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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

　米山奨学生　マクドナルド　ミカエラ　マリ様

●在籍表彰

　会員年次表彰

　　在籍２９年　池尻　誠会員

　　在籍１３年　津田伸一会員

　　在籍　３年　大槻恭介会員

　　在籍　３年　富田　宏会員

　　在籍　３年　大熊　勉会員

　　在籍　２年　相馬康人会員

●お誕生日御祝い

　　居相英機会員（喜寿）

　　福田隆教・山陰恭志・田中康正・

　　藤田隆司・曽家清弘会員

●出席報告

●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　「米山月間に因んで」　

　　　米山委員会　幡田賀紀委員長

　　　米山奨学生　マクドナルド　ミカエラ　マリ様

　　　米山委員会　坂本憲治副委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/10　アント・キャピタル・パートナーズ㈱

　　　経理管理室事業継承サポート担当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀谷裕一様

　本日は会員増強のクラブフォーラムを行っていただきま

す。時間がなくなってまいりましたので、本日お話しさせ

ていただく予定だった内容は、来週に延期させていただ

きたいと思います。ご了承ください。

▼22～24日に秋のRYLAセミナーが開かれ、当クラブから

も会長ほか多数の皆さんに参加いただきました。

第2788回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

インスピレーションになろう
国際ロータリー 会長　バリー・ラシン

八尾ロータリークラブ　テーマ　　for the team　全てをクラブの為に　 会長　山本　勝彦

会　長　の　時　間

幹　事　報　告



▼本日夕方、新入会員研修会を開催します。

▼29日に地区米山委員長・カウンセラー研修会が行われ、

坂本会員に出席いただきます。

▼昨年度の活動報告が出来上がりましたので、本日お配

りしております。

▼クールビズは今週で終わりとします。次週からはネクタ

イ着用でお願いいたします。

▼親睦活動委員会・菅野　茂人　委員長

　秋の親睦旅行を10月17日に実施します。日帰りで丹波

篠山を訪れます。黒豆狩りの後、地元のまつたけを味わう

予定です。

　出欠を回覧します。多数のご参加をお待ちしております。

▼クラブ研修委員会・中西　啓詞　委員長

　本日午後５時から、入会３年未満

の会員を対象に研修会を開催し

ます。講師を菅野・田中・野村会員

にお願いしています。

　引き続き、懇親会を新竹で行い

ますので、既存会員の皆様も多数ご参加ください。

▼地区RYLA委員会・友田　昭　委員

　本日、春のRYLAセミナーの報告書をお配りしておりま

すので、ご覧ください。

　また今月22～24日に、秋のRYLAセミナーが開催され、

参加してまいりました。茨木西RCがホストをされ、会場は

前回と同じく関西大学でした。今回は36名が受講されま

した。

▼野球同好会・濵岡　千寿郎　監督

　先日、ガバナー杯野球大会の初戦を行い、11－1で勝

ちました。これも皆様の差し入れ、応援のおかげと思いま

す。ありがとうございました。

▼野球同好会・田中　康正　主将

　第30回のガバナー杯野球大会が開幕しました。今回は

当クラブがホストクラブをしています。

　初戦はくずはRCに勝利しましたが、次は10月8日に八

尾東RCと山本球場で対戦します。

▼社会奉仕委員会・松井　良介　委員長

　10月23日にフィリピン・セブから、子どもたちが日本へ

やってきます。25日には金光八尾と親睦会を行い、籠乃

屋でウェルカムパーティを開く予定です。皆様ご出席を

お願いいたします。

「会員増強クラブフォーラム」

▼クラブ会員増強委員会・児林　秀一　委員長

　本日は30分延長して、２時までフォーラムを行います。

　また先日実施しましたアンケートにご協力いただき、ありが

とうございました。会員数については「60名以上」という意見

が多かったようです。

　退会防止や女性会員、外国籍会員などについても、いた

だいた意見をまとめた資料をお配りしております。

　それではこれからバズセッションをしていただき、後ほど各

グループから発表していただきたいと思います。

▼クラブ会員増強委員会・宮川　清　副委員長

　女性会員については反対のご意見も、賛成のご意見もあり

ました。本日は各グループで、皆さんの意見を交わしていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。

▼クラブ会員増強委員会・池尻　誠　委員

　退会防止については、まずは推薦者が注意深く新入会員

を見てもらうことが大事かと思います。もし例会を休みがちな

ら「どうしているのか」と連絡するなど、そうしたことの積み重ね

が大切ではないでしょうか。

　増強は会員一人ひとりが意識を持って心がければ、一人に

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



つき２、３人はできるはずです。

▼Aグループ・小谷　逸朗　会員

　当グループで話し合った結果、女性会員については「世界

の趨勢は男女平等である」といった意見や、女性が入会した

際の接し方などを懸念する声もありました。

　外国籍の方については、「特に問題ないのでは」という考え

もある一方で、「これまでとは違う問題が発生しないか」と心配

する意見も聞かれました。

▼Bグループ・相馬　康人　会員

　退会防止について、新会員が疎外感を持たないような配慮

が必要です。カウンセラー制度も有効と思われます。

　役職を早めに与えることなどで、ロータリーをよりよく知って

もらうことも大切でしょう。例会が楽しいものであるという認識

を持ってもらうとともに、ロータリアンであることの意義を身に

つけてもらう必要もあるのではないでしょうか。中堅やベテラ

ンの会員もそうした役割を果たすことで、この層の退会防止

につながると思われます。

▼Cグループ・野村　俊隆　会員

　いろんな人とのつながりを作るためにも、できるだけ出席し

てもらうことが大切です。挨拶を徹底することや、親しい人や

先輩から積極的に声をかけることも重要です。

　カウンセラー制度をさらに深めるほか、紹介者によるフォ

ローをしっかりするなどして、つながりをつくりやすい形にして

いく必要があります。

　また誰もが一度は「退会したい」と考えたことがあるかもしれ

ませんが、その時なぜそう思ったのか考えてみることも、有効

かもしれません。

▼Dグループ・松井　良介　会員

　３年未満で退会する人が多いので、紹介者や先輩による目

配り、気配りがどれだけできるかが重要ではないでしょうか。

　また同好会などに入ってもらい、楽しい時間を共有すること

も有効だと思います。

▼クラブ研修委員会・中西　啓詞　委員長

　本日は長時間にわたり、ありがとうございました。各テーブ

ルで、活発な意見交換が行われたようです。

　「増強について今後、どのようにしていくのか」というのは、

かねてからのテーマですが、本日は会員の皆様の生の声を

聞かせていただき、検討していただきました。

　本日の意見を参考に、理事会でも討議いただき、八尾RC

の進むべき方向を見出していただければ、と思います。

▼クラブ会員増強委員会・児林　秀一　委員長

　本日話し合っていただいたことをもとに、理事会やクラブ戦

略計画委員会などでも協議していただき、クラブの方向性を

検討していくことにつながれば、と思います。

▼稲田　賢二　副会長

　本日はありがとうございました。今後は炉辺会議などでも会

員間で意見を交換し、理事会やクラブ戦略計画委員会へつ

なげていきたいと思います。長時間にわたりお疲れ様でした。

▼山本会長　ガバナー公式訪問、無事終了し、皆様の御

協力、誠にありがとうございました。ガバナー杯もガバ

ナー出席の元、ホストとして無事開幕致しました。佐野様、

中川將様、柏木副会長、差入れ有難うございました。

▼稲田副会長　佐野会員、中川將会員、柏木副会長、

野球大会応援ありがとうございました。

▼柏木副会長　ガバナー杯、初戦大勝おめでとうござい

ます。大阪うつぼＲＣにメークアップで昨夜行ってきました。

市村会長は大学の同期ゼミ生です。

▼澁谷幹事　良い事が有りました。

▼中西（啓）会員　本日のフォーラム及び新会員研修会

よろしくお願い申し上げます。

▼中川（將）会員 野球部大勝おめでとう。良く頑張りましたね。

▼菅野会員　秋の親睦旅行、よろしくお願いします。

▼笠井会員　山本会長お心づかいありがとうございました。

野球部大勝おめでとうございます。

▼宇野会員　例会欠席お詫び。

▼飯田会員　中川廣次さん、おめでとうございました×2。

▼田中会員　２４日、ガバナー杯、くずはＲＣチームに圧

勝して参りました！！応援に来て頂いた佐野会員、中川

（將）会員、柏木副会長、ありがとうございました。差入れ

助かりました。

▼濵岡会員　今年度のロータリーの野球の試合で初戦を

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 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

9/12

9/19

9/26

会員数

62

62

62

出席

44

45

45

うち出席規定
適用免除者

11

14

11

メーク
アップ

1

出席率

83.02％

80.36％

84.91％

確定
出席率

84.91％

勝たせて頂きました。部員の方々お疲れ様でした。美食

会ドタキャン大変失礼致しました。

▼松井会員　フォーラム司会、頑張ります。

▼奧谷会員　新宮さん、お世話になりました。ありがとうご

ざいます。

▼山陰会員　遅刻・早退。例会欠席お詫び。

▼長竹会員　佐野さん、中川（將）さん、柏木さん、ガバ

ナー杯応援有難うございます。

▼野村会員　９月２４日、山本ガバナーをお迎えして、無

事に第３０回ガバナー杯軟式野球大会スタートしました。

応援に来ていただいた皆さん、ありがとうございました。

▼児林会員　会員増強クラブフォーラムよろしくお願いし

ます。

▼西村会員　野球部、大勝おめでとうございます。親知ら

ず、おさまりました！例会欠席お詫び。

▼小谷会員　ちょっとだけいい事がありました。

▼中西（広）会員　誕生内祝い。

▼福田会員　先日の野球部ガバナー杯、野村会員司会

進行お疲れ様でした。佐野会員、中川（將）会員、陣中見

舞いとベンチでの応援ありがとうございました。まるで天皇

陛下の観覧試合みたいで緊張致しました。田中会員の

奥さんと娘さんにはかなり癒されました。

▼相馬会員　山本会長ならびに飯田会員、美食会の皆

様、先日はありがとうございました。

▼藤田会員　9/24、野球部始球式と試合、急な欠席申し

訳ありません。稲田さん、急なお願い聞いて頂き有難うご

ざいます。

▼鼓呂雲会員　本日の研修委員会も出席できなくて申し

訳ありません。いつもいつも欠席ばかりで、すいません。

頑張って稼いで還元します！！八尾の皆さんダイスキで

す。頑張ります。

▼友田会員　先日のライラに多数参加いただきありがとう

ございました。無事終了しました。

▼富田会員　先日、野球で1勝できました。応援、差し入

れありがとうございました。例会欠席お詫び。

▼川村会員　例会欠席お詫び。

▼竹中会員　野球部の皆さん、先日はありがとうございました。

　　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

理事会

秋の親睦旅行

地区公共イメージ
向上セミナー

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会

台北東ＲＣ
公式訪問（～6日）

ロータリー
財団月間

月
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