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会員増強および 拡大月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング

（2078回）
君が代・奉仕の理想

３）卓 話 「ガバナー所感」
ＲＩ第2660地区ガバナー
松本 新太郎 様
４）ガバナー公式訪問懇談会
５）９月度定例理事会

次週（９月２日）のお知らせ
１）例 会

（2079回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング 君が代・奉仕の理想
４）卓 話 「新入会員自己紹介」
中村 修 会員
09－10年度青少年交換派遣学生帰国報告
「一年間のアメリカ生活で学んだこと」
駒谷 瑞穂 様
青少年交換委員会

☆☆ 松本 新太郎ガバナー公式訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆
１９９７～１９９８年度
親睦活動委員長
１９９８～１９９９年度
無任所理事
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター
米山功労者（マルチプル）

ガバナー公式訪問を迎えて

ＲＩ第2660
ＲＩ第2660地区ガバナープロフィール
2660地区ガバナープロフィール
松本 新太郎ガバナー 1938年1月5日生
【職業分類】 界面活性剤製造販売
【 ロータリー歴 】
１９７６年５月
八尾ＲＣ入会
１９７９～１９８０年度
広報委員長
１９８３～１９８４年度
国際奉仕委員長
１９８４～１９８５年度
幹事
１９９１～１９９２年度
職業奉仕委員長
１９９２～１９９３年度
副会長
１９９５～１９９６年度
会長エレクト
１９９６～１９９７年度
会長

会長 中村 健輔
松本新太郎ガバナー、本日はようこそお越し
下さいました。
大阪天満橋ロータリークラブ68名
の会員一同、心よりガバナーの訪問を歓迎いた
します。
先日の当クラブへの高島ガバナー補佐訪問に
際し、当クラブの現状をご報告申し上げると共
に、クラブ協議会におきましては各委員会の活
動計画をご説明、その後計画に対してのご指導
を賜りました。
本日は、松本ガバナーより本年度の地区方針
ならびに今後のクラブ運営に対しますご助言、
ご指導をいただきますよう宜しくお願い申し上
げます。
本年度当クラブは、松本ガバナーがテーマと

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

３名
１名
０名
０名

会員総数
68名
会員出席
56名(61名)
出席規定適用免除 22名
会員欠席
5名

しておられます「ロータリークラブについても
う一度考えてみませんか」を踏まえて、「原点回
帰」をクラブテーマに掲げ、会員全員がロータリ
アンであることの意味を深堀すると共に「会員
本意のクラブ運営」を追求してゆきたく考えて
おります。
松本ガバナーにおかれましてはご多忙な中当
クラブにご来訪頂き厚くお礼申し上げますと共
に、今後の益々のご活躍、ご健勝を心よりお祈り
申し上げます。

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様ようこそお越し頂きました。お盆休みも
終わり、秋のシーズンに向けてクラブ運営にお
きましても重要な奉仕活動、クラブ行事が目白
押しとなってまいります。会員の皆様方の御協
力を得まして意義ある活動を目指してゆきたい
と思いますので引き続きご協力の程、宜しくお
願い申し上げます。
本日はその第一弾と致しまして会員委員会に
よります、会員増強バズセッションを実施して
いただきます。会員皆様の活発な発言、今までに
ない発想を得まして、会員増強実現につなげて
ゆきたいと考えます。
報告事項と致しましては、８月12日に山村幹
事のお嬢さん、山村芹菜さんが交換留学生とし
てアメリカ／ミズリー州コロンビアに向けて出
発、山本副会長、木村青少年交換委員長、森本副
委員長、徳岡委員、山村幹事にお見送りを頂きま
した。１１ケ月間ではありますが現地におきま
して安全にそして十分な成果を上げられます事
を期待したいと思います。
続いて、本日８月19日、15時30分関西空港着に
てアメリカ／ミズーリー州から交換留学生とし
て、Ｋａｔｈｅｒｉｎｅ Ｉｒｅｎｅ ＲＥＩＤＡ
さんが来日します。例会終了後、山本副会長、高
良青少年奉仕委員長、木村青少年交換委員長、森
本副委員長、徳岡委員、山村幹事に出迎えに行っ
ていただきます。
Ｋａｔｈｅｒｉｎｅは、山本副会長のご尽力で
大阪府立清水谷高校に約１年間通学することが
決まっております。清水谷高校100年来の伝統の
セーラー服姿を早く見せてもらいたいもので
す。

）内は会員総数を基準とした値

8月19日の出席率
91.80％
４週間前（7月15日）の
メークアップを含む出席率 93.33％
メークアップ実施会員
4名（欠席者8名)
又、第一ホストファミリーを引き受けて頂き
ました木村青少年交換委員長とご家族の皆様に
はクラブとしても大変お世話になります。どう
ぞ宜しくお願い致します。
もう一点、次週例会はＲＩ第２６６０地区松
本新太郎ガバナーの公式訪問を予定しておりま
す。多数の会員の皆様のご出席を得まして松本
ガバナーをお迎えしたいと思いますので、
何卒宜しくお願い申しあげます。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「ＲＩ第2660地区 2010～11年度 地区大会」
の出欠のご返事を事務局までお願いします。
記念イベント（東儀秀樹、古澤 巌コンサート）
へのご参加は席数に限りがありますのでお早
目にお申し込みお願いいたします。
②№3・4テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
③青少年交換来日学生Katherine Reidaさんのウ
エルカムパーティーの出欠のご返事を事務局
までお願いいたします。
④№1・2・6テーブル情報集会出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。
⑤次週8月26日は松本 新太郎ガバナーをお迎え
してのガバナー公式訪問です。多数の会員の
ご出席をお願い致します。
⑥次週例会終了後「9月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させていただいており
ますので関係各位宜しくお願いします。なお、
資料をご提出頂けます理事・役員は24日（火）
までに事務局までお願いいたします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

本日、神奈川２５９０地区川崎大師R.Cから参り
ました。よろしくお願いします。 須山 文夫
本日のバズセッション。活発なご意見を期待し
ています。
福原 哲晃
初めてタクト振らさせて頂きます。 目幸 文範
今日、関空へ米国ミズリー州から１６歳の少女
が1年間留学します。よろしくお願いします。
青少年交換委員会
本日、交換学生キャサリンさんが関空に到着し
ます。ホストファミリーをしていただく皆様、
有難うございます。
山本 喬一
在本、坂本会員ありがとうございました。
岸本 良一

残暑とはいえ、皆様のりこえましょう。
小寺 一矢
ホームクラブ欠席のおわびとして。 中野 格
奥先輩先日は大変お世話になりました。
中島 康之
平成22
平成22年
22年8月19日
19日

合計金

32,000円
32,000円

累計金

509,000円
509,000円

タリーならびに当クラブをどのようにアピール
し、かつ入会へのきっかけを作るべきか熱心に
議論をしていただきました。どのテーブルから
も、ロータリー及び当クラブに入ってよかった
との思いは共通であり、その思いを伝えること
が基本であるが、併せてロータリーならびに当
クラブのPR活動を充実する必要があるとのご意
見を頂戴いたしました。本日のご意見を参考に、
「会員皆増強委員」をテーマに掲げて早急に増
強体制を整えたいと考えますので、ご協力よろ
しくお願いいたします。

☆☆ 先週（8
先週（8 月 19 日）の卓話 ☆☆
会員増強および拡大月間記念卓話
「会員皆増強委員」～バズセッション～
会員委員会委員長 福原 哲晃

－－青少年交換来日学生－－
８月19日夕刻、アメリカ／ミズーリ州から
キャサリン・レイダさんが関西空港に到着しま
した。
20時間以上の長旅にも関わらず元気な様子
で、出迎えの人たちに上手な日本語で挨拶をし
てくれました。当日から第１ホストファミリー
の木村会員宅にお世話になっています。

ロータリー会員の数が減少しております。1996
1996年6月131,477名が昨年は91592名に、2660地区
でも1996年6月5,601名が昨年には3,923名に減少
しています。当クラブの会員数も1997年6月の121
名が本年6月には68名にも減少しています。
会員増強は、当クラブにおきましても最重要
課題であり、中村会長も先頭に立って取り組む
覚悟でおられます。
会員の減少については、経済状況やロータ
リーの認知度の低下等様々な原因が考えられま
すが、当クラブとして増強に取り組むためには、
会員お一人おひとりが増強委員となって考え、
行動していただくことが重要だと思います。
本日のバズセッションでは６テーブルに分か
れていただき、新会員を獲得するためにはロー

参加会員
山本副会長、山村幹事、高良青少年奉仕委員長
木村青少年交換委員長、森本副委員長、徳岡委員

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・冷製パンプキンスープ
・ハンバーグステーキ、ポーチドエッグ添え、
デミグラスソース
・フルーツ ・ライス ・コーヒー

奉 仕 のののの理想

元京都 ＲＣ
作詞 前 田和 一郎

元東京 ＲＣ
作曲 萩 原 英 一
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とわ

永 久 に栄 え よ

我 等 の ロー タ リ ー

ロー タ リ ー

会員増強・拡大月間にあたって
国際ロータリー第２６６０地区
2010-2011年度ガバナー
7月からロータリーの新年度が始まり、翌8月
は「会員増強・拡大月間」にあたっています。私
観を申し上げれば「会員増強」はロータリークラ
ブにとって、年間を通じての最重要事項であっ
て、通年の活動を続けていくべきと思っており
ます。ただ8月は新年度のスタートダッシュの意
味合いからも、どうぞ特にご尽力をいただきま
すよう、お願い申し上げます。
さて、今年2月に開催された当地区2009～2010
年度地区大会の中で、RI会長代理のビチャイ・ラ
タクル氏は、日本での会員数減少に多大の懸念
を表明されました。ここ数年間で5000人の会員が
減少し、これは実にタイー国の会員総数に匹敵
するそうです。その原因については様々な意見
がありますが、現実に会員数減少は深刻さを増
すばかりです。
そこで今年度、皆様にご提案申し上げたいの
ですが、高齢化による自然減などをカバーした

松本 新太郎
上で、各クラブ1名以上の新会員を受け入れてい
ただきたいのです。第2660地区の85クラブがこの
目標を達成し、さらに日本全国、世界各国でも同
様の実績を挙げることができれば、まさに「地域
を育み、大陸をつなぐ」高逼な精神にもつながる
ことでしょう。
新会員勧誘のためには、ロータリークラブが
いかに楽しい場所であり、かつ社会的にも有意
義な組織で取り組みがいのある活動を行ってい
るかを、皆様お一人おひとりが今一度見つめ直
していただいた上で、十分に説明を尽くして理
解してもらうことが求められます。
その一助になればと、5月には地区のクラブ奉
仕・拡大増強委員会が中心となって「クラブ奉
仕・会員増強セミナー」を開催していただきまし
た。ぜひお役立ていただき、各クラブに新しい仲
間を迎えていただくことを願ってやみません。
（ガバナー月信 ８月号 から転載）

新しい表彰プログラム「クラブ・ビルダー賞」
クラブ・ビルダー賞は、ロータリー・クラブをサポートし、強化するにあたって大きな影響を
もたらしたロータリァンを称えるものです。毎年、地区ガバナーが、1地区につき1名の候補者を
推薦することができます。
候補者は以下の条件を満たしていなければなりません。
●会員歴10年以上で、瑕疵なき正会員であること
●クラブ会長を務めた経験があること
●推薦される直前の過去3年間に、少なくとも会員30名のロータリー・クラブの会員であること
以下のロータリアンは本賞の受賞資格がありません。
●現クラブ会長
●現職、次期および元地区ガバナー
●現職、次期および元RI理事
候補者は以下を達成していなければなりません。
●少なくとも5名の会員を個人的に勧誘して入会させること。また、本賞の候補者として推薦さ
れる時点において、入会させたこれらの会員すべてが正会員としてとどまっていること
●所属クラブでロータリーの研修に参加したことがあること
●クラブレベルで少なくとも１つの意義ある職業奉仕プロジェクトに参加したことがあること
●推薦される直前の過去3年間に、少なくとも2回の地区会合に出席していること
資格を有する候補者は、所属クラブ(3年に満たない新しいクラブの会員は、過去に所属してい
たクラブ)の3名の元クラブ会長から推薦を受けなければなりません。地区ガバナーは、3名の元
ガバナーから成る選考委員会を結成し、地区の候補者を選出します。地区ガバナーは1名の候補
者を推薦することができ、推薦書式を11月1日までに国際ロータリーへ提出しなければなりませ
（ガバナー 月信 ８月号 から転載）
ん。

