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◆今週の例会プログラム◆ 

2019年 9月 5日（木）第 2430回例会 

ガバナー公式訪問：RI2660地区ガバナー 

         四宮 孝郎 様（大阪西南 RC） 

◆次々週の例会プログラム◆ 

2019年 9月 12日（木）第 2431回例会 

メキシコ友の会をお迎えして 

担当：国際奉仕委員長 西宮 富夫 会員 

◇ロータリーソング◇ 
 それでこそロータリー 
◆先々週のお客様◆ 
RI2660地区 1組ガバナー補佐 田中 隆弥 様 
    ガバナー補佐エレクト 辻川 功一 様 

◆出席報告 2019年 8月 22日第 2429回例会◆ 
会員数：29名 出席者：19名 出席率 76.00％ 
前々前回  2019年 7月 18日 84.60％ 

◆会長挨拶◆         会長 林 たかみ 

 長いお盆休みが終わり、日常が戻ってまいりました。

そして今日、甲子園では高校野球の決勝戦が行われ、大

阪代表の履正社高校が初の優勝という嬉しいニュースが

ありました。甲子園が終わるといよいよ夏も終わりが近

づいているという感じがしますが、天気予報では秋雨前

線という言葉を聞くようになり、朝、犬の散歩で公園を

歩いていますとツクツクボウシの鳴く声も聞こえてくる

ようになりました。季節が１歩、進んだように感じます。 

 本日は田中ガバナー補佐ならびに辻川ガバナー補佐エ

レクト、おいでいただきありがとうございます。例会の

時間の中で、アセンブリーを行う予定ですのでよろしく

お願いいたします。 

 さて、8 月は会員増強・新クラブ結成推進月間となっ

ております。 

読まれた方もあるかと思いますが、ロータリーの友 8

月号に「91歳ロータリアンの会員増強力」という特集記

事が載っていました。この方は横浜中 RC の杉島さんと

いう方ですが、91歳で現役ロータリアンというだけでも

すごいですが、昨年度会員増強委員長を務められ、7 人

のかたを新入会員として紹介、入会していただいたそう

です。 

 これまで 17 人の会員のスポンサーを務められ、その

うち 14人が現在も在籍中ということです。 

記事の中で新会員を勧誘する際のポイントを以下の８つ

挙げられたそうです。 

１．奉仕活動に理解のある人を誘う。 

２．例会の時間に出席できる人を候補に 

３．ロータリーの入会金や会費のことを勧誘時に伝える。 

４．出席についてのメークアップ制度を説明する。 

５．新しい出会いがビジネスチャンスにつながる可能性

について触れる。 

６．同業会員や地元の知人に入会候補者の風評を聴取し

てから勧誘する。 

７．クラブの勧誘用リーフレットを持ち歩く。 

８．「数打てば当たる」は時間の無駄 

皆様も今申し上げたような点は充分理解されてお考えい

ただいてるとは思いますし、なかなか言うは易く行うは

難しで、難しいことではありますが、会員増強月間とい

うことでもありますので、私自身も含めもう一度再認識

していただければと思い、 

この記事をご紹介させていただきました。 

 

◆幹事報告◆          幹事 片山秀樹 

・あかつき園納涼祭について 

・I.G.Mについて、RYLAのご案内 

◇臨時理事役員会報告◇ 

・箕面ロータリー杯争奪ゲートボール大会協賛→承認 

・MOA児童作品展協賛について→承認 

・退会者について→承認 

・長寿祝について→移動例会として実施 

・納涼例会収支報告→承認 

◆委員会報告◆   情報規定研修委員長 芝野弘三郎 

第１回 IGM(Informal Group Meeting) 

日 時 2019年 8月 22日 20:00~23:30 

場 所 魚民箕面駅前店 

出席者 堀之内良光・木村知也・三上智子・水島教絵・  

    尾崎夏樹・佐藤修・黄堂泰昌・芝野弘三郎 

□クラブ現況で学ぶ 

□クラブ定款・細則の内容確認、辞書替わりに使う 

□2019年規定審議会のハイライトについて 

□「ロータリーの友」を読もう 

□IGMはメークアップ扱いになりました 

□RC・箕面 RCについての意見・質問など 

 ・入会して日も浅いので特になし。 

 ・楽しんでいます。 

 ・仕事が顧客の予定次第なので例会に出席することで 

  精一杯。 

 ・若い会員は仕事の結び付きで入会してきているので、 

  それがないと増強は難しい。 

 ・ロータリー用語が例会で飛び交っているが意味がよ 

  くわからない。 

 ・みんなは箕面クラブに愛着を持っているのか？ 

 ・各個人独自の考え方・捉えで方ロータリーライフを 

  楽しもう！ 

□IGM 次回 10月に開催 
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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◆           SAA 庄司修二 

ニコニコ箱 

山下恵司会員：田中ガバナー補佐宜しくお願いします。 

西脇悟会員：御ぶさたです。東京出張は台風のおかげで 

      ひどい目に会いました。 

芝野弘三郎会員：田中ガバナー補佐よろしくお願いしま 

        す。例会後の IGMもよろしく！！ 

黄堂泰昌会員：田中ガバナー補佐ようこそ！！ 

前田建司会員：田中ガバナー補佐本日はありがとうござ 

       います。先週欠席のお詫び！ 

庄司修二会員：ガバナー補佐ようこそ。本日よろしく。 

河野優作会員 

米山奨学会 

川端崇且会員：欠席のお詫び 

河野優作会員、芝野弘三郎会員、前田建司会員 

ロータリー財団 

西宮富夫会員：ガバナー補佐今日はよろしく 

河野優作会員、西脇悟会員、芝野弘三郎会員、前田建司

会員、庄司修二会員 

 

◆クラブ協議会◆ 

規定情報委員会     委員長 芝野弘三郎会員 

 この委員会は、会長、幹事の手助けをして会員に情報

を教示する役割がメインです。 

 IGM（ Informal Groop Meeting）昔は Fire Side 

Meeting）を、本日例会終了後に開催します。対象者は

会員歴の浅い会員 4~5名とベテラン会員 2名です。クラ

ブ細則には IGM は年 4 回開催と記載がありますが、近

年行っておりません。細則通り、4 回開催したいと思っ

ております。 

 会員の皆様には、「ロータリーの友」を是非とも読んで

頂きたいと思います。他クラブの情報もあり勉強になり

ますし、市役所は銀行などに置いていただき、広報活動

にも使えると思います。 

 今年は RI 規定審議会が行われた年であります。変更

点が多々ありますのでご報告していきたいと思います。 

My Rotaryの登録も引き続き未完了の方はお願いします。 

国際大会は来年 6月ハワイです。是非ご参加ください。 

 私は入会 22 年目になりました。少しでも若い会員に

経験や知識をお伝えできれば、と思っております。 

理事 SAA             庄司修二会員 

 今年度の事業計画 

『例会時の席順を工夫する』バランスよく座っていただ

けるよう工夫していきます。 

『例会場のペーパーレス化』我がクラブは 4 年前から週

報はウェブにアップしてペーパーレスとなっています。

例会日の前日の夜にはアップされていますのでご覧くだ

さい。その他、配布資料につきましてもペーパーレス化

をすすめていきますのでご協力よろしくお願いします。

ただし、ご希望がございましたら印刷しますのでお申し

出ください。 

『コマーシャルタイムの多様化』食事時間に様々な情報

を提供していただくために設けました。 

『シェイクハンドタイム』6 年前上島一彦元会長の年度

に池田 RC を参考に始めました。今年度も引き続き行い

ます。 

『食品ロスをなくす』我がクラブは年間通して多くの食

事を残しています。会員の皆様、出欠を確実に申告し、

食事の無駄が出ないよう、御協力をお願いします。 

『BGM を工夫する』今年度は会員の皆様に CD をご持

参いただき、例会の雰囲気を盛り上げていきます。 

戦略計画委員会より 近年例会数が削減されています。

今後、年会費や運営を考えていきたいと思っています。 

その他、クラブ運営にご意見がございましたら戦略計画

委員会にお伝えください。 

クラブ運営部門担当理事      黄堂泰昌会員 

 クラブ設立 51 年目を迎えた我が箕面ロータリークラ

ブです。林たかみ会長のもと、変革の年となります。こ

の先の 100周年を見据えた新たな一歩を踏み出しました。 

従来の例会の枠を超えた新しい試みや、変化をもたらす

ような工夫をしてきます。移動例会などで和気藹々と樹

来の形にこだわることなく行い、親睦活動委員長と共に

計画していきます。他団体やビジネスのネットワークも

活用し、イベントを企画していく等、卓話だけではない

形を模索していきます。 

 会員同士の親睦を深めるために日帰り旅行等行事の実

施など、変革の年にしていきたいと思っています。 

 定款・細則につきまして、近年ロータリーの在り方の

変化が謳われています。RI、地区からもクラブ内でフレ

キシブルに対応し、今あるべき姿で細則の見直しが必要

だと考えております。 

 会員増強のためのツールとしてクラブのフライヤーや

50周年記念誌などを活用してください。 

財団・米山部門担当理事       上島一彦会員 

 先ず、ロータリー財団より、ポリオのお話をします。5

才未満の子どもがかかりやすい小児麻痺は、人、汚染水

などで感染します。『ポリオプラス』の『プラス』は、子

どもがかかりやすい伝染病 5 つ、はしか、結核、ジフテ

リア、百日咳、破傷風の表しています。ポリオは 1980

年代と比較して 99.9%まで減少しています。今、常在国

とされているのがパキスタン、アフガニスタン、ナイジ

ェリアの 3か国です。（ナイジェリアは今年発症しなけれ

ば常在国から外れる）残り 0.1％です。しかしインフラ

整備の後進、戦争、テロ、宗教上の理由などで予防接種

が受けにくいという状況から、この 0.1％をなくすのは

難しい戦いとなります。引き続き、ロータリーではポリ

オ撲滅に向けてしっかりと支援していきます。会員の皆

様も財団、ポリオ、恒久基金など、御協力をお願いしま

す。 

 財団地区補助金につきまして、今年度はマタニティー

マークの配布を実施します。 

 米山奨学委員会につきまして、米山奨学生の張さんを

お迎えしています。対話と親睦を深めていただきますよ

うお願い申し上げます。 

 


