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会員増強・拡大月間

金森 市造

2020年8月6日
第1288回（本年度 第5回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 会員増強卓話
担当：安達 昌弘 委員長
講師：地区クラブ奉仕・拡大増強委
員会委員長／東大阪RC
加茂 次也 様
■第3回 9月度理事会
13：40〜 ゴールデンホール西
※次週、
8月13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。

次回 8/20 のお知らせ
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 夏果実について
西田 末彦 会員
■大蔭ガバナー補佐訪問日
11：30〜 懇談会 寿の間
13：40〜 第1回クラブ協議会
ゴールデンホール西

本日は、第4週ですので
「私のRCでの体験談」
ということでお話しをさ
せて戴きます。
私は、すでにご承知頂いております通り、昭和61年3月に枚方―くず
はRC（現くずはRC）
に入会しました。
私のRC入会動機については、
今年度初例会の
「活動方針」
の中でも述

例会の座席も、毎回指定制でした。
日頃、雲の上のよ
うな人と同席した時は、
おそるおそる緊張の連続でし
たが、毎回例会にてお話しさせて頂くことにより、得る
ものが沢山ありました。今思い返せば、40歳代以降、
歯科医師会の会合や各種役員会における振る舞い・
処し方に大変肥やしになったと思います。
入会当時にご指導戴いた岩倉さんから
「金森さん、
ロータリーバッジを胸につけていることが、社会にお
いて信用される証ですよ！」
・
「先輩ロータリアンが積
み上げてきた信用を汚さないように、その信用を高
める努力をすることですね！」。
べさせて頂き、
その内容は7月9日付週報に掲載して
頂いております。
私は、歯科医の道を父と共につけて戴いた枚方RCの

そのためには、4つのテストを常に心がけましょうと！。
それを実感するには、会員ならば、何はさておいても
「例会」
に出ることですねと！。

会員であられた木村清先生の姿を見て、RC入会に憧

本日、
お手元にお届けさせて頂いた私のくずはRC会

れていました！その思いが40歳の時に実現し
「例会

長挨拶（当時59歳）
・情報集会（当時55歳）発言要旨

出席」が夢のようでした。入会当時のRCは、地域が限

掲載週報を今一度お目通し頂きまして、私のRC活動

定されていて
「枚方―くずはRC」は枚方市内を2分す

の思いの一端をご理解戴けば幸甚です。

る形で流れている
「天野川」以北と地域指定がされて
いました。
一業種一人

会員は、
その職業の代表者として自覚

幹事報告 (7/30)
2020-21年度第1287回（第4回例会）

幹事 村上 俊二

することが求められていたのです。
まさに地域の「名
士」の方の集まりでした。その証拠に入会当時、京阪
電車が開発に力を出した
『くずはモール街』
の各店主
や周辺のお医者さん・枚方市内にある大きな病院の
院長（大阪府立中宮病院・星ヶ丘厚生年金病院・国家
公務員立長尾病院）
、
楠葉周辺の銀行支店長・京阪電
車の重役、
中小企業団地の社長さん等がおられて、
会
員でなければ絶対にお話しすることが出来ない方々
と週1回例会に行けば、
「金森さん！」
と声を掛けて頂
ける当時40歳の若造にとっては、
夢の境地でした。
入会早々、例会終了後にRCの手ほどきを受けるため
にご指導頂いた方が京阪電車の役員をされていた

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

岩倉具視の末えいといわれていた人で、見るからに

それではこれからの行事予定を申し上げます。

オーラが出ていました。齢40歳早々の小生にとって

■7月30日
（木）、本日、各小委員会の委員長の活動

は、指導を受けるたびに緊張の連続でした。その方

方針の発表があります。SAA前田委員長、会計・檜

からまず開口一番に指導されたのが「会員の名前を

皮委員長、例会運営小委員会・辻一夫委員長、会

覚えなさい！」
ということでした。
どのクラブも入会当

員増強・維持小委員会・安達委員長、会員研修小

初は、親睦委員会に所属します。名札ボックスの前に

委員会・西田委員長、親睦活動小委員会・満村委

立ち、顔を見て名札を渡しなさいと！。そして
「○○さ

員長の6名の各委員長の皆さん、
よろしくお願いい

ん！こんにちは！」
と必ず、一声掛けて名札を渡しなさ

たします。

いと！。

それから例会終了後、前回の例会で決まりました

その甲斐あってか、会員の顔と名前を覚えるのに余

オンライン会議のデモンストレーションを行ない

り時間かかりませんでした。

ます。

終了後、第3回クラブ役員会が行われます。
■8月6日
（木）、会員増強・維持小委員会の安達委員

おりますのでご準備よろしくお願いします。
■8月22日
（土）、地区青少年奉仕委員長会議が大阪

長の報告があります。

YМCAで開かれます。

尚、例会終了後第3回理事会が開かれます。理事

檜皮インターアクト委員長よろしくお願いします。

役員の皆様よろしくお願いします。

■8月27日（木）、
この日の卓話者は小原会員であり

■8月13日
（木）、定款により休会となっておりますの

まして、3月か4月には自己紹介の予定でした。
しか
しコロナの関連で出来ておりませんのでこの日よ

でよろしくお願いいたします。
■8月20日（木）、大蔭ガバナー補佐訪問日でありま
す。例会に先立ち11時半より太閤園4階寿の間に
て懇談会があります。金森会長、辻一夫エレクト、
嶽下次年度幹事、高島会員、村上幹事出席のご予
定をお願いします。例会終了後第1回クラブ協議会
が予定されています。各委員長の皆様よろしくお願
いします。
またこの日の卓話者は西田会員となって

ろしくお願いします。安達前幹事より新年度の早い
時期に小原会員に卓話の時間のなかで卓話と同
時に自己紹介もかねてお願いできたらとの要望が
ありました。
ということでありますので小原会員ご
準備よろしくお願いします。
■9月3日
（木）、
ガバナー公式訪問日になっています。
例会終了後クラブ役員会が開かれます。

各小委員会活動報告

会員増強・維持小委員会、例会運営小委員会、親睦活動小委員会、
会員研修小委員会、SAA、会計
例会運営小委員会

委員長 辻 一夫

「プログラム部門」例会運営の中核として全体の融和
を図り会員相互が楽しくロータリーを実感できるよう
にしたい。
テーブルリーダー
（仮称）
と幹事との連携に
留意したい。
「会報部門」広報誌としての役割を踏まえつつ、その
編集に当たっては[写真]を多用するなど、親しみやす
いものを目指したいと思います。

会員増強・維持小委員会

委員長 安達 昌弘

ロータリー活動の基盤は例会活動の中で形成されな
くてはなりません。
そのためには例会は心許せる仲間
達の集いの場でなくてはなりません。強い主張にも
揺るぎない寛容。
過ちを乗り越える優しさを旨と致しましょう。
「ソング部門」例会の始まりを告げ、合唱をリードする
中に仲間意識を醸成するため、熱意あるムードメー
カーの役割を果たしたい。
「出席部門」単に出席率を報告するだけでなく、その

会員の誰にとっても例会が楽しく和やかであること

傾向を分析し、出席率の向上に役立つコメントを出

が、
まず会員増強に対する意識を高めるために絶対

していきたい。

に必要なことだと考えます。

れば今年度は会長経験者ばかり6人もおられるので、
1対6の入会面接試験みたいな感じになるので、一人
か二人での研修委員会にしようと思っております。
そしてもう一つの活動計画として入会3年未満の会
員に対して
「IH」会と称して会員研修小委員会のメン
バーとの意見交換会を、年2・3回開催しようと思って
ましたが、新型コロナウイルスの状況を見ながら今後
どのようにするか考えたいと思っております。

親睦活動小委員会

委員長 満村 和宏

これが無いと、入会者に対して充分なアナウンスが
出来ないからです。
ただ、
日本の今の現状は新型コロナ感染に大きな危
惧を持っている状況ですので、新規の会員を募るこ
とは到底無理ですので、
ある意味一番肝心な会員維
持の問題を考え実行していくべきでしょう。
残念ながら、野球部の監督の立場を駆使しましても
津崎会員を引き留めることが出来ず、今年度のス
タートから1名の退会者を作ってしまい申し訳ない気

今年度親睦小委員会の活動は、秋と春の家族会、年

持ちでいっぱいです。

末のクリスマス家族会を予定しています。

こういう時代ですが、少なくとも今後は退会者を無く

クリスマス家族会は、12月17日、太閤園「桜苑」
を予

すように会員一丸となって例会に出席する楽しさを

定しています。昨年、好評を博したマジシャン隼人さ

積み上げていきたいと願うばかりです。

んをお呼びする予定です。
しかし、他の行事も同様で

早く会員増強に邁進出来る環境になって欲しいもの

すが、
コロナ感染拡大の状況下で、多人数での宴席

であります。

会員研修小委員会

を開催することが可能かどうか、状況の推移を見な
がら判断する必要があります。

委員長 西田 末彦

専門家の中には、集団免疫を獲得しており重傷化リ
スクは少ないとの見解を述べる方もいるようです。
他方、悲観的な予想をされる方もおられる中で、懇親
の実を挙げる為の方法を検討すべきと考えています。
皆様からアイデアをいただければ幸いです。

SAA

担当 前田 隆司

＜活動方針＞
当初着席する席を指定制にすると発表していまし
たが、
月初例会のみ抽選制にします。
また従来の会
長・幹事席はひな壇形式でしたが、通常の前の
今年度は当初、新入会員が入会される度に会員研修
小委員会を開催しようと思ってましたが、
よくよく考え

テーブルでビジター・スピーカーの方と同席に座っ
ていただきます。
そして格調高い雰囲気の中にも

力により作成しました。当初、金森会長より今年度収
支予算は分かりやすくシンプルにそして、財政面で会
員に負担にならないこと等を提案されご意向に沿い
作成させていただきました。更に、奉仕活動資金に関
しては、従来の様にニコニコ箱に依存することなく本
会計より拠出させていただき、ニコニコ収入は緊急
時の奉仕資金として本会計から外しました。
今後、数ヵ月毎にクラブ活動予算を確認し、理事会に
定期的に財務状況を報告させていただきます。金森
年度末には次期会計にすべての会計書類の申し送り
会員相互の親睦を深め、
ビジターの皆様にも失礼
なことのないよう気持ちよく帰って頂ける例会運

をさせていただくつもりです。今年度宜しくお願いい
たします。

営・及び会員相互の親睦を深めるための会場設
置・進行を行います。
またSAAはニコニコ箱の推進も任務の一つです。

7月30日のメニュー

ロータリークラブにおけるニコニコ基金は、奉仕事
業プロジェクト拠金に組み入れられます。従いまし
て各委員会の事業内容にもよりますが、十分な奉
仕活動を行うためには、豊かなニコニコ箱にしな
ければなりません。そのために心温かい大阪中之
島RCメンバーが気持よく協力していただけるよう
な、会運営を目指します。私語は絶対にダメですよ。
＜活動計画＞
（1）時間厳守
（2）周到な準備（ニコニコ発表者の予定表作成）
（3）
ビジターに失礼のない対応
小

（4）指定席制度の確立（月初のみ）

会計

担当 檜皮 悦子

金森年度2ヵ月前より、提出されました各委員会の予
算を参考に、今年度収支予算案を丸山副会計のご協
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三枡
造 り 彩巻き 鯛・サーモン・伊佐木
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花蓮根 桜桃百合根

冷

物 冷やし素麺 鰻 金糸
ソルダム 葱 卸し生姜
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鯛飯
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干椎茸

切昆布

吸
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蟹丸

吉四六

三つ葉

銀杏

7

30

ニコニコBOX

金森：下岡さん、吉田さんお気遣いありがとうござい
ました。
辻（一）
：ニコニコ
辻（義）
：ニコニコ
吉田：ニコニコ
下岡：ニコニコ
北村（讓）
：頑張りましょう！KEEP 0（感染者）
前田：先週久しぶりに歩行者妨害で白バイに追いか
けられました。
満村：ニコニコ
杉村：ますますご自愛委下さい。

本日合計 : ￥17,000
累

計 : ￥111,000

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

36名
6名
1名
30名
5名

出席率
7月2日の修正出席率
本日のソング委員 小林 俊統会員

8月のお祝い
Congratulations!

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト
85.71 %
85.71 %

●メイクアップ
上瀬

匠

6 月22日

吉田

了

6 月26日

IM6組フレッシュ
ロータリアン委員会
大阪城東RC

●誕生日
杉村 雅之 ［4日］
辻

tulations!
Congra

一夫 ［7日］

梅原 一樹 ［8日］
金森 市造 ［31日］

●事業所設立記念
安達 昌弘

株式会社三起［昭和45年］

嶽下 勇治

嶽下勇治税理士事務所［平成17年］

辻

一夫

辻一夫税理士事務所［平成19年］

丸山 澄高

丸山澄高税理士事務所［平成28年］

村木 博行 （株）ベストプランコム京都支社［平成30年］

●結婚記念日
村木 博行 ［ 4 日］

0名
0名
0名
0名

早瀬会員が米山奨学委員会より
「第60回米山功労者」の表彰を受けました。

