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会員増強・拡大月間
月間テーマ（8月）

第1210回（本年度 第6回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日は福田ガバナー補佐の訪問日です。福田ガバナー補佐とは例会
前に私と木村会長エレクト、高島PG、藤本幹事の5人で懇談会をして
参りました。その時にはRIの方針や地区のビジョン、そして今月30日
にあるガバナー公式訪問の心構えなどを教えて頂きました。福田ガ
バナー補佐には例会、そしてその後にあるクラブ協議会まで長丁場
になりますが宜しくお願い致します。

本日のプログラム

次回 8/23 のお知らせ
♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　インターアクト海外研修報告
　開明高等学校　生徒代表

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　私が感じた中国共産党
　担当：北村 讓 会員
　講師：公益財団法人　日本ユース
 リーダーズ協会 理事（大阪
 鶴見RC会員）
 笛吹 明男（うすい あきお） 様
■第4回 9月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

※次週、8月16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。

　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。理事役員、各
委員長の皆様、ご出席を宜しくお願いいたします。

■8月9日（木）北村讓会員の卓話です。宜しくお願い
いたします。

■8月16日（木）は休会です。

2018-19年度第1209回（第5回例会）
幹事報告 (8/2)

幹事  藤本 淳司

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より
「第16回米山功労者」の表彰を受けました。

本日のクラブ協議会は第1回目と言う事で今年度の
活動計画・方針を発表してもらいますが、その時に何
故その様な奉仕計画をたてたかなどの考えも一緒に
発表してください。

先月西日本豪雨の義捐金をお願いしましたが、
63,701円集まりました。中之島RCの災害基金から
100,000円と合わせて163,701円地区の方に送金
致しました。ご協力有難う御座いました。亡くなられ
た人のご冥福をお祈り申し上げますと共に一日も早
い復興を願っております。

さて本日はライトミールデイと言う事で、ちらし寿司
を用意しています。軽い食事、少し安い食事と言う意
味で、浮いたお金を奉仕活動資金に充てたいと思い
ます。今年度は毎月1回月替わりで太閤園さんに知恵
を絞って頂いて違うメニューを提供して頂きます。例
えば来月はカレーライス、その次は天丼と言う風にバ
ラエティー豊かな食事を考えていますので宜しくお
願い致します。

■8月23日（木）インターアクトクラブ生徒代表の海
外研修報告です。

■8月30日（木）は山本ガバナーの公式訪問日です。
会員の皆様全員の出席をお願いいたします。

■8月のロータリーレート　1米$＝112円

福田 忠博 ガバナー補佐がお見えになりました。



8月は会員増強・拡大月間ということで、8月月初の卓
話は会員増強・維持について話をさせていただきます。

2660地区最近5年間の会員数は、

2013年 3,598名、
2014年 3,571名、
2015年 3,568名、
2016年 3,576名、
2017年 3,570名

と図ったように3,600名弱程度で推移しています。

毎年300名近い入会者がある反面、退会者も300名
あります。

地区の会員数最大の1996年5,702名を頂点として
1998年から急速に減少、2009年には4,000名を割
り、現在に至っています。

まず最初に会員の退会について纏めてみました。

会員の在籍年数状況は、6年未満会員が40％、10年
未満会員は50％であり退会者の50％は在籍5年未
満、10年未満で65％となっています。

退会の主な要因としては

1．メンバーの高齢化、病気、死亡。

2．家族の介護、家庭事情。

3．経営環境の悪化。（経済不況、地域の過疎化）

4．会費その他の経費負担。

5．ロータリーそれ自体の問題。

・会員同士の親睦欠如、会員間の派閥

・クラブ例会の魅力低下

・奉仕プロジェクトに興味を感じない

・ロータリーの情報発信不足

などが考えられます。

会員数を維持するには、入会後間もない会員の退会
防止と転勤者の確実な後任の推薦が必要と思われ
ます。

具体的な退会防止策としては、

1．例会、奉仕活動、親睦など魅力的なクラブ作り

2．こまめな声掛け、コミュニケーション、新入会員
のフォロー・ケアー、長欠者のフォロー

3．会員への顧客紹介、平等なクラブ運営、柔軟な
クラブ運営（出席など）

などが上げられます。

他方会員増強についての課題としては

1．知名度、認知度不足、魅力・メリットの説明

2．出席義務、時間的制約（例会出席の負担）

3．候補者の発掘、候補者の取り会い

4．会費負担

5．会員の増強意識の低さ

6．少人数クラブへの入会拒否

などが上げられます。

増強の活動としては

1．全会員による候補者の提出

2．懇談会、食事への招待

3．新入会員による勧誘

4．退会者への再入会の声掛け

5．JC，RAC卒業者への勧誘

6．少人数グループによる活動

などが効果を発揮しているようです。

また入会促進の一つとして女性会員の勧誘が有効で
す。2018年3月現在での女性会員は世界平均で
22.11％を占めていますが、日本平均6.4％、2660地
区では7.2％と、ロータリー主要国の中で際立って少
ない状況です。

2018-19年度会員拡大増強・維持

会員増強・維持小員会　辻 義光 委員長



2010年全国207万社中、女性経営者21万人の
10.16％でしたが、2015年全国280万社中、女性経
営者は33万人の11.87％に増えています。

最多は東京の8.6万人で14.3％、大阪は3万人で
12.97％でどちらも全国平均を超えています。

女性の入会は多様性確保の点でも重要と思われま
す。ぜひ女性会員の入会を強化すべきと思います。

会員増強には奇策・秘策はないと言われています。

第1回　クラブ協議会（2018-2019年度）
日　時：2018年8月2日（木）　13：40～15：00
場　所：太閤園 2F　オパールルーム

開会の挨拶　西田会長

ご多忙の中、お集まり頂きましてありがとうございます。

本日は各委員会の今年度活動方針・活動内容につい

て協議を進めたいと存じます。

皆様の活発なご意見を頂戴いただきますよう宜しく

お願い致します。

福田ガバナー補佐

ガバナー補佐はガバナーの考えを各クラブに伝え、ま

たクラブの活動状況をガバナーに報告しクラブの効

果的な運営のサポートするものだと考えます。

 ・ロータリーのビジョン  ・ロータリーの目的等の説明

本日はよろしくお願いいたします。

【協議事項】

1. クラブ奉仕委員会 金森委員長

本年度 第2回例会でクラブ奉仕委員長として今年
度の活動方針を述べさせて頂き、第3回例会でク
ラブ奉仕 クラブフォーラムをさせて戴きました。

奉仕委員会傘下の4小委員会がそれぞれ活動計
画を作成しそれに基づき活発に活動をして頂くこ
とになっています。

その中でも例会出席率メーキャップ後100%を月1
回目指すこと、例会出席表の作成、取り扱いクラブ
案内資料の作成についての提案、IH会の開催（60
歳以下と会員歴5年以下の会員対象）についての
各小委員長並びに出席者よりそれぞれ報告・提案

増強への具体的な例を列記します。

1．JCからすでに入会しているメンバーを通じ、今
後入会を推薦するメンバーに声掛けをする。

2．入会3年未満の会員を委員長にして若手、女性
の入会に繋げる。

3．候補者がゴルフ好きな場合、入会前でも同好会
に参加してもらう。

4．年2回ゲストデーを決め、会員の友人知人、仕事
上の繋がりのある方を招いて、ロータリーを
知ってもらい、時間を掛けて入会を薦める。

2660地区ビジョンの中期5ヵ年目標（2017-18～
2021-22）の一つとして、会員規模については純増
82名×5ヵ年の4,000名を目指すとなっています。

今年度大阪中之島RCの会員増強・維持委員会は純
増員3名以上を目標としていますが、できれば西田会
長の希望数10名に少しでも近づけられるように努力
したいと思っております。

大阪中之島RCの会員の皆様、今年度会員増強よろ
しくお願いいたします。

をして頂きました。

なお、当クラブ内の行事のメーキャップ扱いにつ
いての基準の確認を理事会にてすることについて
協議されました。

2. 会員増強・維持小委員会
 辻（義）委員長（代理：村上会員）

今年度におきましては1名の入会また3名の入会
予定者があります。

今後、今年度の目標通り40名に達するように会員
増強・維持への意識を高めてまいります。御協力よ
ろしくお願いいたします。

3. 例会運営小委員会 木村委員長

今年度の本ロータリークラブのテーマは、「活性
化」でありますが、活性化を実現するためには、ク
ラブで最も基本的かつ重要な行事である例会が
活性化しなければなりません。そして、例会が活性
化するための不可欠な条件は、より多くのメンバー
が例会に出席することであります。従いまして、上
記活性化のためには、例会の出席率を高めること
であります。

そこで、上記出席率を高めるため、下記の方策を
講じることに致しました。

①月に1回修正出席率100％を目標とする日を
定め、当該日には全員が出席するよう努力す
る。なお、上記目標日はガバナーの訪問等重
要行事がある日とする。

②会員各自の出欠状況を可視化して、会員各位
が自己及び他会員の出欠状況が把握できる
よう、2ケ月に1回位の割合で、出欠表を週報
に掲載する。

4. 親睦活動小委員会 井本委員長（代理：杉村会員）

今年度活動計画
①10月18日（木）　創立26周年記念夜例会
②12月20日（木）　年末家族会（仮称）
③来年の春　家族会を予定
④1月31日（木）　上半期新入会員歓迎夜例会
⑤6月27日（木）　下半期新入会員歓迎夜例会

5. 会員研修小委員会 嶽下委員長

・今年度の活動方針

今年度は若手会員を対象とした「IH会（言いたい

放題会）」を開催し「ロータリーの目的」について
研究していく。

・活動計画

Ⅰ「IH会」メンバーによる「ロータリーの目的」研究

メンバー：60歳以下の会員、ロータリー歴5年
以下の会員

オブザーバー：会長、クラブ奉仕委員長、会員
研修小委員会委員

①第1回　7月　情報集会
・議題：ロータリーで一番楽しいこと・ロータ
リーで一番やりたいこと

②第2回　10月　情報集会
・議題：奉仕活動にていて

③第3回　2月　情報集会
・議題：「ロータリーの目的」について

④第4回　4月　親睦会
・米山奨学生との親睦会（奨学生OB含む）

Ⅱ 新入会員に対する研修

Ⅲ ロータリーの規定・情報についての卓話

6. 職業奉仕委員会 村上委員長

職業奉仕と4つのテストの理解を深め職業奉仕の
基本に立ち返ることを方針とする。

今年度活動計画

1．座禅体験・・・職業奉仕実践の中で大切な心
を内面から見つめる機会の設定。
時期：10月下旬

2．職業奉仕フォーラム・・・職業倫理と奉仕活動
をテーマに意見交換の場を設定。
時期：来年1月24日

3．出前授業の継続・・・学校と授業内容の検討
及び講師陣の編成
時期：来年5月頃

4．職場体験の実施・・・会員又は会員推薦の職
場を訪問する事で職業への知見を高める。
時期：4～5月頃

5．会員企業設立記念・・・該当月に記念品を贈
呈する。
時期：該当月
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7. 社会・青少年奉仕委員会
 北村（讓）委員長（代理：杉村委員）

活動計画

①12月1日（土）成美学寮への奉仕事業

6月19日に成美学寮橋本理事長と面談をしロー
タリークラブの奉仕活動のシステムついて説明
をした。

・ロータリークラブの事業は単年度制であり、当
該委員長が理事会の承認を得て行う。従って、
今後必ずしも継続できる保証はない。

・現在奈良方面のロータリークラブでこの事業
の引継ぎを考察している。

②8月22日（水）にしなり★こども食堂への支援

大阪府内だけでも219か所の子供食堂があり、
昨今は経済的な問題だけではなく心の問題を
抱えていると言われています。その様なことを鑑
みて今年度奉仕事業を施します。

・「玉出ボール」にて子供たちとボウリング大会
その後「かごの屋岸里店」にて昼食

③12月2日（日）エイズ啓発大阪JAZZフェスティバ
ルへの支援

④開明中学・高等学校インターアクトクラブへ積極
的な参加

8. 国際奉仕委員会 戸田委員長

一人でも沢山の会員に参加して頂くため、予定分
も含めて早期に発表を行い、多忙な会員各位のス
ケジュール調整をお願いします。

1．米山梅吉記念館への見学
10月～12月にかけての4つの土曜日の候補
を挙げ、会員に回覧し、日程を決定予定

2．VTT（ベトナム）：2019年1月13日～17日

3．201９年2月21日国際奉仕フォーラム
地区委員長前田要之助様卓話と高島会員に
よる中之島ロータリークラブが行ってきた国
際奉仕について

4．ハンブルグ国際大会（案）：2019年5月31日
～6月6日

5．モンゴルへの支援（未定）
・許可が下りれば、2019年5月初旬にモンゴ
ルで贈呈式＝場所は未定。

・大阪の3世代クラブ（大阪天満橋・大阪大手
前・大阪中之島）

・台北の3世代（Taipei Yangming・Taipei 
Pailing・Taipei Fuling）が一緒にグローバル
補助金を用いて人道的奉仕活動をするのが
特徴的

・救急車を贈る病院はHospital of Mandal 
Saum

9. SAA 檜皮担当

1．会員相互ならびに来訪された方々と親睦を深め
るために、できるだけ歓談の時間設けたい。

2．秩序ある例会運営により登壇時：会長挨拶、報
告、卓話時には私語の無いように、また携帯電
話の取り扱いにも注意喚起する。

3．会員相互の親睦を図るために指定席を決め7
月・8月は、各委員会の絆を深めるために委員会
別に席を決めました。奨学生は各テーブルに移
動して座っていただく

4．SAA担当委員は30分前には会場に出席し、例
会がスムーズに進行できるように、会場の準備
点検する

5．ニコニコ箱のお願い：目標220万円
ニコニコ袋に楽しいコメントをお願いしたい

10. 会計 北村（薫）会計

年2回発行の会員への請求書における奉仕事業に
たいする詳細を会員研修委員会等において新入
会員に説明を施すできである。



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

▲事務所創立記念日のお祝い：左より西田 末彦会長・村木 博行会員・
　丸山 澄高会員・嶽下 勇治会員・辻 一夫会員

▲結婚記念日のお祝い：左より村木 博行会員・西田 末彦会長

井本 万尋インターアクト海外研修 報告
2018年8月2日～8月5日までインターアクトクラブの海
外研修に杉村会員の代理として参加させていただきま
した。

今年は台湾へ2660地区より11校55名の中高生を引率
しました。

台湾はこちら大阪より平均気温が3～4度低く、3泊4日
の旅はスムーズに工程を終えることが出来ました。生徒
たちも現地の3461地区のインターアクトクラブの中高
生たちとの交流を深めることが出来ました。ケガ病気も
なく全員が無事に帰国できました。

23日に開明中学校の河本君の報告があります。楽しみ
にしておいてください。

総評　福田ガバナー補佐

例会の出席率がクラブの活性化に繋がると考えら
れます。

また、メークアップの対象については年度が始まる
前に理事会等で検討を重ねる必要があると思いま
す。本日はありがとうございました。

閉会の挨拶　木村会長エレクト

本日は活発なご意見の交換ありがとうございました。

頂きましたご御意見等について今後理事会で検討
を致します。



●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 24名 外国ゲスト 1名
欠席者 5名

出席率 82.75 %
7月12日の修正出席率 89.65 % ●メイクアップ

北村 　薫   7 月18日 広島瀬戸田RC
下岡 陽一郎   7 月19日 直前会長・幹事慰労会
杉村 雅之   7 月19日 直前会長・幹事慰労会

ニコニコBOX

西田：本日は福田ガバナー補佐、ようこそお越しくだ
さいました。
例会前の懇談会からクラブ協議会まで長丁場
ですが宜しくお願い申し上げます。

藤本：満村会員、本日は宜しくお願い申し上げます。

村上：満村会員の卓話楽しみにしています。ニコニコ

戸田：福田ガバナー補佐ようこそ

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

高島：福田ガバナー補佐ご苦労様です。

金森：福田ガバナー補佐、宜しくお願いします。

嶽下：ニコニコ

辻（一）：暑い日々、頭が暑い！困っています。

下岡：ニコニコ

前田：ガバナー補佐、ようこそお越しくださいました。

檜皮：福田ガバナー補佐ようこそお越しくださいました。
酷暑のため檜皮は寡黙になりつつあります。

村橋：福田ガバナー補佐をお迎えして、ニコニコ

村木：ロータリーに入会させていただいてちょうど1ヶ
月になりました。ニコニコ

満村：ニコニコ

栗山：来週欠席のおわび、ニコニコ

杉村：福田AG、本日はよろしくお願い申し上げます。

大阪南RC　米田 幹郎 様：ニコニコ

本日合計 : ￥47,000
累　計 : ￥222,000
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●本日のビジター
 京都洛中RC 奥村 由之 様
 大阪南RC 米田 幹郎 様

●本日のゲスト
 米山奨学生 蕭　 宇庭 様

本日のメニュー

ライトミール
麻婆豆腐　ちらし寿司　赤出汁　コーヒー

皆さんこんにちは、一か月ぶりです。

ここで残念なお知らせがあります。

前にテストいた会社はダメでした。でもまだまだ頑張り
ます明日は京都行きます。

先週の時台風がありましたけど 皆さんの家は大丈夫で
しょうか?

私のお家はなんにもなく大丈夫です。

米山奨学生 米山奨学生　簫 宇庭（ショウ ユーティン）


