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会長挨拶
会長

会員増強・拡大月間

木村 眞敏

2019年8月29日
第1258回（本年度 第8回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
●卓話 知っていれば「トク」
をするお話
村木 博行 会員

次回 9/5 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 インターアクト海外研修報告
開明中学・高等学校生徒代表

本日は、枚方市長の伏見さんと後援会長の村田さんが見えられてお
られます。後程挨拶していただきます。
よろしくお願いします。
昨日は、西成食堂の子供たちとのボーリング大会がありました。子供
たちの成長が眩しかったです。
ところで、最近読んだ本で驚いたことがあります。
その本には、知能指
数（IQ）
の国別比較が記載されていたのですが、
それによりますと、何
と日本は世界1なのです。2位は台湾で、3位はシンガポールです。10

位はドイツ、20位がイギリス、
アメリカは27位でした。

大阪中之島ロータリークラブからは、木村会長と栗

概して、
アジア漢字圏が上位で、
ヨーロッパはそれよ

山財団委員長が参加されます。

り下位ということでした。

■9月19日
（木）
は臨時総会です。

昔、読んだ本で、
アメリカの学者の「黒人の頭蓋骨は
白人の頭蓋骨より小さいので、黒人は白人に知的に
は劣る」
という主張に対し、
日本の学者が
「その論法で
行けば、白人の頭蓋骨は黄色人種のそれより小さい
ので、白人は黄色人種に知的に劣ることになる」
と

前年度の事業報告・会計報告等がございます。
■9月26日
（木）
の卓話は佐賀野会員の担当です。
■10月1日（木）は、北村ガバナー補佐をお迎えして
の第2回クラブ協議会が開催されます。

言っていましたが、上記知能指数の国別比較を見れ
ば、
上記日本の学者の説の信憑性が出てきたようです。

幹事報告 (8/22)
2019-20年度第1257回（第7回例会）

幹事 安達 昌弘

名誉会員であり、枚方市長の伏見会員が
立候補の報告も兼ねてお見えになりました。

本日のメニュー
■本日は会員増強・維持委員会卓話です。
藤本委員長、
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。
■9月14日（土）は大阪YMCA会館におきまして、地
区ロータリー財団セミナーが開催されます。

・オードブルヴァリエ
・牛肉のロースト温野菜添え レフォール風味ソース
・彩りサラダ、
コーヒー、
パン

会員増強委員会フォーラム

会員増強・維持小員会

藤本 淳司 委員長
・傾向としては7月に入会者が多く、6月に退会者
が多い
（退会理由）
・退会者の約半数が5年未満在籍数で10年未満に
なると約66％
・仕事の都合、健康ないし一身上の都合、家庭の都
合、出席率、その他5年未満の会員では「仕事の
都合」
で退会する会員が約半数を占め、5年以上
の会員では
「健康ないし一身上の都合」
の割合が
多くなっている。

8月は会員増強月間で会員増強・維持について本日
はお話をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
（活動方針）
大阪中之島クラブ会員増強目標
・クラブ戦略計画委員会で創立30周年に向けて
50名の会員数を目指す
・今年度は40名の会員数を目指す。
（クラブ定款

第3条 クラブの目的）

本クラブの目的は、
「ロータリーの目的」の達成を
目指し、五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉
仕プロジェクトを実施し、会員増強を通じてロータ

（クラブの魅力）
：複数選択
・人間関係

74％

・親睦活動

61％

・例会

55％

・奉仕活動

49％

・同好会

24％

・理念の実践

10％

・魅力なし

3％

30人未満のクラブではこれらの比率が相対的に
低い
（入会促進〜女性会員の入会）

リーの発展に寄与し、
ロータリー財団を支援し、
ク

〇1989年RIは
「男性会員に限る」条項を削除

ラブレベルを超えたリーダーを育成することであ

〇以降次第に女性会員は増加。

る。
と条文に記載されておりますのでクラブを運営
していく中で会員増強は各クラブに与えられた重

RI

要な活動になります。
（在籍年数別会員動向

（比率）

地区と大阪中之島RCの

比較）

日本
2660地区

280,040名 22.9％
5,991名

6.7%

283名

7.7%

地区

大阪中之島RC

少しずつ増えているが、日本の女性会員はロータ

6年未満約40％

現在15名で約43％

リー主要国の中でも際立って少ない。

9年未満約50％

現在21名で約60％

20年以上約25％

現在 5名で約15％

2660地区の会員状況
・1996年に最大5,702人、現在2018年3,626人
・最近5年間は3,600人程度で毎年300人近い
入退会者でほほ均衡している

（アメリカ：33％、
インド：12.2％、韓国：21.7％、
ド
イツ：12.0％、台湾：28.4%）
〇女性の入会は、多様性確保の点でも重要

にしなり☆こども食堂奉仕事業報告

社会・青少年奉仕委員会 委員長

井本 万尋

8月21日
（水）
に今年度社会青少年奉仕委員会として

持てないのに、雰囲気が楽しいせいか一生懸命に投

の第1回の奉仕事業を本年も昨年に引き続き
「にし

げている姿が印象的でした。

なり☆こども食堂」
のこども達を対象に行いました。

引き続き、お昼ごはんはかごの屋岸里店でロータリ

当日はにしなり☆こども食堂の代表の川辺さんに連

アンのみんなで頂きました。

れられ、10時半に玉出ボウル集合でしたが10時には

普段より大人なお店の雰囲気がこども達の賑やかな

約20名のこども達は玉出ボウルに集合しており、ず
いぶん楽しみにしていたボウリングがいつ出来るの
か？今か今かと待っている状態でした。
無事に全員集まったところで、賑やかにボウリングを
2ゲーム楽しみました。
こども達の中にはボウリングのボールさえ重すぎて

声で楽しく変わりました。
木村会長の挨拶では昨年の参加時よりこども達の成
長が見れて驚きましたとの感想を頂きました。
最後は一人一人にお菓子とタオル地ハンカチのプレ
ゼントをもらいご満悦なこども達でした。

インド：3232地区代表団との懇親会

檜皮 悦子

2019年8月20日（火）インド：3232地区41クラブ、

いの地区事業紹介、
クラブ間のバナー交換もさせて

ロータリアン100名が来日しました。

いただき、
また歌あり、民族衣装での踊り等、気が付

四宮ガバナーのご意向により高谷地区代表幹事、地

けば4時間にも及ぶ宴会でした。

区国際奉仕委員会がインド代表団とお会いすること

国籍、習慣が違ってもロータリーという名のもとに彼

になりANAクラウンプラザホテルにての懇親会に参

らを身近に感じ、ロータリーの国際性を共有する素

加しました。最初に3232地区と2660地区とのお互

晴らしい機会を経験させていただきました。

Doctor Car 寄贈感謝状

檜皮 悦子

モンゴル支援事業、主たる現地提唱クラブ「Peace Avenue RC」からお礼状が送られました。
Dear Etsuko san,
It is pleasure to hear from you and hope you and other members got back home safely. We are
very thankful for donation of medical vehicle to Mandal soum. We have Australian partners
who are happy to donate some emergency equipment to the vehicle and training.
We have some projects to continue. I will share it with you soon.
I just came back from a community outreach program in the countryside and this summer is
very beautiful greenery in the countryside.
Thank you again for your kindness.
Love and hugs,
Suvd
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ニコニコBOX

木村：伏見さん、選挙頑張って下さい！
西田：皆さんお久しぶりです。
もうすっかり元気です。
ニコニコ
辻（義）
：ニコニコ
井本：藤本さん、卓話頑張って下さい。
伏見さん、お久ぶりです。
吉田：ニコニコ

tulations!
Congra

下岡：社会奉仕委員会の皆様、
ご苦労様でした。
北村（讓）
：第1回フレッシュロータリアン親睦交流会
の第1回会合が和やかに開かれました。
伏見名誉会員、いらっしゃい！
前田：お盆休みに孫たちと北アルプス立山へ行ってき
ました。
かなり励まされました。
村上：藤本会員、本日の卓話頑張って下さい。ニコニコ
村橋：藤本さん、卓話頑張って下さい。
伏見さん、
ようこそいらっしゃいました。

早瀬会員が米山奨学委員会より「第31回米山功労者
メジャードナー」の表彰を受けました。

北村（薫）
：藤本さん、卓話よろしく！
満村：藤本さん、卓話よろしく

本日合計 : ￥26,000
計 : ￥236,000

累

●出席報告

下岡会員、村上会員、山本会員、福田会員、
井本会員、藤本会員、北村 讓会員が
「R財団ポールハリスフェロー」の表彰を受けました。

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

35名
5名
1名
28名
7名

出席率
7月25日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

1名
0名
0名
0名

77.77 %
94.28 %

●本日のビジター
枚方RC

村田 孝義 様

●メイクアップ

西田会員の入院に対するお見舞金を授与をいたしました。

栗山 博道
津崎 慶一
辻 一夫
檜皮 悦子
高島 凱夫
山本 肇

7 月18日
7 月18日
7 月18日
7 月28日
7 月28日
7 月28日

直前会長・幹事慰労会
直前会長・幹事慰労会
直前会長・幹事慰労会
絆 IN モンゴル
絆 IN モンゴル
絆 IN モンゴル

