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会員増強・拡大月間
月間テーマ（8月）

第1257回（本年度 第7回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 8/29 のお知らせ
♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　
　村木 博行 会員

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　会員増強維持委員会卓話
　藤本 淳司 委員長

今月は、会員増強・新クラブ結成推進月間ですが、このテーマについ
て、四宮ガバナーがガバナー月信で述べられていることを、要約して
紹介します。

マーク・ダニエル・マローニー会長は「ロータリーを成長させるに
は・・・会員基盤を成長させることが必須です」「そのためには、単に退



会者の代わりに新入会者を増やすことではありませ
ん、穴の開いたバケツに水を灌ぐのではなく、退会の
原因を取り除くことであります」

当地区でも、期中に会員が一時的に増えても、期末
に多くの退会者が出て最終的に会員数の増加につ
ながっていないという現象が見られます。

そこで、「新入会員獲得」と「退会防止」とを分けて考
える必要があります。

当地区では前年度において、新会員0のクラブがいく
つかありましたが、この現象が続けば、平均年齢が上
がり続け、クラブの活力が低下せざる得ません。今一
度職業分類制度を見直し、多様な会員を勧誘する必
要があります。

又、近年国際ロータリークラブで強調されています多
様性、柔軟性は自クラブにあった形で取り入れること
も新たな会員獲得につながると思われます。

退会者の中には、残念ながら入会後3年未満の会員
が多いのが現状です。退会の隠された理由として「寂
しさ」があると思います。

ロータリーに入会していなければ、出会うことのな
かった人々との「つながり」を得ながら、ロータリーを
去って行かれることはとても悲しいことです。新しい
仲間と寄り添いましよう。新たな友達ができた喜びを
分かち合いましよう。これが退会防止に繋がると信じ
ています。

以上が、四宮ガバナーのメッセージです。

■本日は村橋会員の卓話です。
　よろしくお願い致します。

■次週8月15日（木）の例会は休会です。

2019-20年度第1256回（第6回例会）
幹事報告 (8/8)

幹事  安達 昌弘

■お盆休み明けの8月21日（水）は、社会青少年奉仕
委員会の今年度最初の奉仕事業「にしなり子供食
堂の支援」で、昨年同様約25名～30名の子供達を
ボウリングと食事に招待致します。
　10時半に玉出ボウルに集合、その後近くの「かご
の屋」にて昼食、13時半頃の解散を予定しており
ます。

■8月22日（木）は会員増強維持委員会のクラブ
フォーラムです。
　藤本委員長、実のあるフォーラムをよろしくお願い
します。

■8月29日（木）の卓話は村木会員の担当です。　
　よろしくお願い致します。

■9月5日（木）の卓話は先日インターアクトでバンコ
クへの研修旅行に参加された開明中学校の生徒
さんです。
　先生1名と生徒さんが5名来られます。

■9月12日（木）は岡本会員の卓話です。

岡本会員、お孫さんのお誕生おめでとうございます。

Congratulations!



本日の卓話は、「日本刀から学ぶもの」をテーマに私
自身が中之島ロータリークラブ入会のきっかけにも
なった事を思い出しながらお話しさせて頂きます。

幼少の頃、自宅仏間の高座に置かれていた短刀を好
奇心本意で覗き、何年かの後に祖父にその由来を尋
ね、祖父の母から「生恥を晒すなら腹を切れ」と渡さ
れたものと聞き、思い返せば、これが初めての日本刀
との出会いでした。

平成元年に居合道円心流・森之内一刀流の道場に
入門し、日本刀との交わりを得て、道場での稽古が身
心共に張りつめた緊張の中に魅力を感じたものであ
りました。

50才を越えた頃、元会員の故犬飼氏と会食の折、柳
生新陰流の師範に紹介すると言われその道場に興

味本位で通い出し、当時の門弟に中之島RCの会員
が多く在籍していたこともあり、自然な成行きで入会
させて頂きました。

さて「日本刀」と聞いて何を思い浮べられますか？

現代社会では、見ること知ることの機会も少なくなり、
その歴史や生立ちについて触れて頂き、日本固有の
伝統とその精神を思い浮かべて頂ければと思います。

日本固有の製法による刀剣のみを「日本刀」と称し
ます。

その製法は、国内の砂鉄を製錬して得られる「玉鋼」
を鍛錬して作刀するもので、強靭かつ鋭い切れ味と
美術的な姿は、国際的にも高い評価を得ています。

日本刀の歴史に纏わる普遍的精神は、時代が変わっ
ても日本人の心に宿っていると感じられるのではな
いでしょうか。

日本刀から学ぶもの

村橋 義晃 会員

ガバナー杯争奪軟式野球大会の日程が決定いたしました。

初戦は9月28日（土）9：00から、富田林市立総合スポーツ公園野球場（富田林バファローズスタジアム）にて
帝塚山RCとの対戦となっております。ぜひ皆様応援してください！

第31回 ガバナー杯争奪軟式野球大会

※試合開始30分前までに集合してください

第1試合
9：00～10：30

大阪中之島
帝塚山
（1塁側）

第1試合
9：00～10：30

大阪中之島
大阪西
（1塁側）

第3試合
12：40～14：10

大阪中之島
難波

（1塁側）

第4試合
14：30～16：00

大阪中之島
御堂筋本町
（3塁側）

第4試合
14：30～16：00

大阪中之島
心斎橋
（1塁側）

決勝・
3位決定戦

富田林球場 山本 山本 阿田峯 阿田峯 福万寺

9/28（土）

第3試合
12：40～14：10

大阪中之島
吹田西
（3塁側）

山本

10/5（土）日程 10/13（日） 10/14（月・祝） 10/19（土） 11/2（土） 11/4（月・振）



日　時：2019年8月8日（木）　13：40～14：25
場　所：太閤園　2F　サファイヤルーム
出席義務者：理事・役員
出席者：木村・金森・辻（一）・藤本・梅原・村橋・辻（義）・岡本・下岡・北村（薫）・安達・村上　以上12名（敬称略）
欠席者：西田・井本

2019-2020 年度 第3回　9月度定例理事会議事録

開会の挨拶（木村会長）

本日は第3回目の理事会ですが、重要なテーマの議
題が数多くあります。ゆっくりやっていると、何時終わ
るかわからないので、できるだけ簡潔に議論を進めて
いただきたいと思います。

本日はよろしくお願いします。

【審議事項】

1. 年間行事予定の件

（1）10月12日（土）　三世代合同奉仕事業

大阪天満橋ロータリークラブがホストクラブで社

会福祉法人「聖家族の家」の子供達と「琵琶湖遊

覧船」に乗船する奉仕活動。

⇒［ 承認 ］

（2）11月7日（木）　三世代合同例会

（大阪天満橋ロータリークラブ）大阪ヒルトンホテル

⇒［ 承認 ］

2. にしなり子供食堂支援事業について

奉仕活動内容：にしなり子供食堂に通う子供たちを勇

気づけ元気にする奉仕活動。ボーリングと食事をロー

タリアンとともにします。

（1）支援先：NPO法人  西成チャイルド・ケア・センター

（2）ボーリング場：こども達とボーリング大会（玉出ボ

ウル）

（3）食事会：かごの屋岸里店

（4）日時：2019年8月21日（水）

　　　　10時30分～13時30分

（5）集合時間：10時30分

（6）集合場所：玉出ボウル

大阪市西成区潮路1-7-5

TEL.06-6658-0661

（7）食事場所：かごの屋岸里店

大阪市西成区岸里3-11-12

TEL.06-4398-3211

（8）事業予算：

 玉出ボウル ボーリング代 51,000円

  ドリンク代 4,000円

 かごの屋 食事代 120,000円

 参加賞  25,000円

 合計  200,000円

　⇒［ 予算承認 ］

3. 社会青少年奉仕委員会の今後について

前回理事会で社会青少年奉仕委員会を、インターアク

ト事業も継続拡大の方向にあるので、社会青少年奉仕

を社会奉仕と青少年奉仕に分離し独立させたらどうか

との提案があったので今回理事会で討議されました。

各理事の討議の結果、幹事よりこれからのインターア

クト事業の継続と、4年後にはインターアクト海外研修

のホストクラブを担当せねばならないこと等から、そ

の為には何らかの組織が必要であることは共通認識

があります。

今後その組織を独立した青少年奉仕委員会とするか、

現状の社会青少年奉仕委員会のなかで暫定的な特

別委員会をつくり対応するかについて、採決をした結

果、独立させずに現状の社会青少年奉仕委員会のな

かで、特別委員会をつくることで決着し理事会で承認

されました。

4. 三世代合同奉仕事業について

大阪天満橋ロータリークラブをホストクラブとして進

められています。

本年度は「大阪市立児童院、聖家族の家」の子供達を

琵琶湖周遊覧船に乗せるというものです。船内で昼食

します。尚、ここの施設は3年前にも岸和田だんじり祭

りと地引網の体験をした施設です。

10月12日（土）午前9時30分ヒルトンホテルをバスで

出発。子供達は施設から別のバスで目的地に向かい

ます。

尚、この奉仕事業の発表は11月7日（木）の三世代合

同例会に行われます。



【’19年9月 行事予定】　（基本的教育と識字率向上月間）

【’19年10月 行事予定】　（経済と地域社会の発展月間・米山月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

3日（木）

10日（木）

17日（木）

24日（木）

31日（木）

1263

1264

1265

1266

-

13

14

15

16

-

北村ガバナー補佐訪問日

社会奉仕委員会フォーラム

四宮ガバナー訪問日

創立27周年記念夜例会

休会②

第2回クラブ協議会

第5回11月度理事会
社会奉仕委員会：
井本委員長

米山奨学委員会：
山本委員長

地区公共イメージ向上セミナー
　日程：10/12（土）
　会場：大阪YMC会館

【’19年11月 行事予定】　（ロータリー財団月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1267

1268

1269

1270

17

18

19

20

次年度理事・役員発表
ロータリー財団委員長卓話

第6回12月度理事会

R財団担当（国際奉仕）：
栗山会員

卓話担当：下岡会員

卓話担当：杉村会員

卓話担当：高島会員

秋のRYLAセミナー
　ホスト：大阪南RC
　日程：11/2日（土）～4（月）
　会場：サントリー箕面研修センター
IM6組 会長・幹事会2
　日程：11/6日（水）
　会場：太閤園

5. その他

（1）9月5日 インターアクトバンコク海外研修参加校

開明中学・高等学校から参加者6名が訪問されま

す。尚、食事代は社会青少年奉仕委員会の予算支

出となります。

　⇒［ 承認 ］

（2）入会選考

入会希望者北口氏の入会を了承

　⇒［ 承認 ］

（3）事務局

パソコンのウインドウズ7が動かなくなったのでウ

インドウズ10に変更する。

　⇒［ 承認 ］

（4）会計

事業計画と報告及び活動収支報告書を必ず提

出のこと。収支報告書がないと金額清算が出来

ません。

尚、報告書には会長・幹事・会計の確認印欄を追

加する。

　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（金森会長エレクト）

本日は慎重審議有り難うございました。

社会青少年奉仕委員会の問題は続けてゆく課題とな
りました。25周年のときインターアクトを生んだ以上、
育てる責任があります。新年度においても重要な課題
として取り組み、人員配置も考えて強化してゆきたい。

今日は有り難うございました。

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1259

1260

1261

1262

9

10

11

12

インターアクト海外研修報告

臨時総会（事業・決算報告）

インターアクト生徒代表

卓話担当：岡本会員

前年度事業報告：藤本会員
前年度会計報告：嶽下会員
前年度会計監査：下岡会員

卓話担当：佐賀野会員

第4回10月度理事会
指名委員会開催

地区ロータリー財団セミナー
　日程：9/14（土）
　会場：大阪YMC会館



本日のソング委員  杉村 雅之会員

ニコニコBOX8
8

●出席報告
会員数 35名 国内ビジター 0名
名誉会員数 5名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 1名
出席者 30名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 88.23 %
7月18日の修正出席率 94.28 %

●メイクアップ
藤本 淳司   7 月18日 直前会長・幹事慰労会
北村 　薫   7 月18日 直前会長・幹事慰労会
嶽下 勇治   7 月18日 直前会長・幹事慰労会
梅原 一樹   7 月18日 直前会長・幹事慰労会
北村 　讓   7 月18日 大阪天満橋RC
丸山 澄高   7 月24日 IM6組六輪会
下岡 陽一郎   7 月28日 絆 IN モンゴル
上山 英雄   7 月  9 日 八尾中央RC
杉村 雅之   7 月  9 日 八尾中央RC

木村：猛暑です！

金森：お誕生日のお祝いをいただいた喜びに！！

それにしても毎日暑いですね。

辻（一）：村橋さん、卓話楽しみにしています。

暑い中、ご準備大変でしょうね。

下岡：ニコニコ

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

嶽下：村橋会員、卓話楽しみです。ニコニコ

北村（讓）：バンコクインターアクト海外研修、お疲れ

様でした。

前田：今年度会長幹事は、市岡高校コンビですね。

ちなみに私のこわーい女房も市岡高校です。

村上：村橋会員、本日の卓話楽しみです。ニコニコ

上山：暑さがこたえます。歳かな？

本日合計 : ￥21,000
累　計 : ￥210,000

●本日のゲスト
岡本啓吾会員ご紹介 遠藤 良太 様

本日のメニュー

小　鉢 うざく　千枚胡瓜　レモン
 針みょうが

造　り 鰹叩き　鯛　玉葱スライス
 ポン酢で

八　寸 小付　いくらおろし
 キッシュ　小川巻　海老フライ
 枝豆団子　焼魚　はじかみ

炊　合 冬瓜　厚揚げ　茄子　はも揚煮
 おくら

強　肴 若鶏照り焼　温野菜
 赤　黄ピーマン　ズッキーニ
 ヤングコーン

食　事 白ご飯　香の物 赤出汁


