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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「国歌」「奉仕の理想」　　　

●ゲストの紹介　弁護士　松岡伸晃様

　　　　　　　 　　　米山奨学生　陳　韋宏様

●出席報告

●年次総会

●在籍表彰

　会員特別表彰

　　在籍２０年　井川孝三会員

　会員年次表彰

　　在籍３６年　中島孝夫会員

　　在籍１３年　濱岡千寿郎会員

　　在籍　２年　福田隆教会員

●お誕生日お祝い

　　　濱岡千寿郎会員（傘寿）

　　　大熊　勉・中川　將会員

●米山奨学金贈呈

●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　　「刑事裁判と裁判員制度」

　　　　　　　　　　弁護士　松岡　伸晃　様　　　

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

12/13　 忘年家族会

12/20　「上半期を振り返って」　菅野茂人会長

1/10   新年初例会　（シェラトン都ホテル）

1/17　「職業奉仕月間に因んで」

　　　　　　職業奉仕委員会　飯田寛光委員長

　本日は地区増強委員会から大阪南ＲＣの藤井増強委

員長にお越し頂きこの後、増強セミナーの講師をしてい

ただきます。急な申し入れにも関わらず、快くお受け頂き、

有り難う御座います。この後、宜しくお願いします。

　さていよいよ12月3日から社会奉仕委員会の事業が行

われます。これは年末から年始にかけて「八尾のまちに

灯りを」をテーマに、本町２丁目公園にてクリスマスイルミ

ネーションを点灯します。点灯式は、市長はじめ子供食

堂の子供達とロータリーのメンバーで行います。

第2750回　例会　プログラム

会　長　の　時　間

国際ロータリー　テーマ

ロータリー：変化をもたらす　国際ロータリー 会長　イアン H.S. ライズリー

国際ロータリー　第2660地区　テーマ

個性を活かし、参加しよう　国際ロータリー 　第2660地区  ガバナー　片山　勉

八尾ロータリークラブ　テーマ　和の心を持ち、魅力あるクラブライフを　 会長　菅野　茂人



　犯罪の多い年末の時期に美しく装飾する事により、多く

の方々に温もりを感じてもらう事を目的としています。美し

い光の装飾には、人を惹き付ける魅力があります。暗闇

を照らす光は、人々に安心感を与えてくれます。また幻

想的な夜を演出する事により子供達に夢を与え、感動を

与えてくれるのもイルミネーションの魅力のひとつです。

八尾ＲＣの認知度向上にも繋がるものと思います。点灯

式には皆様の参加を宜しくお願いします。

　其から児林委員長には市役所や警察署、近隣挨拶とご

苦労をかけました。また、公園課の対応にはうろたえまし

た。観光課、産業振興課も巻き込み、テントブースを設置

し、八尾の市民PRも兼ねたいと申し入れがあり、快くお受

けしました。しかし後日点灯式には200名以上の市民参

加が予想されるのでこの公園では狭く、場所をアリオの東

側の光公園に変えて欲しいと言われました。

　我々にとってこの本町２丁目公園は思いのある場所で、

アリオ横では商業施設のイメージが強く、場所変更は絶

対出来ないと伝えました。点灯式を盛大にする事が私達

の主旨ではなく、事故やトラブルは絶対避けなければな

らないので産業振興課、観光課のブース参加も断り、公

園課も使用許可のみ協力という事で折り合いがつきまし

た。このまま無事に点灯式を迎えられる事を祈っています。

　最後に例会後、もうひとつの社会奉仕事業であります就

労支援事業「ホップ・ステップ・ジャンプ」のセミナーが開

催されます。皆様のご参加宜しくお願いします。

▼22日に新入会員の歓迎会を開催しました。多

数のご参加、ありがとうございました。

▼24日にIM第４組の会長・幹事会に出席しました。

▼12月2日、大阪ネクストＲＣの10周年記念式典

に出席します。

▼12月3日、越中八尾ＲＣの周年記念ソフトボー

ル大会に澁谷・濵岡会員が出席されます。

▼次週に年次総会を開催します。皆様のご出席

をお願いいたします。

▼居相　英機　会員

　本日、ビジターとして出席されているテイ・ケイハン

様は、実は戸田孝PGの本にも登場する元米山奨学

生の方です。

　1991年に米山奨学生として日本で学ばれました。

現在はロータリアンとして活躍中です。本日は八尾Ｒ

Ｃを訪問してくださいました。

▼テイ・ケイハン様

　26年前にお世話になりました。戸田様にはとても親

切にしていただきました。その上、ご自身の本にまで

私のことを書いていただき、ありがとうございます。

　八尾RCを訪問したいと、ずっと思っておりました。

本日は参加でき、とても光栄です。

▼社会奉仕委員会・児林　秀一　委員長

　本日例会後この場所で、ひきこもりに関するシンポ

ジウムを開催します。皆様ご参加ください。

　またイルミネーションの設置にご協力いただきまし

た皆様、ありがとうございました。来月3日の点灯式に

も、多くのご参加をお願いいたします。

　当日は午後5時集合で、クラブのジャンパーを着用

ください。

幹　事　報　告

そ の 他 の 報 告



▼クラブ広報委員会・柏木　武生宜　委員長

　八尾RCのＰＲ用DVDを作成したいと思います。来

月3日のイルミネーション点灯式と、13日の忘年家族

会を取材します。

　ご家族で撮影NGの方は、事前にお申し出ください。

▼会員増強委員会・田中　康正　委員長

　本日の卓話は、クラブ存続に不可欠な会員増強につ

いて、地区委員会より委員長にお越しいただきました。

　藤井会員は関西電力のOBで、大阪南RCの会長経験

者でもあります。本日はお忙しい中、急なお願いにもか

かわらず、駆けつけてくださいました。ロータリアンの友

情を感じた次第です。

▼地区クラブ奉仕・拡大増強委員会・

　藤井　眞澄　委員長

　当委員会ではクラブ奉仕と新クラブ

結成の拡大、そして会員増強と、３つ

の役割を与えられています。本日は

このような機会をいただき、ありがとう

ございます。

　どこのクラブでも同じですが、まずは新しい会員を入れ

ないと、活動が低下することになります。ＲＣに入会する

のに、昔は順番待ちという時代もありましたが、最近は状

況が変わり、増強が難しくなってきています。そのため、

それに見合った活動をしていかねばなりません。

　My Rotaryの情報からデータ分析したのですが、八尾

ＲＣ様の会員数は近年、漸減傾向にあります。このため

増強も、計画的に取り組みを進めていくことが重要です。

　八尾ＲＣ様は50歳代の会員が半数近くで、若いクラブ

と言えます。平均年齢の61.7歳は、地区の中でも若い部

類に入ります。入会後の経過年数を見ると、ベテラン会

員が多いことがわかります。年数の浅い会員が少ない傾

向にあります。

　当委員会では地区内の各クラブに、アンケートをとりま

した。まず、会員増強に関してやっていることでは、パン

フレットやホームページを活用しているクラブが目立ちま

した。他に、例会への招待をされているところも多いです。

　効果があった勧誘方法としては「全会員による候補者

の提出」「例会への招待」「新入会員による勧誘」などが

あります。

　増強での課題では「知名度、認知度不足」「魅力、メ

リットの説明」「出席義務、時間的制約」「会費が高い」を

挙げるクラブが多くありました。

　退会防止の対策で多いのは「魅力的なクラブ作り」「声

かけ、コミュニケーション、フォロー」「退会者の後継者に

入会してもらう」などです。

　ぜひ、ご参考になさってください。今の時代、ＲＣも積

極的にPRしていくことが大切と言えます。

　新会員の入会を促進するにはまず、時代にマッチした

魅力あるクラブの活動が不可欠です。奉仕の理想の心

を、さらにレベルアップしていくことが大切です。そして

外に向かっても、どんどん発信してほしいと思います。

　高崎RCでは、2014-15年度に１年で50名を増強された

そうです。会員数が60名から、一気に114名になりました。

主な手法としては、ポスターで認知度を向上させたそう

です。３種類を作成されたということです。

　ちなみに当地区でもＰＲ用のポスターを２種類作成し、

各クラブに配布しております。ぜひこれもご活用ください。

　また大宮西RCの取り組みは「ロータリーの友」８月号に

紹介されています。

　さて増強を効果的に進めていくためには、入会候補者

のデータベースを作ることが大切です。これをクラブの

財産として、棚卸しもしながら引き継いでいってほしいと

思います。

　おそらく、一度声をかけただけで入会してくれる人は、

ほとんどいないと思います。何度も声をかけているうちに、

その人が入会を考えるタイミングが来ると考えられます。

　そして増強においても、トップのリーダーシップは極め

て重要です。

　さらに増強に関しては、クラブの運営ルールの緩和や

正会員の種別の多様化なども進んでいます。

　女性会員も増強には重要な要素です。ＲＣ会員につ

いては1989年に男性に限る条項が削除されました。現

在、世界では２割以上が女性会員ですが、日本では

６％、当地区でも７％にとどまっています。

　地区内を見ても、会員数を増やしているクラブもありま

す。やはり「魅力のないクラブには入ってもらえない」とい

うことです。

卓　　　話



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

11/15

11/22

11/29

会員数

55

55

55

出席

36

39

42

うち出席規定
適用免除者

10

9

11

メーク
アップ

6

出席率

73.47％

81.25％

84.00％

確定
出席率

85.71％

　これからもみんなでがんばっていきたいと思います。

▼テイ・ケイハン様　

▼菅野会長 藤井様、本日卓話よろしくお願いし

ます。

▼宇野副会長　会員増強がんばりましょう。

▼長竹幹事 藤井委員長、卓話宜しくお願い致し

ます。

▼佐野会員　テイ・ケイハン様、エドモンド・ロイ様

よくお越し下さいました。お久し振りです。

▼中西（啓）・笠井・濱岡会員 良い事がありました。

▼中川（廣）・小林・野村会員　例会欠席お詫び。

▼山本（勝）会員　例会、早退お詫び申し上げま

す。大槻様、美味しいおみかんありがとう。新宮様、

美味しい淡路島のお菓子ありがとう。

▼飯田会員　イルミネーションご苦労様でした。例

会欠席お詫び。

▼吉本・吉田会員　ニコニコありがとうございます。

▼田中会員　地区拡大増強藤井委員長、本日卓

話、宜しくお願いします。小谷会員、先日ありがと

うございました。

▼奥谷会員　佐野様、大平工業９０周年おめでと

うございます。心よりお喜び申し上げます。

▼児林会員　本日、シンポジウムよろしくお願いし

ます。また、１２月３日イルミネーション点灯式宜し

くお願い致します。

▼福田会員　ロータリー財団期間中、皆様ご協力

及びご寄付ありがとうございました。

▼藤田会員　歓迎会有難うございました。

▼北野会員　新入会員歓迎会ありがとうございま

した。友田会員１１月２５日ありがとうございました。

ニ　コ　ニ　コ　箱

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

忘年家族会
(ヒルトンホテル)

理事会

イルミネ
ーション
点灯式

（例会休会）

月

疾病予防と
治療月間

月 火 水 木 金 土 日

（例会休会）

理事会・初例会
(シェラトン都ホテル)

月職業奉仕月間
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