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会員増強・拡大月間
月間テーマ（8月）

第1163回（本年度 第6回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 8/24 のお知らせ
♬SONG : 「それでこそロータリー」
■ガバナー公式訪問日
●卓話　
　片山 勉 ガバナー

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　ロータリアンに起きやすい
　　　　関節の痛み
　戸田 佳孝 会員

※次週、8月17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。

本日は、中嶋ガバナー補佐をお迎えしております。

例会前に理事役員他の会員との懇談会を開催し、其々の委員会活動
計画の報告と地区への質問を交えて意見交換を行い、中嶋ガバナー
補佐からご意見やアドバイスを頂きました。

親クラブの大阪大手前RCから岡田会長、河野幹事、中林会員のご来



2017-18年度第1162回（第5回例会）
幹事報告 (8/3)

幹事代理  杉村 雅之

■本日例会終了後13：40より第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月は会員増強拡大月間です。本日の卓話は杉村
増強・維持委員長です。よろしくお願いいたします。

■8月10日（木）、戸田会員の卓話です。戸田会員よろ
しくお願いいたします。

■8月17日（木）は休会です。

■8月24日（木）片山ガバナーの公式訪問日です。会
員の皆様全員出席お願いいたしまます。

■8月31日（木）、辻一夫会員の卓話です。辻一夫会
員よろしくお願いいたします。

■「クラブ職業奉仕委員長・地区委員合同勉強会の
ご案内」が来ております。

1．日時：2017年9月2日（土）10：00～12：00

2．場所：大阪科学技術センタ－　401号室

　早瀬職業奉仕委員長、ご出席のほどよろしくお願
いいたします。

■「地区ロータリー財団セミナーのご案内」が来てお
ります。

1．日時：2017年9月2日（土）14：00～16：30

2．場所：大阪YMCA会館　2Fホール

会長、ロータリー財団委員長ご出席のほどお願い
いたします。

■「2017-18年度第1回クラブ社会奉仕委員長会議
開催」のご案内がきております。

1．日時：2017年9月9日（土）10：00～11：50

2．場所：大阪府社会福祉会館

辻一夫社会奉仕委員長、ご出席のほどよろしくお
願いいたします。

※2017年8月のロータリーレートは1米ドル＝111
円です。

訪を歓迎致します。後程ご挨拶して頂きます。

ガバナー補佐訪問は、ガバナー公式訪問の前にクラ
ブ概況や意見交換を目的に行われます。今日の中嶋
ガバナー補佐との懇談会では、当クラブにおける今
年度の活動計画と質疑応答を中心に行い、今年度の
活動内容を再確認する機会でありました。

中嶋 進治 ガバナー補佐がお見えになりました。

本日のメニュー

・冷製パスタ　シーフード添え
・スライスビーフのソテー　温野菜添え　和風おろしソース
・メスクランサラダ、コーヒー、パン

丸山 澄高会員 ご入会おめでとうございます

ようこそ
! 大阪中之島ロータリークラブへ



クラブ戦略計画委員会の目標の地区内の中堅クラブ
を目指すにはクラブの活性化及び財政面においても
会員数50名が相当だと考えます。

また、前年度には前田会員、今年度には北村 薫会員
が再入会頂きました。それは何よりも大阪中之島
ロータリークラブが魅力のあるクラブであるからだと

感じています。“色んな意味で魅力のあるクラブ”が会
員増強・維持にもつながってくるものだと考えます。

さて、今年度の具体的な活動方針は、前年度檜皮委
員長の基で立ち上げました会員増強タスクチームに
若干の変更を施し踏襲してまいります。

大阪中之島ロータリークラブの魅力を大いにアピー
ルするために9名ほどでタスクチームを組み特に若
い方の入会の促進を図りたいと考えています。

まずは当クラブが実施しています奉仕活動や親睦活
動等に参加を促すことが望ましいと考えます。

そして、会員の維持（退会防止）にはやはりロータ
リークラブのより一層の理解が必要であります。

そこで本日はロータリーについてのDVDを鑑賞いた
だきます。

会員増強は単年度ではなく複数年度で取り組むべき
だと考えます。皆様のご理解、御協力を賜りますよう
よろしくお願いいたします。

本日はありがとうございました。

第1回　クラブ協議会（2017～2018年度）
日　時：2017年8月3日（木）　13：40～14：40
場　所：太閤園　サファイアルーム

開会の挨拶　村橋会長

クラブ協議会においては会員の皆様の御意見を頂戴
し、活発な議論を行って頂きますようよろしくお願い
いたします。

【議題：会員増強・維持について】

1. クラブ奉仕委員会 木村 眞敏委員長

クラブ活動についてパンフレットを作成し広報す
る事により会員の増強に成功しているクラブの実
例がある

2. 会員増強・維持小委員会 杉村委員長

・9名程度でタスクチームを組み、若手の入会を促
進する

・興味を持って参加しやすい奉仕事業を通じて入
会に導く

・単年度の計画では増強は難しく、複数年度で目

標計画を立て継続的に実行していく

3. 親睦活動小委員会 北村委員長

会員が個々に会員増強に対して常日頃から考え、
高い意識を持っておく事が大事だ

4. 職業奉仕委員会
 早瀬委員長（代理　戸田副委員長）

10月22日に台北福齢RCメンバーも交えて陽松庵
での座禅研修、2018年には株式会社ユニバーサ
ル園芸社への職業訪問を予定しており、この様な
奉仕活動の機会に入会候補者に参加を促して頂
ければと思います

5. 社会青少年奉仕委員会 辻一夫委員長

・現状の会員数でどこに問題があって会員を増強
する必要性があるのか分からない

・会員増強には人と人の繋がりが大事でその信用

会員増強月間

会員増強・維持小員会　杉村 雅之 委員長



の上で入会に繋がる

6. 国際奉仕委員会 嶽下委員長

・同好会を勧誘の動機として会員を増強している
クラブもありますが、我々の目的でもある奉仕活
動の考え方を理解し、共に奉仕活動をして行く事
ができるのか疑問に思う部分もある

・クラブ活動の広報をモバイル端末で確認できる
ようにする

7. SAA 山本担当

・自分の身近な人を勧誘した方が信頼関係を築け
ているので入会すると持続する。また、意思疎通が
出来ているのでクラブ活動も支障なく活動できる

・ロータリーは会費が高いと言うイメージがあるの
で会費に対しての丁寧な説明が必要である

高島会員

・新入会員に入会式の事前に必ず会員研修を行う

必要がある。

・どのような冊子、資料を配布するかを検討するべ
きである。 

・若手の新入会員を増強するには、柔軟性のある
クラブ運営も必要であると考える。

村橋会長

会員増強は公共イメージ向上の為のHP、広報は
必要ですが、それが直ちに会員の増強に繋がると
は思いません。会員増強のポイントはやはり、身近
な人に個人的にコンタクトを取る事が最善だと考
えます。本日はありがとうございました。

閉会の挨拶　木村会長ノミニー

皆様、ご苦労様です。本日は急にテーマが変わった
にも関わらず活発なご意見をありがとうございまし
た。今後も宜しくお願いいたします。

【確認、報告事項】

1. 出欠確認、配布資料の確認

2. 9月16日家族親睦会

・会　　費：大人 5,000円　子供 2,500円

・出席者数：現在30名ですが40名以上を目標に

・現地視察・交通アクセス確認：

8月21日（月）15：00～

集合場所：北村委員長事務所

3. クラブ創立25周年祝賀会

・贈答品：紅白饅頭（RC焼印）、熨斗の確認

・胸花：胸花の確認、フラワーガーデンにて購入

・演奏：曲目、歌手（写真、プロフィール）、演奏者報告

・司会進行：米倉・藤本副委員長で司会進行

日　時：2017年8月3日（木）　11：00～11：30
場　所：太閣園2F
出席者：木村・北村（譲）・金森・栗山・嶽下・辻（一）・前田・梅原・米倉・藤本　 以上10名（敬称略）
配布資料：
 1. 第5回親睦活動小委員会レジュメ 2. 第5回次年度親睦活動小委員会出欠表
 3. 第4回議事録 4. 7月27日例会・委員会発表－活動方針・活動計画
 5. 日本テレマン中野様より25周年曲目 6. 25周年歌手写真
 7. 25周年紅白饅頭・熨斗 8. 25周年胸花
 9. 委員各位　新入会員歓迎会・お疲れ様会・忘年会 10. BBQ受付票
 11. 舞洲スポーツアイランド 12. 家族親睦会アクセス

第5回　2017-18年度親睦小委員会議事録

4. 次回親睦活動小委員会日程

日　時：9月7日（木）11：00～

場　所：太閣園2階

5. 親睦活動小委員会・前半期の新入会委員歓迎会、
お疲れ様会並びに忘年会

日　時：12月7日18：30～

一次会場所：京都祇園「楽味」

TEL075-531-3733

京都市東山区祇園町南側570-206

二次会場所：Barスナック「知」（とも） 

TEL075-561-1323

京都市東山区祇園町南側有楽町

会費：一次会　2万円　　二次会　5千円

定員：15名（貸切）



ニコニコBOX

村橋：中嶋ガバナー補佐をお迎えして。

木村（眞）：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

辻（一）：ガバナー補佐中嶋様、おくつろぎください。

嶽下：中嶋ガバナー補佐ようこそお越しくださいまし

た。有難うございます。

吉田：ニコニコ

福田：中嶋ガバナー補佐よくいらっしゃいました。

我が母校、福岡県退会で春の選抜大会でベスト

8に入った福岡大濠高校を破って甲子園に出ま

す。ニコニコ

山本：中嶋ガバナー補佐、大手前の岡田会長、河野幹

事、中林さんをお迎えしてニコニコ

高島：中嶋ガバナー補佐、お暑い中有難うございます。

ご指導よろしくお願い申し上げます。

金森：お誕生日のお祝い、美味しい桃を有難うござい

ました。

北村（讓）：丸山さん、入会おめでとうございます。よろ

しくお願いします。

前田：早退のお詫びです。

村上：暑いですね。体調に気をつけましょう！ニコニコ

栗山：中嶋ガバナー補佐、ようこそお越しくださいました。

戸田：中嶋ガバナー補佐をお迎えして。ニコニコ

藤本：中嶋ガバナー補佐、本日はよろしくお願いします。

米倉：ニコニコ

大阪大手前RC　岡田耕平会長・河野裕一幹事：

1年間よろしくお願いします。

本日合計 : ￥68,000
累　計 : ￥267,000
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●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 4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 8名

出席率 74.19 %
7月13日の修正出席率 87.09 %

●メイクアップ
松任 保勇   7 月  4 日 甲子園野球大会前夜祭

●本日のビジター
 ガバナー補佐　大阪城東RC 中嶋 進治 様
 大阪大手前ロータリークラブ 岡田 耕平 様
  河野 裕一 様
  中林 邦友 様

▲お誕生日のお祝い：左より梅原 一樹会員・杉村 雅之会員・辻 一夫会員・
　金森 市造会員・村橋 義晃会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より嶽下 勇治会員・辻 一夫会員・
　安達 昌弘会員・村橋 義晃会長

大阪大手前ロータリークラブより岡田 耕平会長、
河野 裕一幹事がお見えになりました。


