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会員増強・新クラブ結成推進月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2393回）
ロータリー讃歌
「″Ｔｈｉｓ ｉｓ Ａｍｅｒｉｃａ″
（これがアメリカ）」
2016-17年度青少年交換派遣学生
永田 秀成 様
青少年交換委員会

☆☆ ８月度の在籍表彰 ☆☆
14ヵ年 北村 修久 14ヵ年 西井 幾雄

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
今井 浩

梅本 知秀
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

8月3日（木）本日の例会は、会員増強・新クラ
ブ結成推進月間記念卓話として、地区クラブ奉
仕・拡大増強副委員長 加茂次也氏（東大阪RC)と
委員の井上嗣仁氏（吹田・江坂RC）が卓話者とし
てお越し頂いております。
先週の7月27日（木）午前11時からは、第10回戦
略計画委員会が開催され、山本委員長より、中長
期に取り組むべき事項等々の報告があり、その
中でも特に会員増強に関しては、出席した各委
員より活発な意見がありました。そして例会終
了後には、8月度定例理事会が開催されました。
井戸創立50周年実行委員長より、計画案の最
終決定が近々であるとの発表があり、
いよいよ50
周年記念事業の準備が夫々の部会分野で実行さ
れる事となります。
青少年奉仕委員会の福原委員長より、平成29
年度「青年功績賞授与式」の日程及び実施事項
が、下記の通り決定したとの発表がありまし
た。
日 程
9月3日（日）18：30 ～ 20：00
吉野宮滝野外学校 体育館
授賞者 17名（卒業予定者）

次々週（８月２４日）のお知らせ
１）例 会 （2394回）
２）ソング
それでこそロータリー
３）卓 話「私と仕事とロータリークラブ」
郡 悦清会員
４）ガバナー補佐訪問懇談会

9月30日（土）18：30 ～20：00
東大阪市立野外活動センター
『自由の森 なるかわ』
授賞者 12名 （卒業予定者）
なお両当日とも、私と寺杣幹事、福原青少年奉
仕委員長と各委員が出席する予定です。
以上

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①公益財団法人ロータリー日本財団より平成29年
1月1日から6月末日までの「確定申告用寄付金領
収証」・「税額控除の証明書」（領収書の裏面に
印刷）が届きましたのでポストにお配りしてお
ります。
「寄付者の皆様へ」もご一緒にお配りし
ていますので内容をご確認ください。なお、領収
書の再発行はできませんので確定申告時まで大
切に保管して頂きます様にお願いいたします。
②「ロータリーの友」をお配りしております。併せ
て8月号推奨記事のご紹介をお配りしておりま
すのでご覧いただきます様お願いいたします。
③№1・4・7テーブル情報集会並びに№5・6テーブ
ル情報集会の出欠のご返事を事務局までお願い
いたします。
④地区大会出欠のご返事を事務局までお願いいた
します。
⑤「2016-17年度 上半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いいた
します。
⑥次々週8月17日（木）は定款により休会にさせて
頂きます。事務局もお休みさせて頂きます。な
お、事務局のお盆休みは8月14日（月）～8月16日
（水）までです。

☆☆ 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

２名
３名
０名
０名

会員総数
58名
会員出席
44名(54名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
10名

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

地区クラブ奉仕拡大増強委員会 加茂副委員
長、井上委員ご苦労様です。卓話よろしくお願
い申し上げます。
橋本 守之
加茂様 井上様 本日の卓話宜しくお願い致しま
す。
寺杣 晃一
加茂様 井上様 本日の卓話どうぞよろしくお願
いいたします。
中野 格
つい先日傘寿だと思っていたらもう1年が過ぎ
ました。早いものです。誕生日自祝 重里 國麿
誕生日自祝
寺杣 晃一
虫垂炎手術のため入院、連続欠席のお詫び
大矢 平治
中野君、久し振りで嬉しいです。 南川 和茂
中野さん お元気そうで何よりです。本日の卓
話よろしく！！
SAA一同
平成29年8月3日
合計金
45,000円
累計金
461,000円

☆☆ 先週（8 月 3 日）の卓話 ☆☆

8月 3日の出席率
81.48％
４週間前（7月13日）の
メークアップを含む出席率 84.62％
メークアップ実施会員
3名（欠席者11名)
交流、人材育成などを図り、クラブの魅力を高め
てゆく。
②ロータリーの魅力をネット、パンフレット、マ
スコミなどで積極的に発信し、認知度を高めてゆ
く。
③全員参加により会員候補者を発掘し、候補者リ
ストを作成する。リストは随時更新し、次年度に
確実に引き継ぐ。パンフレットなどロータリーを
分かりやすく説明するツールを充実し、熱心な勧
誘活動を継続的に行う。
また、
男性に限らず、
ロー
タリーふさわしい人は積極的に勧誘する。
④より幅の広い候補者に入会していただくため、
必要に応じ昨年度に認められたクラブの柔軟運
営ルールを活用する。
⑤活動を継続し毎年スパイラルアップしてゆく
ためには、クラブの「戦略計画委員会」などで、
先を見た活動計画を作ってゆくことが重要です。
言うまでもなく、これらの活動を効果的に進
めるには、会長、役員などのリーダーの強力な
リーダーシップと全会員の参加意識が大切で
す。厳しい状況ではありますが、今年度の大幅な
会員増を目指して頑張りましょう。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ラズベリーヴィネガー風味の帆立貝とシュリ
ンプ、甲殻類のジェリーとメロンガスパッ
チョと共に
グリルチキンとグリルベジタブル、ルコラ、
トマト・タラゴンヴィネグレット
ココナッツとグレープフルーツのタルト、
ヨーグルトアイスクリーム添え
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

ロータリー讃歌

こころ

大阪ＲＣ
作詞 大 林 芳 郎
作曲 津 田 宗 三 郎

しるし

ロータリー 奉仕の精神
ロータリー 誠意と友愛
ロータリー ロータリー
徳義に立って
世界を 一つに結ぶ
ロータリー ロータリー

むつみ

ロータリー 理想の表徴

ロータリー 融和と親善
ロータリー ロータリー
希望に燃えて
世界に 平和を樹てる
ロータリー ロータリー

会員増強・新クラブ結成推進月間記念卓話
「会員増強・新クラブ結成推進月間」に因んで
第2660地区 クラブ奉仕・拡大増強委員会
副委員長 加茂 次也 様
会員強化委員会
８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。
今年度の片山ガバナーは、「個性を生かし、参加
しよう」のスローガンを掲げられ、具体的な活動
目標の一つとして、
「各クラブ純増２名の会員増
強目標を達成し会員基盤の強化を図る」という
方針を示されています。
今年度のための会員増強拡大セミナーを今年
の６月３日（土）に大阪ＹＭＣＡで開催しました
が、事前に各クラブにアンケートをお願いしま
した。アンケート結果からは、各クラブでいろい
ろな取り組みをされているなかで、増強に効果
があった勧誘方法として、①全会員による候補
者の提出、②例会などへの招待、③新入会員によ
る勧誘、④退会しそうな会員への声掛け、⑤地道
な勧誘活動などが挙げられており、一方退会防
止も含めた会員増強の課題として、①ロータ
リーの知名度・認知度不足、②魅力・入会メリッ
トの説明が難しい、③出席義務、会費など会員負
担が大きい、④例会、奉仕活動の充実、親睦の深
化など魅力あるクラブ作り、⑤候補者の発掘、取
り合い、⑥会員の増強意識、⑦会員の高齢化な
ど、多くの課題が挙げられています。
これらの結果から会員増強の方向性として、
①例会の工夫、奉仕活動の活発化、会員の親睦・

）内は会員総数を基準とした値

