
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今 期 累 計 256 ,000円 

年 間 予 算 2,000,000円 

達 成 率 12.80％ 

第２６６０地区 
大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4 階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967 年 12 月 26 日 
■会長 橋本 正幸 
■幹事 佐藤 多加志 
■会報委員長 森岡 信晶 

◆4つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

平成 29 年 8 月 22 日   No.2389  H29.8.1(No.2388 の例会記録) 

 
ロータリー：変化をもたらす 

大東ロータリー会長テーマ 

「 半世紀“2067”への架け橋  
奉仕の継承と変革 」 

◆ 出席報告（8月 1日分） 

会員数 40名 出席数 34名 欠席者 5名 

特定免除 1名 その他免除 0名 

出席率 87.18％ 

 

前々回 7月 18日分 

ホームクラブの出席者 33名  94.29％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除 4名  その他免除  1名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

後面に記載 

２０１７年～２０１８年度 
国際ロータリーのテーマ 

国際ロータリー会長   イアン Ｈ.Ｓ. ライズリー 

第 2660 地区ガバナー方針 

「 個性を活かし、参加しよう 」 
 

片山 勉 

今週の予定   （8 月 22 日） 

次週の予定   （8 月 29 日） 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 
・8/22  周年 第 6 回実行委員会 
・8/29  クラブ奉仕・ロータリー情報  

情報集会 18：00～ 
・8/31  地区 第 1 回インターアクト合同会議と懇親会 

17:00～  

 
・9/2  地区 クラブ職業奉仕委員長・地区委員  

合同勉強会 10：00～ 
・9/2  地区 財団セミナー 14：00～ 

・9/9  地区 第 1 回クラブ社会奉仕委員長会議 10：00～ 

・9/17  大東市市民まつり 
 
 

お知らせ 

「 クラブ奉仕部門について 」 

 中  恒夫 会員 

「 色覚について 」 

 小林 誉典 会員 



 

 

 
 

 大阪桐蔭高校野球部が甲子園の出場を決めまし

た。甲子園では決勝戦で大川会員が作詞作曲され

た校歌が、全国に流れますよう祈っています。 

桐蔭高校の学生と、8月 3日～6日インターアク

ト海外研修に香港マカオまでメンバー７人で行

って参ります。中野地区インターアクト副委員

長のサポートをするためにと考えていますが、足を引っ張らないようにしたいです。 

 

 今月は「会員増強、拡大月間」です。会員増強につきましては、クラブの存続に

関わる大切な課題です。私の基本方針に会員増強についてはあえて触れませんでし

た。それは、目標をもって計画的構想が必要であると考えたからです。今年度５人

増と設定し達成しても、次年度増員がなければ二年間で 2.5 人増となります。次々

年度に１人増となると、三年間で６人年間２人となります。 

何を言いたいのかといいますと、単年度計画でなく、長期的目標を立てて、計画

的に増員をしなければならないと考えたからです。 

本日の理事会で特別委員会の設置を承認していただきました。今後の会長様には

ご理解いただきたいのですが、単年度で終わる事無く特別委員会を継続していただ

きたいと、お願い申し上げます。 

特別委員会では、会員増強やクラブ運営についてなどクラブの根幹をなす目標や

計画を設計していただきたいと願っています。 

 

 当クラブの現状を把握し、どのように進めていけばいいのでしょうか。 

当クラブの会員は、現在４０名で平均年齢は５９．１５歳です。 

 地区の統計によりますと、毎年自然減が５％～１０％とみられています。当クラ

ブに充てはめますと２～４人が自然減となります。 

 １０歳毎のバランスを保つという事を考える必要があります。 

 当クラブの年齢分布バランスは、８0 歳代５人、７０歳代３人、６０歳代１１人、

５０歳代９人、４０歳代１２人となっています。 

 年齢バランスは、７０歳代が３人と少なく、４０歳代１２人、５０歳代９人、６０

歳代１１人と、４０歳代から６０歳代のバランスはとれていて、１０年間で１０人

となっています。 

 毎年１人増やすと１０年間で１０人増となりますが、毎年自然減２～４人とされ

橋本 正幸 会長 
会長の時間 



 

 

ていることから、年間２人減とすると１０年間で２０人が自然減となります。毎年

１人増ですと減少してしまうこととなり、毎年２人が入会しないと現状を保てない

事となります。 

仮に、４０人の会員を１０年後の６０周年に５０人の会員数にするには、毎年３人

の増員が必要となるのではないでしょうか。 

 これで会長の時間を終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           佐藤 多加志 幹事 

 

第 5 回（8月）定例理事会  

 ＜決議事項＞ 

1. 2016-17 年度決算、決算に伴い 2017-18 年度予算の件  ・・・・・ 承認 

2. 特別委員会の設置の件        ・・・・・ 承認 

3. 秋の家族会日程の件      ・・・・・ 承認 

4. 50 周年実行委員会 積立金振替の件       ・・・・・ 承認 

5. IM3 組ロータリーデーの件           ・・・・・ 承認 

6. プログラム変更（8/22 情報集会 →8/29）の件  ・・・・・ 承認 

7. 青少年奉仕委員会 野球大会、弁論大会の件   ・・・・・ 承認 

8. 旧 WCS の件          ・・・・・ 承認 

9. 事務局の夏休みについて 8/8（火）～17（木）まで  ・・・・・ 承認 

 

 

 

 

 

 

理事会報告 



 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                  森岡 信晶 副委員長 

・誕生日 自祝       田川 和見 君 

・誕生日 自祝       森岡 信晶 君 

・入会記念日 自祝 （7月）     谷中 宗貴 君 

・理事会ご審議に感謝 感謝     橋本 正幸 君 

・理事会 スムーズな進行ご協力 有難うございました  佐藤 多加志君 

・もう 8月です 暑中お見舞い申し上げます 感謝   大西 寛治 君 

・池田さんお世話になり有難うございました   藤本 和俊 君 

・小川さん、毎々ご厚意に感謝 感謝    福富 經昌 君 

・決算、予算審議承認ありがとうございました   木村 克己 君 

・東村さん、先週はありがとうございました   間  紀夫 君 

・森岡さん 忙しい中、お世話になりました ありがとうございます 感謝 

         山田  伸 君 

・インターアクトクラブ海外研修 宜しく御願い致します  中野 隆二 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎親睦活動委員会       大東  弘 委員長 

秋の家族会の日程が理事会の承認を得て、決定致しました。 

多数の会員の皆様のご参加よろしくお願い致します。 

日時 10 月１日（日）～10 月 3 日（火） 

沖縄本島 2泊 3日 

 

 

委員会報告 

 

☆今週のお祝い ~ 8 月 Happy Birthday~ ☆ 

                             

                             



 

 

 

       

 
 
 

「 会員増強・拡大月間に因んで 」 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 小川 芳男 会員増強委員長 
 

 

以下、ＤＶＤ＜ＲＩ李会長主催 会員増強会議ダイジェスト版＞より 

 

李東建 RI 会長 

 「ただ新会員を待つのではなく、ロータリアンに相応しい会員を探し出さねばなり

ません。これは私たち一人一人に課せられた責任と考えます」 

 

Ronald.L.Beaubien 

 RI 会員増強・会員維持委員長 

 「古くからの慣習にとらわれず、変化を恐れずにチャレンジしましょう。ロータリ

アンが変わればロータリーの世界も変わることが出来ます。誘って、誘って、誘う、

です。」 

 

その他各クラブ実例発表 

●会員増強以前に、まず会員同士が楽しい例会でなければ足を運んでもらえません。

1 人 1 人が意識を変え、共に考え、「ロータリーの綱領」や「四つのテスト」という

基本的なことを改めて噛みしめながら魅力あるクラブづくりをしていきたいと思っ

ています。単独のクラブでできることというのはたかが知れていますので、地区や

地域の活動も大切にしたいと考えています。 

先週の卓話 



 

 

●会員の高齢化ということが避けられない問題となってきました。そのためできる

だけ若い会員に入ってもらい、入ってもらった会員に即座に友達を連れてきてもら

うという活動に力を入れています。またロータリーの知名度の向上を考え、15 周年

のときには日経新聞に 1 ページ広告を、20 周年のときには月刊誌に見開き 1 ページ

の広告を掲載致しました。 

●当クラブは年初に職業分類表を作成して、それを元に増強するという基本的なこ

とを行っています。また、2 人一組のペアを作り、そのペアで必ず 1 人勧誘しよう

という活動も行ってきました。そのほかにも、例会の中で増強担当委員長が実績報

告やお願いなどをする時間も設けています。 

●とにかく会費を安くして敷居を低くしようということ、そして 

その代わりに新しいアイデアを使って親睦と社会奉仕を行おうということで同意が

なされました。会場は空いているときに使わせていただくということで会場費を安

くし、食事は自分たちで持ち込むようにしています。 

●私は会長エレクトの年に会員増強のプロジェクトチームを作り、副会長を 2 人に

増やし、私も一緒になって頑張りました。すると、1 年間終わった時点で 28 名の増

強にこぎつけました。とにかく会員増強というのはクラブ会長と幹事並びに会員増

強委員長が脇目もふらずにやること以外ありません。 

●私のクラブではまず全会員を 4 班に分けて各班入会させたい人の名前をあげ、そ

れを集計して勧誘を行いました。次に会員増強用の独自のリーフレットを作成して

相手に渡しています。また、毎月 1 回ロータリー情報委員会による勉強会も行って

います。更に目標を短期で達成するため、前期の 1 ヶ月間だけを増強に徹する計画

を実行しました。短期集中することで、その分他の活動を充実させることができる

のです。会員の増減というのは流動的で、特に新会員は不安を持っています。担当

の方を決めて相談役になってもらったり、欠席が続いたら声をかけたりするなどの

ケアも大切です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    2017-2018 年度 国際ロータリー第 2660 地区   

地区大会 
   

一日目 
   2017 年 11 月 10 日（金） 
   場所/帝国ホテル大阪 
   
  二日目 
   2017 年 11 月 11 日（土）本会議 
   場所/NHK 大阪ホール 
    ・13：00～開会 
    ・15：00～ 
      特別講演「未来へ 人類と人工知能」 

 
 

今月のお誕生日花は、夏真っ盛りということで、グリーン

を中心に南国風にアレンジ致しました。 

インドアグリーン（観葉植物）としても人気の高いドラセ

ナ・コンシンネやマグノリアに、ヒマワリ、アンスリューム、

パイナップルリリーとの組み合わせで涼しげなトロピカル

風に仕上げています。 

パインに似た花は、百合の仲間で良く見ると、1 輪１輪が

百合の花になった集合帯になっているのが特徴です。 

お誕生日おめでとうございます。 

8 月のお花 

 
２０１７～２０１８年度 

 

クラブ奉仕・ロータリー情報委員会 情報集会のお知らせ 
 

情報集会を下記の通り開催いたします。 

ご出席の程お願い申し上げます。 

日  時 ２０１７年 8月２９日（火） １８：００～ 

場  所 まんま家  

会  費   ５,０００円  

 

パイナップルリリー 


