
（ 8月5日）
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こんにちは、

私は昨年よりスポーツジムでパーソナルトレーニングを受けております。

そこで運動の効果をお話しさせて頂きます。

①適度な運動は骨を丈夫にし、筋肉を強化することはもちろん、運
動により消費エネルギーが増えるので、余分な体脂肪が減り、肥

会員増強・新クラブ結成推進月間
月間テーマ（8月）

2021年8月19日
第1322回（本年度 第6回）例会

本日のプログラム

次回 8/26 のお知らせ
♬SONG : 「日も風も星も」
■吉村昭ガバナー補佐訪問日
●卓話　コロナ禍に適した膝痛と
　　　　肩こりの治療法
　戸田 佳孝 会員
■第1回 クラブ協議会
　13：40～　コスモス

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　ロータリーを知ろう
　高島 凱夫 会員

会長挨拶
会長エレクト　栗山 博道



満の予防・改善につながります。また、適度な運

動には、高血圧や糖尿病、動脈硬化に対する直

接的な予防・改善効果もあり、生活習慣病を予

防できます。

②運動をすると、肺で酸素を取り入れる効率が高

くなります。また、心臓も筋肉ですから大きく強く

なり、循環器系の疾患の予防になります。 

③運動をするとで、筋肉が動いて体温が上がりま

す。体温が高くなると、血液中の白血球に含まれ

る免疫細胞が活性化されるため、免疫力upにつ

ながります。

④私たちの体には「交感神経」と「副交感神経」と

いう2つの自律神経がありますが、軽い運動をし

て血管が拡張すると、副交感神経が優位になり

ます。適度な運動をすることで、副交感神経優位

なりますとカテコラミンやコルチゾルホルモン、

いわゆるストレスホルモンを抑えることで、スト

レス予防が出来ます。

⑤運動することによりBDNF（脳由来神経栄養因

子）が発現し、脳の神経系に刺激を与え、認知症

予防になります。運動することにより以下のホル

モンが発現します。

⑥ドーパミンホルモンが発現し、我々のモチベー

ションを上げてくれます。

またセロトニンホルモンも発現し我々のイライ

ラを抑えてくれます。

⑦テストステロンホルモンが発現し、男性機能up

につながります。

2021-22年度第1321回（第5回例会）
幹事報告 (8/5)

幹事  嶽下 勇治

2021-22年度 幹事報告をさせていただきます。

①例会運営について

親睦活動、奉仕活動の原点は、例会場にあるという

ことから、厳しいコロナ禍であっても工夫をこらし

た対面での例会基本とし、ZOOMとの併用によるこ

とについて、緊急臨時理事会を書面での決議を行

いました。

実施結果は、ほぼ全員の承認となり本日の開催と

なりましたことを報告させていただきます。

■8月5日（木）

・会員増強・維持委員会卓話

村上委員長

卓話：地区クラブ奉仕・拡大増強委員会

　　  浜田 篤介副委員長

・第3回9月度理事会（13：40～14：30）

辻（一）、栗山、戸田、丸山、北村讓、小林、上瀬、植

屋、村上、村橋、檜皮、井本、嶽下

・指名委員会（11：30～12：00）

■8月12日（木）、休会　定款第8条 第1節

■8月19日（木）、卓話：高島会員

■8月26日（木）

・ガバナー補佐訪問日

・卓話：戸田会員

・第一回クラブ協議会（13：40～14：30）

⑧成長ホルモンが発現することにより、美肌効果

になりアンチエージング効果もあります。

皆様、健康を維持するために、どうか適度な運動をし

ましょう。



■8月28日（木）

・クラブ青少年奉仕合同委員長会議

Zoomウェビナー（青少年奉仕小委員会 檜皮委員長）

・公共イメージ向上並びにクラブビジョン策定セミナー

Zoomウェビナー（クラブ会長、戦略計画委員長、

広報担当委員長）

■9月2日（木）、ガバナー公式訪問日

　吉川ガバナー

　同行者：生駒伸夫（地区副代表幹事）

　11：30～ 理事・役員全員との懇談会

本日は当地区における会員数の現状と去る5月22日

（土）にリモートにて開催された「地区会員増強セミ

ナー」で紹介された、コロナ禍において会員増強に成

功された2クラブの事例を中心にお話しいたします。

まず初めに、当地区の会員数は1996年の5700人を

ピークにして、2010年代に入りますと3550人前後で

推移しておりました。

直近の5年間は毎年度初め3500人前後で始まり、約

300人の入会者と退会者があり年度末には元の会員

数に戻ることを繰り返しておりました。

月ごとの会員数の推移は、7月1日に年度が始まり、

徐々に入会者が増えていき、前期が終わる12月に退

会者が集中し一旦会員数が減少します。年が明け少

し増えますが、3月には、いわゆる企業会員の転勤等

による退会があり、再度減少します。その後少し増え

ていきますが、年度末の6月に会員数を減らし、最終

的に年度当初の会員数に戻るというパターンを繰り

返しておりました。

ところが、昨年4月1日以降新型コロナウィルス感染

症の拡大を受け会員数はあまり増加しませんでした

ので、退会者は例年程度の333人に対し、入会者が

234人と伸び悩み、概ね100人会員数を減らしてしま

いました。

次に、在籍年数別の退会者数ですが、10年未満が

66％、5年未満で50％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。逆に

言えば、入会5年未満の会員へのフォローをしっかり

することが、退会防止会員維持につながると言えます。

次に、先日実施されました地区会員増強セミナーで

紹介された2クラブの増強事例をご紹介します。

まずは、大阪東ロータリークラブの事例は以下の通り

となります。

1．会員増強の状況　新入会員12名（平均年齢58歳）

（21.4現在） 退会会員5名（平均年齢71歳）→若返

りに成功

2．コロナ禍で会員増強に善戦できた背景

（a）大阪東RCの組織風土

コロナ禍といえど特別な事はしていない

会員増強・維持委員会 卓話　「地区会員数の現状と会員増強並びに退会防止について」

担当 ： 村上 俊二 委員長
講師 ： 地区クラブ奉仕拡大増強委員会副委員長／高槻東RC　浜田 篤介 様

■9月4日（土）

・米山奨学委員長、カウンセラー研修会

Zoomウェビナー

出席者：米山奨学担当 吉田、カウンセラー：植屋

・2021-22年度 国際ロータリー第2660地区ロー

タリー財団セミナー

Zoomウェビナー

出席者：会長代理、幹事、ロータリー財団委員長 

　　　  安達

■9月9日（土）、卓話：辻義光会員



▷親睦を通じた、信頼感の醸成と価値観の共有

▷人財基盤充実という課題に対する共感

（b）大阪東RCの特徴的取り組み

▷会員増強チームの編成 4チーム（1チーム3名）

会員候補発掘＋クラブ内での会員増強PR

▷例会開催の努力

行政の要請を踏まえ、十分な感染対策を

行ったうえで例会（WEB併用）を開催＋週報

発行

3．会員選考の重要性

▷公正かつ厳正な選考機能を追求

被推薦者の業界内プレゼンス等に関する調査

（聞き合わせ＋適宜面談）

4．人財基盤の更なる充実に向けて

（a）活動領域の認識

転勤による退会者の後任フォロー

過去退会者へのアプローチ等

会員同士チャンネルを活用したアプローチ等

（b）人財の多様性を意識　会員構成のバランス

・業種のバランス

・一般企業/オーナー企業/専門職のバランス

・ジェンダーのバランス

・年齢構成、会員歴バランス等々

これらの活動を通じて、大阪東ロータリークラブは

「奉仕の理念」を共有する多様な人財が集い、互いに

影響し合うことを通して「人が育つ」クラブを目指して

います。

次に、大阪船場ロータリークラブの事例を以下の通り

紹介します。

1．一斉体験例会の実施

複数の候補者が体験例会に参加

例会の時間を使って候補者のためだけの例会実施

複数参加による気後れ、緊張、不安を払拭

2．一斉体験例会後に個別説明会を実施

こちらは逆にマンツーマンでざっくばらんに丁寧に

説明

2回の一斉体験例会と個別説明会により女性1名

を含む5名の新会員を迎えることに成功

3．複数候補者へのアプローチメリット

同期意識→同期会・心強さ、入会前から仲間に

なってもらう

→早期退会の防止効果

最後に、私が所属する高槻東ロータリークラブの会員

増強活動についても簡単に説明します。高槻東ロー

タリークラブでの取り組みは以下の通りとなります。

1．ロータリーガイダンスの実施（R3.4.16）

複数の候補者に参加してもらい例会とは別に夜に

開催

紹介動画でロータリーを紹介

自クラブの活動をスライドで紹介

各年代の代表によるロータリーの面白さなどプレ

ゼン

1回のガイダンス開催で入会1名 入会見込み1名

2．例会の回数を4回→3回に

月の例会の回数を3回に減らす

代わりに、4回目の例会を出席義務のない夜例会

（炉辺会合）を実施

3．入会金、会費の見直し

例会場の変更に伴う経費削減（意図的ではないが）

週報の電子化やクラブ概況報告書の内製化

4．新たな会員種別の検討

出席免除会員を対象に「シニア会員」制度を検討中



日　時：2021年8月5日（木）　13：40～14：30
場　所：ホテルニューオータニ B1F ライラック
出席者：栗山・嶽下・戸田・村橋・北村（讓）・檜皮・村上・植屋・小林・上瀬・井本　以上11名（敬称略）
欠席者：辻（一）・丸山・佐賀野　以上3名（敬称略）

2021-2022 年度 第3回　9月度定例理事会議事録

開会の挨拶（栗山会長エレクト）

コロナの感染者が減りませんがワクチン接種者は順
調に増えているので政府の対応がもどかしいところも
有りますが頑張って参りましょう。

【審議事項】

1. 9月以降の例会をどうするのか？
・9月以降も緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が

続けば例会開催の形式をどうするのか？　　　

基本的にズームと併用開催にてスクール形式で継

続する。　⇒［ 承認 ］

2. 年間行事計画の件
・10月28日（木）創立29周年記念例会昼食会について

通常の例会の形（1時間）で卓話なしで親睦委員

会に内容を任せる。

・ガバナー補佐の訪問について、協議会もzoom開催

ならば、会場設備、オンライン環境もテストしておく

必要がある。

3. 各委員会からの報告
（1）委員会の報告は会計、SAA、30周年委員会も含む

　⇒［ 承認 ］

（2）各委員会は予算書の提出を行い、委員会を開催した

時は議事録を事務局・幹事に提出　⇒［ 承認 ］

（3）30周年委員会報告があるときは福田委員長に理

事会参加して報告してもらう

（4）8月26日（木）SAAの委員会はメークアップ対象に

する　⇒［ 承認 ］

4. クラブ協議会の討議事項
地区ガバナー公式訪問時において

・報告委員会は

30周年委員会・社会青少年奉仕委員会・国際奉仕

委員会・青少年奉仕小委員会・会員増強委員会の5

委員会とし、各委員会のテーマや課題、状況を報告

してもらう。

＊会員増強委員会より、委員のほかにもタスクチー

ムとしてメンバーを募りたい

　⇒［ 承認 ］

5. 現行の四大奉仕委員会を社会奉仕委員会と青少
年奉仕委員会に分ける件
⇒［ 承認 ］

6. その他
・ガバナー公式訪問のための「クラブ現況報告書」兼

「確認書」

栗山会長エレクトあいさつ

お疲れ様でした。第4回理事会もみなさまが健康で出

席できることを願っています。

本日時間の関係で、衛星クラブや会員種別の多様化

についてはお話しできませんでしたが、地区会員増

強セミナーで加茂委員長が詳しく説明しております

ので、併せてご視聴いただければ幸いです。

地区会員増強セミナー動画は以下の動画サイトから

ご覧いただけます。

　https://youtu.be/e_0NtSpi9LM



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

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

1331

1332

1333

-

15

16

17

-

年次総会・委員会報告

休会：祝日の週
　　 （11/23 勤労感謝の日）

卓話担当：上山会員

各委員長

R財団担当：安達会員 第6回12月度理事会

世界インターアクト週間
　日程：11/5～（1週間）

クラブ職業奉仕委員長会議
　日程：11/6（土）

IM6組会長・幹事会
　日程：11/10（水）

【’21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

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1324

1325

1326

-

1327

8

9

10

-

11

ガバナー公式訪問日

臨時総会（事業・決算報告）

祝日②　秋分の日

吉川ガバナー訪問日

卓話担当：辻義光会員

事業報告：村上前幹事
会計報告：檜皮前会計
会計監査：西田会員

卓話担当：植屋会員

ガバナーとの懇談会

第4回10月度理事会

米山カウンセラー研修会
　日程：9/4（土）

地区ロータリー財団セミナー
　日程：9/4（土）
秋のRYLA（未定）
　日程：9/18～20

【’21年9月 行事予定】　（基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間）

【’21年10月 行事予定】　（地域社会の経済発展月間／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

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1328

1329

-

1330

12

13

-

14

次年度理事・役員発表
社会・青少年奉仕クラブフォーラム

休会①

創立29周年記念例会 昼例会

第5回11月度理事会

社会・青少年奉仕
委員会：上瀬委員長

米山奨学担当：吉田会員

親睦活動小委員会：
佐賀野委員長

ロータリー学友参加推進週間
　日程：10/7～（1週間）

クラブ国際奉仕委員長会議
　日程：10/23（土）

クラブ社会奉仕委員長会議
　日程：10/23（土）

クラブ職業奉仕委員長会議
　日程：10/23（土）

米山奨学委員会より早瀨会員が米山功労者の表彰を受けました。

Congratulations!



8月5日のメニュー

皆様こんにちは、

私は7月18日の日曜日に、大阪西ローターアクトが

主催された献血活動へサポートに行ってきました。

当日米山委員長の末松さんと会いました。末松さん

から、中之島クラブの皆様が米山奨学会への支援

に対して心より非常に感謝しておりますをと挨拶し

てくれました。

今回の近況報告につきまして、七月末に日本経済政

策学会のジャーナルに研究ノートを投稿しました。次

は学校へワーキングペーパーの投稿及び、10月の中

間発表会での発表です。夏休みの間、秋学期の登校

日まで、研究を進むためやるべきことをどんどん進み

たいと思います。

次はオリンピックの話をしたいと思います。オリンピッ

クはまもなく終わります。今回台湾チームはバトミン

米山奨学生 米山奨学生  陳 玉芬

トンや重量上げ、柔道などの項目で例年よりいい成

績を得ました。

オリンピックが始まった日から、今日も台湾のSNSサ

イドで、当日に台湾の選手たちが出場する試合があ

れば、みんなも試合の生中継としてコメントを盛り上

がって話し合っています。特に、男子団体のバトミン

トンと女子の重量挙げの項目で、台湾の選手が金メ

ダルを取得しました。その後、メダルを渡す式典で台

湾の国旗歌が流れられました。オリンピックのような

場所で母国の歌を聞こえることで、さらに世界に台湾

のことを知らせることは本当に感動しています。

今回オリンピックに出場した選手たちの姿を見て、私

も学業で建てた目標に向いて頑張って目指していき

たいと思います。

口取り 玉子焼　道安宝珠喜　山桃　穴子寿し
  串－焼板・若桃　生ハムチーズ　太刀魚葱巻南蛮
  鰻蒲焼　とうもろこし岩石揚げ　枝豆

焚合せ じゃが芋寄せ　海老　隠元

焼　物 兵鯛汐焼　人参味噌漬

御　飯 鱧皮牛蒡御飯　三つ葉

煮物椀 とうもろこし真丈丸　枝豆麩　冬瓜　柚子

デザート 桃ババロア　若桃
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戸田：吉田さん本を買い上げてくれて有難うございま
す。ニコニコ

北村（讓）：暑いですね！水分補給を忘れずに！

嶽下：地区クラブ奉仕拡大委員会副委員長浜田様、卓
話よろしくお願いいたします。

上瀬：吉田さん、本有難うございます。ニコニコ

植屋：村上委員長、宜しくお願い致します。

村上：本日の卓話、浜田副委員長よろしくお願いいた
します。ニコニコ

藤本：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

井本：毎日暑い日が続いています。お身体ご自愛くだ
さい。

北口：吉田さん、戸田会員の御本いただきました。有
難うございます。

前田：先日富山県館山へ登ってきました。年齢を感じ
ました。

満村：暑いですね。ニコニコ

村木：村上委員長、卓話楽しみにしています。ニコニコ！！

杉村：早退します。すみません。

高島：①地区の浜田様ご苦労様です。様々ご教示くだ
さい。

②吉田さん、戸田君本有難うございます。

辻（義）：ニコニコ

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥46,000
累　計 : ￥204,000

●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 1名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 28名 外国ゲスト 1名
欠席者 5名

出席率 84.84 %
7月8日の修正出席率 84.84 %

▲お誕生日のお祝い：左より梅原 一樹会員・栗山 博道会長エレクト・
　杉村 雅之会員

▲事務所創立記念日のお祝い：左より嶽下 勇治会員・
　栗山 博道会長エレクト・安達 昌弘会員・村木 博行会員

▲結婚記念日のお祝い：左より村木 博行会員・栗山 博道会長エレクト

●本日のゲスト
米山奨学生 陳　 玉芬 様

●本日のビジター
地区クラブ奉仕拡大・増強委員会 副委員長
（ゲストスピーカー） 浜田 篤介 様


