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2017年7月27日
第1161回（本年度 第4回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 8/3 のお知らせ

♬SONG : 「夏の思い出」
●卓話　小委員会委員長 方針
　会員増強 杉村 雅之 会員
　例会運営 西田 末彦 会員
　親睦活動 北村 讓 会員
　会員研修 下岡 陽一郎 会員
　SAA 山本　肇 会員
　会計 嶽下 勇治 会員

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会員増強・維持卓話
　杉村 雅之委員長
■中嶋ガバナー補佐 訪問日
■第1回 クラブ協議会
　13：40～　サファイアルーム

今日の例会後半は、クラブ奉仕委員会フォーラムを木村クラブ奉仕
委員長にお願い致します。

先週の土曜日に地区広報・公共イメージ向上セミナーが、地区内クラ
ブの会長、幹事、広報担当者、事務局担当者を対象に開催され、片山
ガバナーや地区広報・公共イメージ向上委員長を務める梅原会員等



2017-18年度第1160回（第3回例会）
幹事報告 (7/20)

幹事  辻 義光

■本日は13：00～14：00、クラブ奉仕委員会のクラブ
フォーラムです。木村委員長よろしくお願いします。

18：00より村橋会長、杉村幹事の慰労会を淀川邸に
て行います。

■7月27日（木）は、今年度のSAA、会計ならびに小委員
会活動方針です。山本SAA、嶽下会計、杉村増強･維

からロータリーの広報活動のあり方やIT化が進んで
いる現況についてのセミナーに出席してきました。

My Rotary登録率50％達成目標やクラブの情報をク
ラブセントラルによって共有する事、広報によって認
知度向上への取組などについて報告が行われ、ロー
タリーの社会的認知度を向上させるためにも地区や
クラブが広報活動に注力する必要があるとの内容で
ありました。

今年度より、2660地区のホームページ、大阪中之島
RCのホームページがリニューアルされています。リア
ルタイムの情報に更新され、使い易く見易くなってい
ます。是非ともご覧ください。

持、北村親睦活動、下岡研修各委員長よろしくお願い
いたします。

■8月3日（木）、中嶋ガバナー補佐の訪問です。

例会終了後13：40より中嶋ガバナー補佐をお迎えし
て第1回クラブ協議会を行います。各理事･役員の皆
様よろしくお願いします。

■8月3日（木）、8月の会員増強拡大月間として、杉村増
強・維持委員長の卓話です。よろしくお願いいたします。

■8月3日（木）～6日（日）、2017-18年度インターアクト
海外研修があります。開明中学校、高校インターアク
トクラブとともに、辻、井本会員が参加します。

■ロータリー学友交流会開催のご案内が来ています。
学友や青少年奉仕プログラム参加者並びにロータリ
アンとの交流を目的とした交流会です。

1．日時：8月5日（土）～8月6日（日）

2．場所：大阪府立青少年海洋センター

3．申込：7月14日（金）まで

4．料金：ロータリアン　5,000円
　　　  学友　3,000円

小　鉢 うざく

焼物八寸　太刀魚塩焼き　染おろし
 　玉蜀黍真丈　玉子焼き
 　酢取り茗荷

造　り 鱸洗い　鮪　烏賊
 大根ケン　蓮芋　ラディッシュ　他あしらい

煮　物 冬瓜　ヤングコーン　海老　トマト
 丸南瓜　オクラ　銀餡　柚子

蓋　物 里芋万頭牛肉そぼろ餡掛け

食　事 鯛御飯

香の物 三種盛り

止　椀 野菜の味噌汁

本日のメニュー



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　木村 眞敏

クラブ奉仕委員会は、クラブの対内的基本的事項の
ほぼ全般に及ぶ事項を担当する小委員会の委員長、
委員によって構成されています。

具体的には

①杉村委員長の会員増強・維持小委員会
　会員の増強、選考、職業分類

会員増強について

・入会負担金等を検討する必要がある。

・当クラブの魅力を会員全員が理解しアピールする。

新入会員の勧誘等について

・奉仕活動、親睦活動に勧誘し活動内容及び意義
を理解してもらう。

・既存会員にアンケートを実施して、どのような経
緯で入会に至ったかを調べ参考にする。

・増強チームにより一人ではなく、複数の会員で増
強に努める。

会員増強・維持小委員会　 杉村 雅之

②西田委員長の例会運営小委員会
　出席、ソング、会報、プログラム

③北村委員長の親睦活動小委員会
　会員親睦、例会受付、ビジター対応

④下岡委員長の会員研修小委員会
　会員研修、規定情報、広報

そこで、本日のフォーラムでは、小員会ごとに、4つの
テーブルに分かれてもらって、各小委員会の担当事
項、つまり、杉村会員増強・維持小委員長には会員の
増強・維持、選考、職業分類をテーマに、西田例会運
営小委員長には出席、ソング、会報、プログラムを
テーマに、北村委員長には会員親睦、例会受付、ビジ
ター対応をテーマに、下岡会員研修小委員長には会
員研修、規定情報、広報をテーマに各テーブルごとに
ディスカッションしていただき（約30分）、各小委員長
は各テーブルごとに意見を集約していただき、その
結果を発表していただきます。

出席

最近はクラブの出席率も85％を下回ることもあり、
第2660地区の中では悪くないものの決して良い
とは言えない。クラブ立ち上げ当初は100％が目

例会運営小委員会　 井本 万尋

標だった。少し意識していくべきだという意見が出
ました。メークアップのあり方もあくまでも補完的な
ものであるという意見も。

一方、運営面ではうまくいっていると思うという意
見もありました。

ソング

季節感のある歌を歌っていけば良いのでは？（3カ
月に1回ぐらい）歌の選定はソング委員に一任。（吉
田さんと協議の上）

会報

梅原会員にお世話になっている。すごく綺麗に仕
上がっている。

昔、「みなさんに一言」枠があった。結構好評だった
が…作成するほうはなかなか大変だ。

あくまでも任意⇒集まらない時もある⇒ニコニコ
すれば免除もあった。

みなさんが賛成していただけるなら枠出しを検討
する⇒そのかわり、一言書いてもらう。



会員研修について

入会3年未満の会員に対して、RCの全般的な諸規
則、諸活動を理解して頂く研修を積み重ねていく。
その研修会には、先輩会員も参加したいと思われる
ような内容と研修ムードを醸し出して取り組みたい。

たとえば、大阪中之島RCの創立時の基本方針の再
確認、4つのテストの意義、その他クラブ運営をす
るに必要な用語、各種委員会の意義内容などを会
員各位が共有できる研修内容を求める。

規定情報について

RIが行う規定審議内容の会員への周知徹底、そし
て会員が討議・協議してクラブ運営にとって改善す
るべき方法をクラブから地区に対して取りまとめ要
望することの活動をする。

広報に関して

クラブ会外に対して、クラブの存在について広く社
会にPRするための活動と位置付けて活動していく
ことなので、今年度は25周年という節目なのでそ
の活動を地域の方々に啓発する良い機会と捉え活
動していく。

会員研修小委員会　 金森 市造

会員親睦、例会受付、ビジター対応等のテーマにつ
いて討議する前に、まず、今年度の委員会を理解して
もらう為、委員長としての私の考え方・進め方を説明
しました。

その後、本日のビジターの百嶋様に所属の大阪RCの
ことについてお話頂きました。

そして、岡本、山本、嶽下各会員に意見を述べてもら
いました。纏めとして、現状の計画・進め方に問題は
ない。しかし、クラブ会員が少なく委員会構成の工夫
はしているが、もう一工夫して、会員が重複して2～3

親睦活動小委員会　 北村 讓

会報の記事は、投稿締め切りは、たてまえは翌月曜
日であるという事。よろしくお願いいたします。

記事の内容については、会員間のプライベートな
ものでも構わない。写真のみでも構わない。

プログラム

プログラム委員は現在は何もしていないのではな
いか？昔は卓話の前に紹介をしていた。移動例会
の時には仕事がある。

の委員会に所属しなく良い様に考える必要があるの
では、との意見が出されました。

例えば、SAAと親睦小委員会を一つの委員会にする
とか、又、他の委員会でもその様にして委員会の数を
減らし活動しやすく会員の負担を減らすことが出来
ないかとの考えがでました。

テーマについては、特に問題なく意見が出にくい状
況でしたので、委員会がより活発に活動するにはどの
ようにしたら良いかの方向で意見を求めました。



村橋直前会長、杉村直前幹事慰労会
7月28日（木）18：00より太閤園淀川亭において、村橋直前会長、杉村直前幹事の慰労会が21名参加のもと行
われました。終始賑やかで楽しい雰囲気の中、出席者全員からの温かいお礼の言葉などをいただきました。村
橋直前会長、杉村直前幹事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：クラブ奉仕フォーラム、木村委員長よろしくお願
いします。

辻（義）：ニコニコ

辻（一）：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

早瀬：ホームクラブ例会欠席のおわび

前田：先週、陸前高田の一本松を見てきました。

檜皮：本日、直前会長幹事の慰労会、よろしくお願いし
ます。孫娘、茉依（まい）の出産お祝い有難うご
ざいました。

北村（薫）：西田さんの手術順調のようです。ニコニコ

岡本：百嶋君、ようこそ！！ニコニコ

戸田：木村会員、クラブフォーラムよろしくお願いします。

栗山：ニコニコ

坂本：ニコニコ

本日合計 : ￥55,000
累　計 : ￥156,000
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●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 1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 0名
出席者 23名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 76.66 %
6月29日の修正出席率 93.54 %

●メイクアップ
下岡 陽一郎   6 月20日 インターアクト認証状伝達式
山本 　肇   6 月20日 インターアクト認証状伝達式
吉田 　了   6 月20日 インターアクト認証状伝達式

中之島基金
7月20日（木）現在

残高 2,400,005円 です。

●本日のビジター
 大阪ロータリークラブ 百嶋　計 様


