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2018年7月26日
第1208回（本年度 第4回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日は大阪大手前ロータリークラブの岡田会長、福井幹事様ようこそ
お越しくださいました。ごゆっくりご歓談ください。先週私と藤本幹事
が表敬訪問した時は帝国ホテルの美味しいフレンチをご馳走になり
ました。岡田会長は和食が好きだと聞いておりましたが、残念ながら
本日は洋食ですが太閤園のフレンチも美味しいですので楽しんで頂
きたいと思います。

さて先週の土曜日に高島会員がコーディネーターをされています第

本日のプログラム

次回 8/2 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会員増強卓話
　満村 和宏 副委員長
■第一回クラブ協議会
　13：40～　オパールルーム
■福田ガバナー補佐 訪問日
　11：30～　懇談会　寿の間

♬SONG : 「友愛の歯車」
●卓話　小委員会活動方針
　会員増強 辻　 義光 会員
　例会運営 木村 眞敏 会員
　親睦活動 井本 万尋 会員
　会員研修 嶽下 勇治 会員
　SAA 檜皮 悦子 会員
　会計 北村 　薫 会員



■本日はクラブ奉仕委員会のクラブフォーラムです。
金森クラブ奉仕委員長、宜しくお願いいたします。

　18：00より村橋直前会長、辻義光直前幹事の慰労
会を淀川邸にて開催いたします。
　皆様、ご出席をお願いいたします。

■7月21日（土）2018年度IA海外研修オリエンテー
ションを大阪国際大学で行います。ご出席予定の
会員の皆様は、宜しくお願いします。

■7月26日（木）（小）委員会の本年度の活動方針発
表です。檜皮SAA担当・木村例会運営小委員長・辻
義光会員増強維持小委員長・嶽下会員研修小委
員長・井本親睦活動小委員長、宜しくお願いいた
します。

■8月2日（木）、福田ガバナー補佐の訪問です。

　例会終了後13：40より福田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、ご出席を宜しくお願いいたします。

2018-19年度第1207回（第3回例会）
幹事報告 (7/19)

幹事  藤本 淳司

3ゾーン「ロータリー戦略計画推進セミナー」が御座
いました。その時には西日本地区のガバナー11名が
今年度の活動計画を発表されてましたが、やはりど
のガバナーも会員増強が一番重要でかつ難しいと言
われておられました。そう言う意味でも本日は金森ク
ラブ奉仕委員長によるクラブフォーラムが有りますが、
活発な意見交換、議論をお願いします。

そして先週お話ししてましたが、西日本豪雨の災害
支援が地区の方からきておりましたが先週の理事会
で中之島ロータリークラブの災害基金から10万円と
皆様からの募金の合計を地区に送金する事になりま
したのでご協力を宜しくお願い申し上げます。

■8月2日（木）8月の会員増強拡大月間として、満村
会員増強・維持副委員長の卓話です。宜しくお願
いいたします。

　8月2日～8月5日まで2660地区インターアクトクラ
ブ海外研修です。
　辻義光会員・井本会員、宜しくお願い致します。

■8月9日（木）村木新入会員の自己紹介と北村譲会
員の卓話です。宜しくお願いいたします。

■8月16日（木）は休会です。

■7月のロータリーレート　1米$＝110円

戸田会員、テレビ出演予定
7月30日（月）午後7時～、4チャンネルの「名医の太
鼓判」のどくまむし三太夫の出張ドクターのコー
ナーに出演します。お時間が合えば、観てください。

本日のメニュー

・鴨のスモーク　サラダ仕立て
・アマダイとスズキのソティ温野菜添え
・生ハムと小海老のサラダ、コーヒー、パン

大阪大手前RCより岡田 耕平 会長と
福井 教男 幹事がお見えになりました。



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　金森 市造

クラブ奉仕フォーラムテーマについて

先週の例会で奉仕委員長としてのクラブ方針を述
べさせて頂きました通り『クラブ奉仕』の各小部門
は、クラブ自体の屋台骨の活動ですので各委員会
部門の活発な活動がクラブの活性化に密接につ
ながっています。

クラブ入会時には、誰もが聞いております会員の3
大義務は「会費納入・ロータリーの友購入・そして
例会出席」とあるのですが、その中でも「例会出席」
はクラブ活動をする上で結構きびしく毎週ホーム
クラブ例会場に出席することが叶わない時には、
例会開催日の相前後2週間以内に他のクラブに出
席してメイキャップをする事になっていることは皆
さん周知のことと存じます。その事が修正出席率に
反映されていきます。

そこで、ロータリーでは、どうして出席委員会という

委員会があり出席率を毎回報告するのか？今一度、
考えてみませんか？そして、古くて新しいいつもの
ことですが、「出席率をあげるには？」という課題で
フォーラムして頂ければと思います。

他クラブをメイキャップのために訪問しますと

○そのクラブ独自のクラブ運営を知ることができる

○訪問クラブの会員に有名人がいたら会えるなど
の新発見がある

訪問した直近例会時に委員会報告の時間で訪問
感想を述べる

四ヶ月に一度会員全員の出席表を公表する

会員増強について

毎年度二～三人の人が退会する

会員のごく親しい周りにいる人が入会したいと思
わせられるか？

例えば
　自分の子供
　社員の中で経営的にごく近い人

などに「RCに入りたい」と思うか？

例会運営について
点鐘の意味
会長の時間の意味
卓話
　会員卓話の意味

1）会員増強について

・退会会員との付き合いを継続して、しつこく勧誘す
ることも大事である。誰でも良いから勧誘して良い

テーブルディスカッション（Aテーブル）
わけではなく、そのせいでかけ
がえのない会員が辞めては元
も子もない。

・自分のクラブの会員数を増や
すことよりもロータリアンを増
やすことが大事である。自分が

地域で活躍し自分がロータリアンであることを知っ
て頂ければ、ロータリーに入りたいという人も出てく
るはずである。勧誘は、やたらに声をかけて誰でも
良いというものではない。ロータリアンとしての素質
があるかを考える必要がある。

・20年前ではロータリークラブに入会者側が「入会し
てもらえた」と喜んだが、今ではロータリークラブ側
が「入会してもらった」に変わっている。和を乱すよう
な人の入会のせいで会員数が減る場合もある。

・入会時選考が大事である。出席が義務であることを
良く説明し、同意頂けない場合は、入会拒否しても
良い場合がある。メイクアップのできる人を選んで
入れるべきである。

・ロータリーの魅力は奉仕活動であると思う。例えば
障害者の奉仕活動は人の心を打つものである。そう
いった経験を通じて入会を薦めるのも良い方法だ
と思う。

・他の会で自分がロータリアンであることを述べて、他
人が入りたいと思うようになりたい自分を目指そう。

2）出席率向上

・ある日突然退会となる会員がいるが、それは周囲に
も問題があると思う。会員同士のコミニュケーション
を通じてなぜ欠席しているかを把握することが大事
である。

・2～3週欠席が続いた会員にはこちらから電話をし
よう。今はグループLINEがあるので、1人でも多くの
会員に欠席することを知ってもらうことを知らせてお
けば、役割を替わるのがスムーズである。



1）会員増強について

・退会会員との付き合いを継続して、しつこく勧誘す
ることも大事である。誰でも良いから勧誘して良い

テーブルディスカッション（Cテーブル）

大きく２点にしぼられました。1点
目は会員獲得、2点目は出席率
100％実現でした。

1点目の会員獲得は自分の周りか
ら拡げて行くこと。友人、知人、取引
先、紹介先まで目を配ること。

それにもまして大事なのは、自分自身が他の人から見
て、輝ける存在であれ。周りの人から、いつかはああなっ
てみたいと憧れられる存在になるよう努めること。

ただこの議論はこれ以上深まりませんでした。

2点目の出席率100％ですが、メイクアップも含め
100％実現が当然ではないか？ロータリーの3大義務
の一つに、例会出席の義務がある。かつて当クラブ設立
当初3年間出席率100％めざし、休んだ会員に対し役
員、紹介者等が常に声かけをしていた。

現在、出席率の報告があるが、単なる毎週報告だけで
なく、月に1回は出席表を配布し、かつ週報にも記載す
ることが大事。当然出席への抵抗や反発は予想される
が、反面出席への関心、意識を高める事にも役立つので
はないか。また無断欠席や長期の休みが会員退会につ
ながる事が多いことに注意すべきであろう。

テーブルディスカッション（Bテーブル）

2番テーブルではフォーラムの課題
については2番の「出席率の向上に
ついて」話し合われました。

西田会長も参加いただきましたの
で活発な意見が出ました。

大型クラブでは退会者を出さない
ように小グループ制を引いており例会欠席者が出ると
お互いに声かけあうシステムを機能させているとの話
が出ました。

大型クラブでは入会者も多い代わりに退会者も多くフォ
ローしにくいため、小集団に分かれてツブツブにフォ

わけではなく、そのせいでかけ
がえのない会員が辞めては元
も子もない。

・自分のクラブの会員数を増や
すことよりもロータリアンを増
やすことが大事である。自分が

地域で活躍し自分がロータリアンであることを知っ
て頂ければ、ロータリーに入りたいという人も出てく
るはずである。勧誘は、やたらに声をかけて誰でも
良いというものではない。ロータリアンとしての素質
があるかを考える必要がある。

・20年前ではロータリークラブに入会者側が「入会し
てもらえた」と喜んだが、今ではロータリークラブ側
が「入会してもらった」に変わっている。和を乱すよう
な人の入会のせいで会員数が減る場合もある。

・入会時選考が大事である。出席が義務であることを
良く説明し、同意頂けない場合は、入会拒否しても
良い場合がある。メイクアップのできる人を選んで
入れるべきである。

・ロータリーの魅力は奉仕活動であると思う。例えば
障害者の奉仕活動は人の心を打つものである。そう
いった経験を通じて入会を薦めるのも良い方法だ
と思う。

・他の会で自分がロータリアンであることを述べて、他
人が入りたいと思うようになりたい自分を目指そう。

2）出席率向上

・ある日突然退会となる会員がいるが、それは周囲に
も問題があると思う。会員同士のコミニュケーション
を通じてなぜ欠席しているかを把握することが大事
である。

・2～3週欠席が続いた会員にはこちらから電話をし
よう。今はグループLINEがあるので、1人でも多くの
会員に欠席することを知ってもらうことを知らせてお
けば、役割を替わるのがスムーズである。

ローするシステムが出来ているのだと。

大阪中之島ロータリーにとってどうなのかという意見も
ありますが、一旦3グループ7～10名に分かれてそのよ
うなことを行うのもどうかという意見が出ました。

また、大阪RCなどは本例会の出席率は低いものの、クラ
ブの歴史的に他クラブへのメーキャップを積極的に
やっていることが見受けられ、本クラブもそれに見習っ
てはどうかと。修正出席率にもこだわり休んだ方の会員
のフォローメーキャップの明示など行ってはどうかとい
う意見もありました。

最終的に昔はホームクラブへの例会は絶対的だという
強制力があった時代もあったので現代にうまく取り入れ
ながらそのように強制力も必要だという意見にもなりま
した。



村橋直前会長、辻義光直前幹事慰労会
7月19日（木）18：00より太閤園淀川亭において、村橋直前会長、辻義光直前幹事の慰労会が行われました。

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、
辻義光直前幹事、1年間ご苦労様でした。本当にありがとうございました。



●出席報告
会員数 30名 国内ビジター 2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 22名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 75.86 %
6月28日の修正出席率 89.65 %

●メイクアップ
井本 万尋   7 月  2 日 地区クラブセントラル
  説明会
下岡 陽一郎   6 月23日 トロント国際大会

ニコニコBOX

西田：本日は大阪大手前岡田会長、福井幹事ようこそ
お越しくださいました。ニコニコ

藤本：大阪大手前岡田会長、福井幹事先日は有難うご
ざいました。本日はお忙しい中お越しいただき
誠にありがとうございます。

村上：熱中症に気をつけましょう。。ニコニコ

戸田：7月30日夜7時、4チャンネルでまたうさんくさい
話をします。ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：大阪大手前岡田会長、福井幹事ようこそお越し
くださいました。

嶽下：ニコニコ

辻（一）：病み上がりで暑さがこたえます。30度の沖縄
に避暑に行きたいです。

下岡：暑いですね、ニコニコ

前田：戸田先生、あっちむいてホイ、良かったですね。

檜皮：大阪大手前岡田会長、福井幹事ようこそお越し
くださいました。兄佐々木宏君よろしくお願いし
ます。
金森会員、クラブフォーラム宜しくお願いします。

辻（義）：ニコニコ

村橋：大阪大手前岡田会長、福井幹事を歓迎いたし
ます。

木村：金森さん、本日のフォーラム期待しています。

北村（薫）：暑いですね。ホームクラブ欠席のお詫び

村木：暑さに負けず頑張りましょう。ニコニコ

栗山：ニコニコ

大阪大手前RC　岡田会長、福井幹事：
1年間どうぞ宜しくお願いします。

本日合計 : ￥52,000
累　計 : ￥136,000
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●本日のビジター
 大阪大手前RC 会長　岡田 耕平 様
  幹事　福井 教男 様


