. 国際奉仕委員会 栗山委員長

＜活動方針＞

関係委員会等の連携しながら、国際奉仕活動を通し
て、親善と平和を推進していくと云う従来からの方針
を踏襲する。

＜活動計画＞

1. 前年度施行したベトナムダナン病院におけるVTT支
援活動は継続的に実施する。

2. 前年に引き続き東日本大震災関連支援（地区補助金
40万円、台北福齢RC20万円、当RC40万円）を実施
する。

3. Taipei Fuling RCと共同で貧困地区支援及び奨学資
金提供を継続的に実施する。

4. Taipei Pailing, Huapeng, Fuling3クラブと共同して
モンゴルに救急車を寄贈する。

9. SAA 高島担当

年次計画書に基づき、1年間の活動を行う。

テーブルでの着席を2ヶ月間固定し、ロータリーの知識
の吸収・親睦・会員増強などの意見交換を行う。

テーブル分けは、ABC順・干支別・誕生月順・誕生年順な
どで分ける予定である。

10. 会計 木村 佳弘担当

年次計画書に記載している、正確に、迅速には、当たり前
のことで、前年度と同じく、だれが見てもよくわかる収支
計算書を、私も引き継いでいきたいと思っています。

郡ガバナー補佐　講評

村橋会長が掲げておられます“Enjoy・Servise”をモッ

②ロータリーの友、週報等を送付した。
③入会を勧める目的で面談した。
④ゲストとして例会に招待した。
⑤会員資格、入会条件等を説明した。
⑥当人が入会推薦者となることを承諾した。

『今後の活動スケジュール』

2016年 8月 4日 会員増強タスクチーム活
   動について説明
   タスクチーム編成

 8月 18日 各タスクチームリーダー選
   出報告

 8月 25日 会員増強委員会報告にて
   チームリーダー発表

 9月～10月

 11月～12月　各タスクチームにて、活動
   を展開

2017年 1月  会員増強委員会報告にて、
   進捗状況の報告
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て行きたいと思います。

2. 会員増強・維持小委員会 檜皮委員長

クラブ会員増強・維持委員会の役割は会員増強・維持を
図ると共に、全会員が増強に積極的な参加を促す事に
あると思います。

しかし、「会員増強」「クラブの活性化」という課題はなか
なか単年度で実行するのは実に難しい問題であり中長
期の会員増強計画、クラブの戦略計画をたて、取り組む

必要があると思います。クラブ組織を継続していくため
に、次世代リーダーとなる若年層の会員候補者の発掘に
努めるためにも、また会員全員が会員増強にアクション
を起こし、意識していただくためにも、大阪中之島RC会
員増強最強TASKチームを考案しました。

会員増強小委員会は、常に力強く、多くの支持を受け活
動しなければならないと思います。また継続的なクラブ
への発展が導けるためにも大阪中之島RCに相応しい、
ロータリアンの素質を持った方、そして品格のある人を
会員の方々のご協力により、クラブ創立25周年（2017～
2018年度）までには38名以上を目指すことを会員間で
共有できるように努めさせていただきます。

3. 例会運営小委員会 井戸本委員長

クラブ協議会の定義についてロータリー百科事典より引
用し、参加者で確認したのち例会運営小委員会の活動
方針・計画について2016-2017年度年次計画書に基づ
いて報告。

ソングについては幅広いロータリーソングに取り組むこ
と、出席部門ではメーキャップを含む出席率100％を目
指すこと、プログラム部門は知識と情報の発信を目指し、
会報部門については他のロータリークラブから高い評
価を頂ける内容と情報の充実を図ることを報告させて
頂きました。

4. 親睦活動小委員会
 辻 一夫委員長（金森副委員長代読）

＜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20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

5. 会員研修小委員会 山本委員長

研修の目的

ロータリーで言う研修は、人、殊に素晴らしいロータリ
アンを育てることであり、更に一人一人のロータリア
ンの成長をサポートすることです。

一人一人のロータリアンの成長は、現在のクラブを支
える活力となり、明日のクラブを創るための源となりま
す。会長ならびに理事会のメンバーは研修の重要性
を認識し、研修をクラブ運営の重用な施策として位置
付けなければなりません。

①第一回新入会員研修（入会直後）

目的：ロータリー全般にわたる基礎知識の習得

研修内容 ・ロータリーの基礎知識その1
・クラブ活動の基礎知識その1
・ロータリアンとしての心得

②第二回研修会（入会3ケ月後）

目的：ロータリー全般にわたる基礎知識の深化

研修内容 ・ロータリーの基礎知識その2
・クラブ活動の基礎知識その2

③第三回新入会員研修（入会6ケ月後）

目的：ロータリー運営の仕組み

研修内容 ・ロータリーの基本理念
・地区について
・国際ロータリーについて
・クラブの組織と運営

④第四回研修会（入会1年後）

目的：ロータリーの個別活動の詳細 
・ロータリーの規定
・五大奉仕部門詳細
・これからのロータリー

6. 職業奉仕委員会 満村委員長

今年度の活動方針

職業奉仕とロータリーの四つのテストの関係の理解
を深め職業奉仕の原点を究めたい。

今年度の活動計画

①職業奉仕月間には、職業奉仕の考え方について討
論し合う

②出前授業の実施

③会員企業の職業訪問
　（会員の企業に限定せず、会員推薦の企業（職場）
訪問も含める。）

④会員企業の設立を記念し該当月に記念品を贈呈する

⑤9月25日　不死王閣にて移動例会の予定

7. 社会・青少年奉仕委員会 辻 義光委員長

今年度の活動は例年の10月東北大震災支援、三世代合
同社会奉仕事業、11月成美学寮の餅つき大会が決定し
ています。

今年で東北大震災支援プロジェクトが終了することで、
次年度に向けて新たな奉仕活動を今年中にまとめ、来
年からその準備に取り掛かり次年度の社会奉仕委員会
活動に繋げていければと思っています。

また三世代合同社会奉仕事業については今年度大阪天
満橋RC様の幹事役を参考にして次年度幹事役としてど
のような活動が望ましいか、検討していく所存であります。

8. 国際奉仕委員会 栗山委員長

＜活動方針＞

関係委員会等の連携しながら、国際奉仕活動を通し
て、親善と平和を推進していくと云う従来からの方針
を踏襲する。

＜活動計画＞

1. 前年度施行したベトナムダナン病院におけるVTT支
援活動は継続的に実施する。

2. 前年に引き続き東日本大震災関連支援（地区補助金
40万円、台北福齢RC20万円、当RC40万円）を実施
する。

3. Taipei Fuling RCと共同で貧困地区支援及び奨学資
金提供を継続的に実施する。

4. Taipei Pailing, Huapeng, Fuling3クラブと共同して
モンゴルに救急車を寄贈する。

9. SAA 高島担当

年次計画書に基づき、1年間の活動を行う。

テーブルでの着席を2ヶ月間固定し、ロータリーの知識
の吸収・親睦・会員増強などの意見交換を行う。

テーブル分けは、ABC順・干支別・誕生月順・誕生年順な
どで分ける予定である。

10. 会計 木村 佳弘担当

年次計画書に記載している、正確に、迅速には、当たり前
のことで、前年度と同じく、だれが見てもよくわかる収支
計算書を、私も引き継いでいきたいと思っています。

郡ガバナー補佐　講評

村橋会長が掲げておられます“Enjoy・Servise”をモッ



8月4日（木）北新地「湯木新店」において会員研修委員会が開催されました。
17：00より金森会員による研修会が行われ、18：00より懇親会となりました。 
ご参加の皆様、有難うございました。

トーに活発な委員会活動方針をご報告頂きました。

会員増強を続ける事と奉仕活動、親睦活動、同好会活動
を通して退会防止への配慮も必要です。そして折角入会
頂いた方に嫌気をさされないようにどのように友好を
図っていくのか、アフターフォローが大切だと考えます。
ありがとうございました。

中嶋ガバナー補佐エレクト　講評

本日の協議会は活発な意見交換をされておられました。

ホームクラブ運営においても参考にさせて頂きたいと考
えます。

ありがとうございました。

閉会の挨拶　井戸本会長エレクト

本日は、郡ガバナー補佐様、中嶋ガバナー補佐エレクト
様、午前中早い時間から大阪中之島ロータリークラブの
為にお時間をお取り頂きまして、まず御礼を申し上げます。

午前中の懇談会では会長以下、私どもにとって大変貴重
なお言葉を多数頂き、この協議会におきましてご講評頂
きました。これらのご指導を今後の大阪中之島ロータ
リークラブに生かしてまいります事をお誓い申し上げまし
て、私の閉会の挨拶とさせて頂きます。

本日は本当にありがとうございました。

会員研修小委員会 委員長　山本  肇



下岡会員と檜皮会員がポールハリスフェロー
マルチプル３（４０万達成）の表彰を受けました。

Congratulations!

▲お誕生日のお祝い：左より梅原 一樹会員・杉村 雅之幹事・金森 市造会員

▲事務所創立記念日のお祝い：左より満村 和宏会員・坂本 恵会員・
　嶽下 勇治会員・安達 昌弘会員・村橋 義晃会長

皆さんこんにちは！いよいよ夏が来て、暑いですね。この
間、箕面公園の夏のライブに行って、鳥声と水の音とと
もに、ハープなどの演奏は夏にとても合いました。

先週リサーチアシスタントが始まり、もう少し睡眠検査と
認知検査も慣れてきました。この間井本さんのお子さん
もご協力しているの歯学部の研究が参加して、ありがと
うございます！

もうすぐお盆ですね。皆さんお良い休みを！

米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）

本日のメニュー

小鉢一種　鮭のしらすおろし和え
 　魚素麺生姜旨酢餡和え

造　り 鯛ライムはさみ造り
 烏賊とオクラのたたき

焼　物 すずき玉素焼　さわら玉味噌焼
 帆立の黄味焼　エシャロット諸味噌

温　物 まとう鯛の信州蒸し

食　事 ゆかり御飯　香の物

止　椀 赤出汁地区よりの委嘱状を受ける福田会員と高島会員



ニコニコBOX

村橋：郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクトよ
うこそお越しくださいました。

嶽下：郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクトよ
うこそお越しくださいました。

井戸本：郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクト
ようこそお越しくださいました。

杉村：郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクトよ
うこそお越しくださいました。

満村：ニコニコ　郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐
エレクトようこそお越しくださいました。

栗山：郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクトよ
うこそお越しくださいました。

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

福田：郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクトを
お迎えして

山本：郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクトよ
うこそお越しくださいました

高島：郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクトよ
うこそ大阪中之島へ。ご指導よろしくお願いし
ます。

下岡：ニコニコ

北村：郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクトよ
うこそお越しくださいました。

檜皮：郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクトよ
うこそお越しくださいました。
本日卓話です。よろしくお願いします。
慰労会有難うございました。感謝しております。

木村（眞）：ニコニコ

戸田：郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクトよ
うこそお越しくださいました。

坂本：日曜日から2週間旅行に行きます。何も準備で
きていません。ニコニコ

藤本：ニコニコ

米倉：ニコニコ

直前会長・幹事慰労会の残金

本日合計 : ￥57,000
累　計 : ￥305,000

●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 27名 外国ゲスト 1名
欠席者 5名

出席率 87.09 %
7月14日の修正出席率 96.77 %
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●メイクアップ
井本 万尋   7 月  2 日 全国ロータリー野球大会
北村 　讓   7 月  2 日 全国ロータリー野球大会
梅原 一樹   7 月  2 日 全国ロータリー野球大会
木村 眞敏   7 月28日 直前会長・幹事慰労会
小林 俊明   7 月21日 SAA委員会

●本日のゲスト
米山奨学生 蘆　 聖芸 様

●本日のビジター
ガバナー補佐 郡　 悦清 様
ガバナー補佐エレクト 中嶋 進治 様
徳島RC 西野 武明 様

郡 悦清ガバナー補佐と中嶋 進治ガバナー補佐エレクトが
お見えになりました。


