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会長挨拶
会長

会員増強・拡大月間

金森 市造

2020年8月20日
第1289回（本年度 第6回）例会
本日のプログラム
♬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〜 臨時役員理事会
ゴールデンホール西

次回 8/27 のお知らせ
♬SONG 「夏の思い出」
:
●卓話 自己紹介
小原 理恵 会員
8月の月間テーマは、
「会員増強・拡大月間」
です。
ロータリークラブに
とって会員増強は古くて新しい永遠の課題です。私の経験では、
どこ
のクラブも年度中に必ず何らかの理由で一人や二人の退会者が出る
ようです。
また、
どのクラブも数年に一度、何らかの理由でクラブを二分する課

私は、その具体的行動としては、
まず、先週も私の体
験談をお話しさせて頂いた通り
・例会に出席しましょう！例会を楽しみましょう！積
極的に会員と会話しましょう！
・毎週ホームクラブ出席が叶わないときには他ク
ラブへメーキャップしましょう！
・クラブ活動を楽しんでいる姿を周囲の人に見て
もらいましょう！感謝しましょう！
・職場では、
『4つのテスト』
を掲げて生業に務めま
しょう！
そして、家族や職場の人から例会に行く日はいきい
題が生じてその時に退会者が出るようです。
クラブを二分するような課題が生じてうまく収まらな
いと何時までも、暗雲がクラブ内に生じて表向きは収
まっているようでもくすぶることで種火を消し止めら
れないと会員増強どころではなくなり、
クラブの結束
がとれなくなります。
その時に会を預かる会長以下役
員は、苦労するものです。
そんな中で、会員増強を声高にあげて旗をふっても、

きしているね！といわれたら、身近な人から私もロー
タリークラブに入会したいな！という声が出ること間
違いない！
急速に多様化してきた今を生きる私達にとり、時代の
あった活動が会員増強の原点です。

幹事報告 (8/6)
2020-21年度第1288回（第5回例会）

幹事 村上 俊二

なかなか思いを叶えることができません。
その反面クラブの雰囲気が明るいムードに包まれて、
例会場もあこがれの場所
会員の人柄も良い
社会への奉仕活動も時機を得た活動をしている
など社会の評判が良いならば、自ずと社会から注目
され『会員になりたい！』
と思われるクラブになるので
はないでしょうか！まるで、初夏の夜に乱舞する
『ホタ
ル』
を観に人が集まるように、人が集まること間違い
ないですね。

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

会員増強する始まりは、今一度、会員一人一人が数
あるロータリークラブの中から自分がどうして大阪中
之島ロータリークラブ入会を志望したのか！を思い
出し、入会して思い通りのクラブの雰囲気であったか
どうか！にかかっていると思います。
もし、入会してみたが案外

外から見ていたあこが

れのクラブでないと、
自分ががっかりしていれば会員
増強どころではないですね。
自ら足が遠のき、やがて
は退会の道を歩み始めます。いずれにしても、会員に
なった限りは、
『ホタル』のように自分から積極的にク

それではこれからの行事予定を申し上げます。
■8月6日（木）、本日は、会員増強・維持小委員会の
安達委員長の報告があります。安達委員長よろしく
お願いします。
尚、例会終了後第3回理事会が開かれます。理事
役員の皆様よろしくお願いします。
■8月13日
（木）、定款により休会となっておりますの
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

ラブ活動・中でも例会出席に取り組むことです。

す。例会に先立ち11時半より太閤園4階寿の間に

さあ、皆さん！会員お一人お一人が『ホタル』のように

て懇談会があります。出席義務者として金森会長、

輝き光を出そうではないですか！

辻一夫エレクト、栗山ノミニー、嶽下次年度幹事、

ねてお願いできたら、
ということでありますので小

高島会員、村上幹事の出席お願いします。
例会終了後大蔭ガバナー補佐をお迎えして第1回
クラブ協議会が予定されています。各委員長の皆

原会員ご準備よろしくお願いします。
■9月3日
（木）、簡ガバナーの公式訪問日になってい

様よろしくお願いします。

ます。例会に先立ち11時半より太閤園淀川邸にて

またこの日の卓話者は西田会員となっております

懇談会があります。出席義務者として金森会長、辻

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
YМCAで開かれます。
檜皮インターアクト委員長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
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。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

一夫エレクト、栗山ノミニー、高島会員、嶽下次年
度幹事、村上幹事の出席をお願いします。
例会終了後クラブ役員会が開かれます。
■9月5日（木）、地区職業奉仕委員長会議が大阪
YMCAで開かれます。
戸田職業奉仕委員長よろしくお願いします。
■9月10日（木）、
この日の卓話は藤本会員となって
いますので、
ご準備よろしくお願いします。

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

毎月の会員数を見ますと、毎年12月、3月と落ち込
み、最終的に年初に戻るというパターンであります。
また、在籍年数別の退会者数ですが、10年未満が
66％、約半数が5年未満である事を考えると、
ロータ
リーの良さを感じることなしに退会される方が如何
に多いかという数字となっているように感じます。つ
まり12月と6月の退会者が全体の2/3を占め、
その二
月以外では在籍5年未満の新入会員の退会が多いと
云う事です。
大阪中之島ロータリークラブのデータを見ていきま
すと14-15年度と18-19年度に会員増強により頑張
皆さん、
こんにちは。只今ご紹介頂きました本年度か
ら地区クラブ奉仕・拡大増強委員長を仰せつかりま
した東大阪RCの加茂でございます。

られた数字となっており、全体として増強に成功され
ているクラブと言える数字になっていると思います。
在籍年数ですが、創立から10年ほどの間の会員がお
一人しか残られていません。
また6年7年の所が0に

今日お話しする
「肝」は既に会長の時間に金森会長

なっております。現会員の年齢分布を見ると40代50

が話されています。輝く魅力あるクラブを作れば、自

代の入会を進めて頂ければと感じます。

然と人々は、
ホタル狩りの如く集まってくると云う事に

My Rotaryから引き出したデータによると、多少正確

つきます。

性に欠けるかもしれませんが、推薦者の傾向を把握

私どもが属しておりますRI第2660地区の会員数は

することはできると思います。ポイントは、会員増強

1996年をピークにして、2010年代に入りますと

の進んでいないクラブは、会員推薦者が少なく、かつ

3,550人前後で推移しておりました。
そして毎年度初

偏っている、
また、在籍の浅い会員はあまり紹介して

め3,550人前後で始まり、約300人ほどの出入りが

いないという観点でこれらのグラフを見て頂きたい

あって年度末には元の会員数に戻ることを繰り返し

と思います。

ておりました。

また、
自クラブが将来どのようなクラブを目指すのか
を全会員で討議していただき、そのありたい姿を実
現しようとする時には何名のクラブが理想であるか
の数字が出てくると思います。
その数字に向かって具
体的な増強計画を策定して頂きたいと考えているわ
けであります。
最後になりましたが、各クラブの事情により色々な種
類の新たな会員を創設することによって、退会防止
の一つの手段とできる事をご紹介いたしました。但
し、
クラブ細則で例会の取り扱い、例会の出席義務、
入会金・会費の額等をしっかりと規定を設けておく必
ロータリーの置かれている環境は大きく変わったと
考えます。1990年代までのバブルの時代はロータ
リーにとってもそのブランド力によって文字通り
「拡

要がございます。
以上雑駁な説明になりましたが、少しでも貴クラブの
増強と退会防止のお役に立てれば幸いです。

大増強」
の時代でありました。所がバブル崩壊後の長
期デフレの停滞状況にあって、
ロータリーも変わらな
ければならない所と変えてはならない所を考えざる
を得ない時代に突入しました。
そして今日のコロナ禍
においてクラブは苦しい環境におかれております。
こ
の様な困難な時期こそ先輩諸兄の叡智と若い人た
ちの斬新な発想と行動力によりクラブが発展する
チャンスととらえたいと強く思っております。
色々な増強の事例を挙げましたが、
しかし会員増強
の要点はトップの熱意と会員のやる気にかかってい
るというのが、結論であります。

2020-2021 年度 第3回 クラブ役員会協議録
日 時：2020年7月30日
（木）11：30〜
場

所：太閤園

例会前

出席者義務者：金森・辻（一）
・村上・前田・檜皮

以上5名（敬称略）

欠席者：木村

協議事項
1. 2020-21年度 年間行事計画について
2. 7月16日
（木）
クラブ戦略計画委員会議事録内容検

3. その他
①事務局員の雇用契約書の件

討・確認

②指名員会の日程について

①インターアクト委員会の件

③ガバナー公式訪問・ガバナー補佐訪問対応につ

②30周年事業の件
③新型コロナウイルス感染対応の件
④天災被害の義援金対応の件

いて
④直前会長出席免除について

2020-2021 年度 第3回

9月度定例理事会議事録

日 時：2020年8月6日
（木） 13：40〜
場

所：太閤園 ゴールデンホール西

出席者：金森・辻（一）
・栗山・安達・満村・西田・戸田・辻（義）
・高島・前田・檜皮・嶽下・村上
欠席者：木村

以上13名（敬称略）

以上1名

開会の挨拶（金森会長）

委員会でも決定された地区出向者の項目を、第1節

今日は、審議事項等の項目が多いですが、以前から

後段に
「ならびに次年度地区委員会出向者の推薦者

討議している内容のものですのでご理解を賜りたい

を指名し、直近の理事会に報告する。
」
を追加した。
⇒［ 承認 ］

と思います。

・指名委員会の手続き日程

【報告事項】

①8/6理事会に諮る。

・正誤表について

②即日に会員宛に通知する。

年間計画表及びROSTERの一部に誤りがありましたの

③8/20例会にて上程する。

で訂正させて頂きます。

④次年度理事・役員のための指名委員会から運用
⇒［ 承認 ］

【審議事項】
1. 2020-21年度年間行事計画について
卓話の順番変更

11/5卓話

⇒［ 承認 ］

2. インターアクト委員会の件
前回理事会で戦略委員会での討議を求めた結果、五
大奉仕体制か現行の四大奉仕体制でいくか、議論が
集約されましたが、戦略委員会では五大奉仕ではなく
小委員会体制との結論となりました。

4. 30周年事業の件
30周年実行委員会メンバーに、副委員長として次々
年度栗山会長を加える。
⇒［ 承認 ］

5. 新型コロナウィルスの感染による対応の件
・8/20は、例会は開催する。以降については、その都
度協議する。
⇒［ 承認 ］
・大蔭ガバナー補佐の訪問の日となっているが、
クラ

それを受けて今回の提案は、青少年小委員会を設置

ブ協議会の実施については、会長が大蔭ガバナー補

する。小委員会の委員長は理事会のメンバーとして、

佐と相談する。

クラブ内の運営に参画して頂く。
名称は、対外的にも、インターアクトよりも青少年委員
会のほうが活動しやすいだろうとの判断をさせていた
だきました。
その趣旨に基づき細則を変更させていただきました。
（改正後細則参照）
・インターアクト委員会を社会・青少年奉仕委員会
内での小委員会対応にする細則変更について
⇒［ 承認 ］
・細則第3条に青少年奉仕小委員会委員長を追加
し、理事を13名から14名とする。
⇒［ 承認 ］

3. 細則第4条［理事および役員の選挙］
・第1節

指名委員

6名の理事候補を7名の理事候補とする。
また、戦略

⇒［ 承認 ］
・大蔭ガバナー補佐との例会前の懇談会は、実施する。
⇒［ 承認 ］

6. 天災被害への義援金等の対応の件
現状は出てきていない。今後地区から要請があれば
対応する。
⇒［ 承認 ］

7. ZOOMによる例会開催をすることに必要な周辺設
備について
・大阪中之島RCのズーム年会費として20,100円が必
要となる。予備費から拠出する。
⇒［ 承認 ］
・インターネット委員会に、前田会員と福田会員を加
える。
⇒［ 承認 ］

9. 指名委員会の日程について
・8月の理事会において、公募要項を審議
・8月下旬に公募要項公示
・9月下旬に指名委員会にて決定
・10月上旬に地区へ推薦
・添付資料の確認（2021-22年度 地区委員会出向候
補者推薦公募要領）
⇒［ 承認 ］

【協議事項】
8. 事務局の雇用契約書の件について

・ガバナー・ガバナー補佐訪問対応について

・労働条件について、有給休暇と賃金水準について外
部の社会保険労務士に検討依頼している。
（施行日
も含めての検討）
・原案作成次第理事会にかける。

懇談会出席者の確認・司会進行の式次第

閉会の挨拶（辻 一夫会長エレクト）
お疲れ様でした。

【 20年9月 行事予定】（基本的教育と識字率向上月間）
日付

通算No.

今期

3日
（木）

1291

8

10日
（木）

1292

9

17日
（木）

1293

10

24日
（木）

1294

11

ホームクラブプログラム
ガバナー公式訪問日

卓話担当者
簡ガバナー訪問日

会議、行事
第4回クラブ役員会

卓話担当：藤本会員
臨時総会（事業・決算報告）

前年度事業報告：安達会員
前年度会計報告：北村薫会員
第4回10月度理事会
前年度会計監査報告：西田会員
卓話担当：檜皮会員

RI地区会議行事、
クラブ行事
地区ロータリー財団セミナー
日程：9/12（土）会場：追手前学院大手前ホール
職業奉仕委員長会議
日程：9/5（土）会場：大阪YMCA会館
米山奨学委員長会議
日程：9/26（土）会場：大阪YMCA会館
職業奉仕出前授業
日時：9/24（木）18時〜17時30分
会場：中之島朝日カルチャーセンター

【 20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

1日
（木）

1295

12

米山月間

地区米山奨学委員会
北村（譲）委員長

8日
（木）

1296

13

社会奉仕委員会フォーラム

社会奉仕委員会：
辻（義）委員長

15日
（木）

1297

14

次年度理事・役員発表

卓話担当：植屋会員

22日
（木）

1298

15

創立28周年記念夜例会

29日
（木）

-

-

会議、行事
第2回クラブ協議会
第5回クラブ役員会

第5回11月度理事会

RI地区会議行事、
クラブ行事
地区公共イメージ向上セミナー
日程：10/10（土）
会場：大阪YMCA会館
クラブ国際奉仕・社会奉仕
合同委員長会議
日程：10/17（土）
会場：大阪YMCA会館

休会③

【 20年 11月 行事予定】
日付

通算No.

今期

5日
（木）

1299

16

ホームクラブプログラム

卓話担当者

12日
（木）

1300

17

19日
（木）

1301

18

卓話担当：上山会員

26日
（木）

1302

19

卓話担当：北口会員

卓話担当：早瀬会員
ロータリー財団委員長卓話

会議、行事
第6回クラブ役員会

R財団担当（国際奉仕）
：
北村薫会員
第6回12月度理事会

RI地区会議行事、
クラブ行事
IM6組会長幹事会（第3回）
日程：11/4（水）18時
会場：帝国ホテル
成美学寮餅つき支援
日程：11/28（土）

8月6日のメニュー

・サーモンのエスカベッシュ 鴨リエットブリオッシュ
・仔牛のコルドンブルー

粒マスタードソース

・トマトとコーンの彩りサラダ、
コーヒー、
パン

米山奨学生

tulations!
Congra

早瀬会員が米山奨学委員会より
「第60回米山功労者 メジャードナー」表彰の
クリスタル盾を贈られました。

米山奨学生 陳 玉芬

皆様こんにちは。
ただいま熱々で八月を迎えます。二

代における昔話について詳しく教えてもらえなかっ

週間前の7月21日は土用の丑の日です。皆様はウナ

たけれど、私も少しでもその時代に祖父母たちが持っ

ギを食べましたか。
この日に日本での生活において、

ている記憶に近づきたいために、大学で国費留学資

はじめてのウナギを食べました。
このような文化とふ

格に応募して、
日本に留学することを決めました。

れあいの中、
日本に来る前の自分について少し思い

もし、水に記憶があるとすれば、人間の体に水分が

出しました。それで、今回自分が日本にきたきっかけ

70％くらい占めているので、
お爺ちゃんとお婆ちゃん

について皆様と分かち合いたいです。

の血が流れている私にも日本時代の記憶を持ってい

最初日本語を勉強し始めた理由について、子供の頃

るかもしれないです。
それも日本と台湾の歴史を聞く

にお母さんと一緒に実家に帰ったとき、時々お爺ちゃ

たび、私はいつもドキドキして、体のどこでも響かれ

んとお婆ちゃんが日本語でしゃべている光景が記憶

て、
しばらく止められなく感動しています。

の中に残っています。その記憶を思いながら、
もし自

いくら昔の台湾において、当時の祖先たちのことにつ

分も日本語が喋れば、
お爺ちゃんとお婆ちゃんと喋っ
てみたいと思って、高校生の時に日本語学科に進学

いて想像しかできなくても、私は日本と台湾の土地に
対する情熱をもって、次々と出会う人たちと付き合い

し日本語の勉強を始めました。

ながら、
このような感動を継続していきます。

そして政治的な原因で両親に祖父母たちが日本時

以上です。
ご清聴ありがとうございました。
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ニコニコBOX

金森：美味しいぶどう、誕生日祝いにいただきました。
ありがとうございます。
村上：体調管理には気を付けましょう。
辻（一）
：コロナに負けないぞ！ニコニコ
戸田：月初です。ニコニコ
辻（義）
：ニコニコ
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
下岡：月初です。ニコニコ
前田：コロナで宴会中止。淋しいなあ
上山：暑くなりましたね。
北村（薫）
：月初です。ニコニコ
満村：ニコニコ

本日合計 : ￥17,000
累

計 : ￥111,000

●出席報告
▲お誕生日のお祝い：左より梅原 一樹会員・金森 市造会長・辻 一夫会員

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

36名
6名
1名
29名
6名

出席率
7月9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
1名

82.85 %
94.44 %

●本日のビジター
地区クラブ奉仕拡大増強委員長（東大阪RC）
加茂 次也 様
▲事務所創立記念日のお祝い：左より丸山 澄高会員・村木 博行会員・
嶽下 勇治会員・安達 昌弘会員・辻 一夫会員・金森 市造会長

●本日のゲスト
米山奨学生

陳

玉芬 様

●メイクアップ
上瀬 匠
佐賀野 雅行
杉村 雅之
上山 英雄

▲結婚記念日のお祝い：左より村木 博行会員・金森 市造会長

7 月22日
7 月22日
7 月22日
7月 9日

親睦委員会
親睦委員会
親睦委員会
職業奉仕委員会

