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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「我等の生業」

●ゲストの紹介　　　八尾市長　田中誠太様

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」　「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話　「八尾市政７０周年に向けて」　

　　　　　　　　　　八尾市長　田中誠太様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

9/6　「ロータリーの友月間に因んで」

　　　　地区クラブ広報・公共イメージ向上委員会

　　　　山西陽佑委員様（高槻東RC）

9/13　宇野泰正会員

　今日はガバナー月信についてお話したいと思います。

　本日は新しい仲間が、例会に参加していただいており

ます。友田会員は矢作神社の宮司をされています。昔、

青年会議所で一緒に活動させていただいた記憶が有り

ます。また北野会員は松原中央ＲＣに長年所属され、松

原の会社を退職された後、住まいがある八尾ＲＣに入会

されました。これからも末永く宜しくお願い致します。

　今日はこの後、会員増強のフォーラムがあります。入会

した早々で申し訳ありませんが、偶然ですので悪しかず。

　さて本日の会長の時間は、私の仕事であります、建築

の話をしようと思います。テレビのニュースや新聞などで

建築に関わる話題を耳にされると思います。天災による

建物の被害や地震で、無惨にも横倒しになった建物の映

像を記憶されている方も多いと思います。

　あとは人災に依るもの。ニューヨークで起きた9.11テロに

よる貿易センタービルの崩壊は、誰もがいずれ鎮火する

と考え行動していましたが、轟音と共に崩壊し、その振動

と衝撃で周りのビルも破壊されました。建築関係者にも、

大きな衝撃を与えました。

　またお隣の韓国で、白昼の買い物客で賑わう百貨店が

地下も含め全て床が落ち、多くの犠牲者が出ました。さら

に、犠牲者は出ませんでしたが、社会的に大きな 問題に

なった姉歯設計の構造計算書の偽造、旭化成の杭工事
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の改竄事件、その後建築界与えた影響等、もう少しなん

とかならなかったのか、話したいことが沢山あるので、そ

んな機会を与えて頂けたら幸いです。

▼山田会員が退会されました。米山カウンセラー

は大槻会員にお願いし、委員会構成も変更しまし

た。

▼秋の親睦旅行では伊勢方面を訪問しますが「し

まかぜ」に乗りたい、とのことで10月29日（日）～30

日（月）に実施します。ぜひご予定ください。

▼地区大会の申込書、まだの方はお早めにご提

出ください。

▼「自然の中で」が今年も開催され、17日の出発

式と18日の解散式に会長、幹事、野村会員で出

席してきました。

▼本日例会後、RYLA実行委員会を開催します。

▼北野　和男　会員

　歴史ある八尾ＲＣに入会させていただき、喜んで

おります。松原中RCで20年近く活動させていただ

きましたが、八尾市太田に住んでおります。

　縁あって八尾ＲＣの方々とゴルフを通じて知り合

いになり、入会させていただくことになりました。こ

れからは八

尾ＲＣの一

員として、

お力になれ

るよう頑張り

ます。

▼友田　昭　会員

　一生懸命頑張っていきたいと思います。松井会

員に入会を相談したら、とんとん拍子にお話が進

みました。

　かつては大阪南ＲＣのローターアクトクラブに10

年間在籍し、会長を務めた経験もございます。ま

た青年会議所でも活動させていただきました。

　保護司にならせていただいたのがきっかけで、

入会させていただくことになりました。これからよろ

しくお願いいたします。

▼地区ロータリー財団委員会・

　　　飯田　寛光　委員

　月１回の委員会だけでなく、それ以外にもセミ

ナーなどを開催しています。今年度も17日に２回

目の委員会が開催され、出席してきました。片山

ガバナーや山本ガバナーエレクトも出席しておら

れました。

　小委員長からの報告に続き、DDFの審査を行い

ました。各案件の申請書を審査するのですが、勇

気を出して意見も発言しました。

　申請書の書き方も注意が必要な部分があります

ので、これからも勉強してまいります。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員

　本日、案内文を配布しておりますが、金光八尾

文化祭のバザーへのご協力をお願いいたします。

「会員増強フォーラム」

▼会員増強委員会・田中　康正　委員長

　今年度も皆様のご協力をいただき、増強につなげて

いきたいと思っております。

　今年度は増強の目標を８名としております。また勧誘

して入会してもらったら、責任も出てまいります。さらに、

受け入れるクラブにも、「器」が必要になってきます。

　本日は「会員維持力を高める」という資料もお配りし

ておりますので、参考になさってください。入会年数別

に、退会への対処法などなどが記載されています。

　クラブ全体で改善できるところは改善しつつ、新しく

幹　事　報　告

そ　の　他　の　報　告

卓　　　話

新会員の紹介



入会した本人もできるだけ前向きに取り組む必要ある

と思います。

　油断するとすぐに減少していくのが会員数です。こ

のため増強は、絶えず意識しておかないとだめだと思

います。

　お配りしました「情報ワークシート」に今、ぜひ増強に

つながる情報をご記入いただきたいと思います。ご協

力をよろしくお願いいたします。

▼菅野　茂人　会長

　８月は会員増強拡大月間です。

　まず本年の増強委員会の組織についてお話ししま

す。委員長を田中会員にお願いしました。また二人で

話をし、副委員長に中川（廣）会員、さらに理事会でも

増強への意識を高め話し合えるよう、理事全員に委員

になっていただくという異例の組織作りをしました。

　さて、地区のフォーラムや他クラブの会合に参加しま

すと、先ず出るのは拡大増強の話です。2660地区も

ピーク時には5000人を越える会員数でしたが、現在

3680人と約30%の減少になっております。存続が危ぶ

まれるクラブも有ります。

　我が八尾ＲＣも会員数90名を超え、地区でも会員数

上位のクラブでした。しかしここ数年で数を減らし、現

在54名とこれも30%を超える減少です。過去の動向を

見ますと2008年度位から退会者数が入会者数を大き

く超えています。

　どのクラブにも言えると思いますが長引く不況、そし

てロータリーでも成長期の中核であった人達の高齢化

等が原因に挙げられますが、ロータリーの魅力度が損

なわれてきたのも事実ではないでしょうか。ただ、そん

な中でも会員数を増やしているクラブもあるのも事実

です。

　そこで、各クラブで増強に効果的であった勧誘方法

について紹介します。

1、　全会員による候補者の提出

これにつきましては、田中委員長から説明があります

2、　例会、同好会、イベントへの招待

理事会の承認が必要ですが、ロータリーを知ってもら

うためオブザーバーとして招待し、食事代は若干の補

助をする。同好会のイベントにも参加して頂く。

3、　新入会員からの紹介、勧誘

どこのクラブでも、入会5年未満からの会員紹介が多

いようです

4、　退会しそうな会員への声かけ

これは非常に大事なことで、目配り、気配りは欠かせ

ないと思います。また参加してもらう機会を作ることも

大切と思います。

5、　地道な勧誘

勧誘された会員から「紹介者の熱心な勧誘で」と言うコ

メントが多くあります。

　以上の様な取り組みを、今年はやっていきたいと考

えます。ロータリーは単年で計画するのが基本なのに

とお叱りを受けそうですが、「60周年を70名で」をス

ローガンに掲げたいと思います。次年度の山本（勝）

会長エレクトにも申し送り、なんとか実現したいと思い

ます。

　あまり増強と拡大に走ると「ロータリーとしての質が落

ちるのでは」と懸念される意見もあると思いますが、決

して「誰でも良いから入会してもらおう」という話ではあ

りません。ロータリアンとしての資質は大切な事で、当

然精査しなければならないと考えます。

　年齢や性別、会社の大きさよりも個人の質こそが問

われるものと考えます。性別の話はまた別の機会にし

て、本日はまず増強の意義、また先輩方が築いた八

尾ＲＣの歴史と伝統を継承するために、増強の意義を

理解していただき、皆様のご協力をお願い致します。

▼クラブ管理運営委員会・宇野 泰正 委員長

　会員増強も頑張りながら、楽しくて役に立つクラブに

なるよう、皆様お一人おひとりのお力をお貸しいただき

ますよう、よろしくお願いいたします。

▼菅野会長　北野様、友田様よくおいで下さい

ました。末永くよろしくお願いいたします。

▼宇野副会長 会員増強フォーラムよろしくお願

いします。

▼長竹幹事 北野様、友田様八尾ＲＣへようこそ。

▼佐野会員　友田様、北野様ご入会心より歓迎

申し上げます。

ニ　コ　ニ　コ　箱



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 柏木武生宜　　副委員長 ▼ 相馬　康人
委 　員 ▼ 中島　　孝夫　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

8/2

8/9

8/23

会員数

53

53

55

出席

41

38

41

うち出席規定
適用免除者

9

7

8

メーク
アップ

1

出席率

89.13％

86.36％

87.23％

確定
出席率

91.30％

▼居相会員　残暑お見舞い申し上げます。

▼寺坂会員　いつまでも暑いですね。

▼小山会員　早退お詫び。

▼中川（廣）会員　バッジ忘れ。

▼山本（勝）会員　来週、出張の為欠席致しま

す。

▼笠井会員　地区職業奉仕委員会出席の為、

早退します。今夜は貴船でチン　トンシャンです。

▼田中会員　本日、会員増強フォーラム宜しく

お願いします。

▼濱岡会員　ご夫人誕生日。例会欠席お詫び。

▼柏木会員　宇野さん、幡田さんお世話になり

ました。小林さん創業６０周年おめでとうござい

ます。野村さんごやっかいかけます。田中康正

さん卓話よろしくお願いします。

▼津田会員　友田様入会ありがとうございます。

本日の「ニコニコ」ご協力有難うございました。

▼松井会員　友田さんようこそ。宜しくお願いし

ます。

▼新宮会員　残暑お見舞い申し上げます。誕

生内祝い。

▼山陰会員　本日、茶道部おけいこです。例会

欠席お詫び。

▼吉田会員　ニコニコありがとうございます。

▼野村・西村会員　遅刻おわび。

▼富田会員　例会欠席続きで申し訳ありません。

カカトの手術後まだ完治してませんが一応快気

内祝させて下さい。例会欠席おわび。

▼相馬会員　先々週の京都旅行、皆様ありがと

うございました。

▼藤田会員　宇野さん、柏木さん、幡田さんす

いませんでした。

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

月 火 水 木 金 土 日

理事会

「自然の中で」（休会）

インターアクト海外研修（香港・マカオ）

月 火 水 木 金 土 日

会員増強・新クラブ
結成推進月間

月

月 火 水 木 金 土 日

金光八尾高校
文化祭

クラブ協議会
（ガバナー補佐）

理事会

地区ロータリー
財団セミナー

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間月

今 後 の 予 定
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