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RI D.2660  

箕面ロータリークラブ                             






 

◆今週の例会プログラム◆ 

2018年 8月 9 日（木）第 2387 回例会 

ガバナー補佐訪問 

ガバナー補佐 青山快玄 様（大阪北梅田ＲＣ） 

◇次週◇ 

2018年 8月 16 日（木）休会日 

◆次々週の例会◆ 

2018年 8月 23 日（木）第 2388 回例会 

納涼例会 

例会場：音羽山荘 

♪ロータリーソング♪  
奉仕の理想 
 

◆出席報告 2018年 8月 2日（第 2386回例会）◆ 
会員数：30名 出席者：19名 出席率 73.07％ 
前々前回  2018年 7月 12日  81.48％  

◆会長の時間         会長 片山 秀樹 

 

皆様こんばんは。先週は初のクラブ事業の箕面祭り

が台風の影響で中止になってしまいました。多くの

メンバーに参加していただき、皆様と共に達成感を

味わいたいと考えていたところですが残念ながら

自然には勝てません。8 月 17 日には「あかつき園

納涼祭」が待っていますので多くの参加をお待ちし

ております。。 

 

さて、今月は【会員増強・新クラブ結成推進月間】

です。私が 6 年前に入会した時は瞬間風速 21 名ま

で減少していましたが現在は 30 名まで復活してい

ます。ご承知の通り私は、メイクアップで日本全国

のクラブを訪問する機会が多いのですが増強に関

しては苦労されています。メイクアップ先を選ぶと

きには次の考え方で実践し、多くのクラブの例会に

参加することができました。 

・同じクラブを避け、多くのクラブを訪問する。 

・複数、候補があるときは当クラブと同規模を優先

する。 

他のクラブを訪問すると当クラブの特徴もより鮮

明に見えてきました。 

・職業分類はもとより女性、男性、若いロータリア

ン、シニアロータリアンなど多様性に富んでいる 

・規模は決して大きくないクラブですが規律とファ

ミリー性のバランスガ取れている 

 

本日は会員増強委員会によるフォーラムです。今年

の会長方針にもありますように『ロータリアンが参

加しやすい「魅力ある・元気ある・個性ある」クラ

ブを目指す』を実践し、多くの仲間を増やして行き

たいと思いますので上島委員長よろしくお願いい

たします。 

 

◆幹事報告◆           幹事 林 たかみ 

・8月プログラムについて 

  8月 16日休会 

  ※8月 17日（金）午後 5時半からあかつき園納 

   涼祭 

  8月 23日納涼例会 音羽山荘  

  8月 30日ガバナー公式訪問 

・茨木西ＲＣから秋のライラについてのご案内 

・地区大会の登録申し込みについて 

・7月西日本豪雨の義捐金について 

・事務局夏季休暇は、ガバナー事務所に準じまして 

 8月 13日（月）～15日（水）※実際は休会日の 16 

 日（木）まで 
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事務局執務時間：月・水・金 10：00～15：00、  木 14：00～21：00、  火・土・日・祝 ○休  

◆SAA 報告 

ニコニコ箱 

芝野弘三郎会員：上島委員長、フォーラムよろしくお願 

        いします。 

岡内重信会員：会員増強にご協力を！！ 

片山秀樹会員：会社が 100 周年を迎えることが出来まし 

       た。社員をはじめ、諸先輩に感謝の気持 

       ちでいっぱいです。 

浦  収会員：欠席のお詫び 

前田建司会員：欠席のお詫び 

       上島委員長、フォーラム宜しくお願い致 

       します。 

川端崇且会員：月初 

木村貞基会員：雨ちゃん、今年の日本の暑さは異常です！ 

木村知也会員、山本貴雄会員、河野優作会員 

米山奨学会 

上島一彦会員：目標掲げて皆で会員増強！！ 

       楽しくやりましょう。 

木村知也会員、芝野弘三郎会員、岡内重信会員、浦収会

員、前田建司会員、林たかみ会員、木村貞基会員 

ロータリー財団 

西宮富夫会員：月初にて 

河野優作会員、芝野弘三郎会員、岡内重信会員、浦収会

員、上島一彦会員、前田建司会員、木村貞基会員 

◆フォーラム（会員増強）◆ 

            会員増強委員長 上島一彦 

●自己紹介 

昭和 33 年生まれ(60 才) 附属池田小・中学校 雲雀 

丘学園高校 

昭和 56 年、早稲田大学を卒業後、父の経営する大洋

テキスタイル(株)に入社。 

メンズ衣料品メーカー。ニットウェアの企画・生産・

販売。 

毎年、ヨーロッパの最新情報をキャッチし、｢もの創

り｣に励む｡ 

 昭和 56 年 （社）箕面青年会議所入会 JC 歴 18 年 

平成 5 年 （社）箕面青年会議所 第 28 代理事長  

平成 10 年 （社）箕面青年会議所の卒業年度 会員

拡大委員長として拡大 20 名を達成 

 平成 13 年 9 月 箕面ロータリークラブ入会  

ロータリー好きの伯父の勧め→入るなら箕面 RC。 

RC 歴 17 年 

 平成 25-26年度 第45代会長（箕面RC創立 45周年） 

●「ダイヤモンドはダイヤモンドによって磨かれる」 

会員数の減少は、クラブ財政の硬直化を招き、限られ

た会員に過重な役割を強いる結果となります。 

クラブ存亡の危機感をもって、全員で増強に取り組み

ましょう！ 

新会員候補者に入会をお願いすることは、全ロータリ

アンの責任。 

 会員数が増加すれば、柔軟な財政運営、新たな活動の

展開が可能になる。クラブに活気が増す。 

 「いまだ見ぬ人をさがし、人から学び、人を育てる」 

会員増強を頑張れば、ロータリアンとしての達成感が

うまれます。 

 「私は無理」はダメ→会員増強を、クラブ全員で楽し

みましょう！ 

 ダイヤモンドはダイヤモンドによって磨かれる→人は

人によって磨かれる 

量は質に転嫁します｡ 

 地域社会において真に必要とされるクラブを目指す。 

地域社会のニーズを捉え、ロータリーの社会的認知度を

向上。 

 「魅力ある・元気ある・個性ある」クラブを目指すた

めに、クラブ会員が一致協力して、会員増強に努めまし

ょう！ 

 新会員がロータリーに積極的に参加し、ロータリーに

よって意欲を高め、ロータリーの奉仕のパワーで人々の

人生を豊かにできるようになって初めて、仕事が終わっ

たことになります。 

 新会員のフォローアップ、現会員のモラルアップ、ロ

ータリーの歴史を知る機会となるよう、青 敬祐 委員

長の指導の下、情報規定研修を前に進めます。 

●具体的な行動計画（案） 

会長には理事会･例会を問わず、会員増強の重要性をアナ

ウンスして頂く 

→クラブ一丸となって、増強に取り組む機運を盛り上げ

る 

毎月の理事役員会で増強タイムをとる→理事役員は、お

１人に付き１名増強のノルマ達成 

すべての会員が新会員推薦カードに被推薦者（新会員候

補者）を記入 

→業界･団体･同窓会･趣味の会・三師会(医師・歯科医師･

薬剤師)・JC・YEG・RAC 等を参照 

→新会員の候補者リストを作成→理事役員が役割分担し

て面談 

新会員の候補者に例会等を体験してもらう 

→8 月 23 日（木）午後 6 時 30 分～音羽山荘例会に、新

会員候補者を招待 

増強パンフレットの作成→内容検討 

入会後は、新会員のモラルアップ・フォローアップ・退

会防止に努める 

→理事役員の気配り、情報規定研修委員長（青敬祐委員

長）・出席向上委員会（川端崇且委員長）・親睦活動委員

会（木村知也委員長）等との連携 
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箕面ロータリークラブ 会員増強アンケート集計  

 

箕面 RC を、どんなところだと思っていたのでしょう

か？ 

セレブのあつまり・世界のロータリアンと楽に繋がりが

持てるクラブ・敷居が高い・奉仕団体・オピニオンリー

ダーの集う社交場・ハードルが高い・ボランティア団体・

ＪＣを卒業したら入る団体・仕事のアイデアを得ること

ができる場所・地元の名士が集まるところ 

 

なぜ入会されたのでしょうか？ 

二世会員・先輩に誘われて・現会員の話が魅力的だった

から・友人に誘われて・自己研磨の場を得る為・熱心な

お誘いを受けて 

 

なぜ続けているのでしょうか？ 

多くの人々に会える・My Rotary を使って、世界のロー

タリアンに意見を言いたい・妊娠、出産という事情でも

温かく受け入れて頂いている・会員の人柄に魅かれてい

る・ホッとする時間が持てる反面、ためになる話が聞け

る・通常、経験できないようなことができるから・ライ

フワークの一部となった為・他業種の友達がいるから・

楽しいから・会員との強い絆があるから・自分の研鑚・

もっと親交を深めたいから・継続は力なり・普段知り合

えない方々と知り合うことができるから 

 

会員増強のために、何をすれば良いとお考えでしょう

か？ 

例会の回数を検討する・声掛け・ソフトに誘う・世界に

情報発信できるクラブというイメージを作れば、若い人

の関心を集められるのでは・仕事をまわす・50 周年記念

会員の募集・ネット募集・新聞折り込み・スターを作り、

ブランディング戦略を練る・毎月、集中的に訪問・根気

よく努力・自分自身の信頼感・納涼例会や公開例会など

でゲストとして招待する・ロータリーの良さを強調す

る・人の輪を広げる・地道にたくさんの人に声をかける 

 

ずばり、あなた個人の増強目標は何名でしょうか？ 

                  1 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     米山奨学生 趙 雨桐さん 


