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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「我らの生業」

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話　　「　　　」

　　　職業奉仕委員会　山陰恭志委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

5/8　　法務省コレワ－ク西日本

（大阪矯正管区　矯正就労支援情報センター室）

　室長　高須賀　英治様

　この１週間は、いろんな事業がありました。13日

の地区研修・協議会では、当クラブの新宮・元社

会奉仕委員長が社会奉仕・国際奉仕部門で30

分間の発表をされました。地区内全クラブの出

席者の前で一人でしゃべるのは寂しかろうと、幹

事と私で応援に行きましたが、映像も交えつつ

堂々と発表しておられました。本当に感心しまし

た。ご苦労様でした。

　また14、15日は春の親睦旅行で、伊勢方面を

訪問しました。伊勢神宮を公式参拝させていた

だき、神楽を初めて体験しました。おかげさまで、

楽しい親睦旅行でした。ありがとうございました。

　なお本日は例会後に、会員企業の会社訪問を

させていただきます。笠井会員と鼓呂雲会員に

お世話になりますが、よろしくお願いいたします。

　本年度もあと２ヶ月ございます。引き続き、よろ

しくお願いいたします。

▼12日にＩＭ第4組のフレッシュロータリアン研修

交流会が開催され、藤田・曽家・平尾会員に参

加いただきました。

▼13日に地区研修・協議会が開催され、次年度
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の対象者の方々などにご参加いただきました。

▼14、15日に、春の親睦旅行で伊勢神宮を訪問

しました。

▼本日例会後、会員企業訪問を実施します。

▼親睦活動委員会・菅野　茂人　委員長

　14、15日と、春の親睦旅行を開催しました。伊

勢神宮へ、平成最後の公式参拝として、31名に

ご参加いただきました。伊勢神宮からは御神酒

などをいただいておりますので、事務局でご覧く

ださい。

　天気にも恵まれ、親睦が深まったと思います。

ありがとうございました。

▼職業奉仕委員会・北野　和男　委員

　本日、会員企業訪問を実施します。例会後、

バスにご乗車ください。まだ空席がありますので、

お時間のある方はぜひご参加ください。

　笠井産業様とエアロラボインターナショナル様

を見学させていただきます。また終了後、籠乃屋

で懇親会も予定しております。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　駅貼りポスターの第3弾として、今月23日から来

月6日まで、近鉄八尾駅のホームに掲示します。

今回は近隣3クラブとの連名としました。

▼地区ロータリー財団委員会・飯田 寛光 委員

　11日に10回目の委員会が開催され、相馬会員

と出席しました。地区補助金は審査のピークを迎

えており、八尾RCの案件も含め、11件ありました。

５月までにすべての案件を審査する予定です。

▼ゴルフ部・大槻　恭介　部長

　明日、四輪会を飛鳥CCで開催します。参加さ

れる方は、時間厳守でお願いいたします。

「会員増強について」

▼RI第2660地区クラブ奉仕・拡大増強委員会・

藤井　眞澄　委員長　（大阪南RC）

　本日は卓話の機会

いただき、ありがとう

ございます。本日は

会員増強について、

お話しさせていただ

きます。

　ロータリーにとりまし

て、内部の最大の課題が増強です。外部の最大

の課題は、ポリオ撲滅です。会員増強が出来な

ければ、どんな団体でも停滞していきます。組織

が活性化していくためには、増強が不可欠です。

　時代とともにロータリーを取り巻く環境は変わっ

てきていますが、それに対応した増強活動が必

要です。

　八尾RC様はここ数年、会員を増やされている

ようですので、今後もぜひ、その調子で増強を続

けていただければ、と思います。

　また先ほども紹介がありましたが、八尾RC様の

ポスターを見て、ユニークで私もビックリしました。

駅まで見に行ったくらいです。これらのポスター

を駅に貼り出すのは、かなり思い切ったことでは

ないでしょうか。

　皆様も嫌と言うほど増強と言われ、「うるさい」と

感じておられるかもしれませんが、クラブ定款の

「クラブの目的」にも、実は会員増強がうたわれて

いるのです。増強とは、それほど重要なものなの

です。

　それではここで、地区と八尾RCの近年の状況

をご説明します。第2660地区の会員数はこのとこ

ろ、3,600人弱で推移しています。毎年度、300人

前後が入退会しており、その結果としてなぜか不

思議にバランスとれている状態です。

　地区の月別会員増加数を見てみると、毎年12

月と6月に多数退会されていることがわかります。

入会は７、1月が多いのですが、年度初めに増え

た会員数も年度末に減り、最終的にはほぼ元の

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



水準に戻るイメージです。この傾向は、今年度も

ほぼ同様の状況です。

　他地区と比較しますと、当地区は全国平均と比

べると6月の落ち込みが大きいことがわかります。

地区の在籍年数の分布では6年未満が4割、20

年以上が４分の１、中堅がやや少ない傾向に

なっています。

　退会者の在籍年数は、3年以内が多くなってい

ます。八尾RC様は2017-18年度は退会者が少な

いです。在籍年数の分布は、地区と似ている傾

向です。バランスいい会員構成と言えるのでは

ないでしょうか。

　会員増強のサイクルとしては、積極的な広報で

認知度を向上させることが重要です。クラブの魅

力や人間関係などを、広く知らせていくことが必

要です。

　高崎RCはかつて、1年でなんと50名の増強をさ

れました。会員の会社などにポスターを貼ったり

するなどして、PRしたそうです。

　また大宮西RCでは、7年間で約3倍に会員を増

強されました。会長が率先して活動し、親睦や奉

仕以外に「ビジネスチャンス」を前面に打ち出し

て勧誘したそうです。

　会員増強の要点としては、トップの熱意と会員

のやる気が大切です。候補者のリストアップやア

プローチの工夫、入会後のケアや退会防止、ま

た女性会員などについても、ご検討ください。

　増強は継続性が求められますので、クラブの長

期計画にも盛り込むなどしてください。

▼山本会長　藤井委員長様、ようこそおいで下さ

いました。本日の卓話よろしくお願い致します。

春の親睦旅行、多数御参加下さいましてありがと

うございました。

▼稲田副会長　親睦旅行欠席お詫び。藤井委

員長、本日卓話よろしくお願い致します。

▼柏木副会長　藤井様、本日の卓話よろしくお

願い致します。親睦旅行に参加された皆様、大

変お世話になりました。

▼澁谷幹事　親睦委員会の皆様、お世話になり

ました。藤井委員長、卓話宜しくお願いします。

▼寺坂会員　白内障で左目手術して視力が回

復しました。明日は右目です。

▼中川（將）会員　親睦旅行、菅野委員長以下Ｓ

Ａの皆様大変御世話になりました。会長飲んでさわ

ぐのはもう少し控えて下さい。

▼山本（昌）会員　菅野親睦委員長、はじめ委員

会メンバーの皆さん、ご苦労さんでした。

▼中川（廣）会員　先日の春の親睦会、早退致し

ました。菅野委員長、長竹副委員長、すいませんで

した。そのおわびの気持ちに今回ニコニコ大枚させ

て頂きます。

▼菅野会員　春の親睦旅行、お疲れ様でした。

皆様御協力ありがとうございます。

▼飯田会員 親睦委員会の皆様、ご苦労様でし

た。楽しませて頂きました。

▼田中会員　先週の日曜日に八尾地区ＢＢＳ会

春の野外研修を６７名実施しました。昨年ライラ

研修に参加してくれた若者たちが駆けつけてく

れアイスブレイクを行ってもらい大変盛り上がりま

した！親睦旅行欠席お詫び。

▼濵岡会員　親睦委員長はじめ委員の皆様、此

の度は素晴らしい旅行をお世話頂き、誠に有難

うございました。楽しい２日間でした。

▼山陰会員　本日例会後、職業奉仕委員会の

事業ご参加よろしくお願いいたします。

▼長竹会員　親睦旅行、多数の御参加有難うご

ざいました。

▼野村会員　先日の親睦旅行、大変楽しかった

です。親睦委員会の皆さん、ありがとうございまし

た。後日、さしさわりのない写真だけお配りします

ので、楽しみにお待ち下さい。

▼児林会員　春の親睦、お疲れ様でした。本日、

藤井増強委員長卓話よろしくお願いします。

▼西村会員　親睦旅行欠席お詫び。ガラケー出

て来ました。スイマセン。

▼小谷会員　親睦委員の皆様、このたびは親睦

旅行でお世話になりました。まだ胃が痛いです。

（二日酔いではありません）

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

4/3

4/10

4/17

会員数

62

62

62

出席

44

47

43

うち出席規定
適用免除者

14

13

11

メーク
アップ

1

出席率

80.00％

88.68％

84.31％

確定
出席率

81.82％

▼富田会員　本日4/17、５５歳となれました。ま

だまだ頑張ります。親睦旅行楽しそうで何よりで

す。参加出来なくて残念です。例会欠席お詫び。

▼福田会員　タイガー復活おめでとうございま

す！

▼幡田会員　親睦旅行、欠席お詫び。いつもニ

コニコありがとうございます。

▼相馬会員　新宮さん、地区協お疲れ様でした。

大活躍でしたね。

▼友田会員　親睦旅行良かったです。

▼曽家会員　菅野委員長、長竹副委員長、親睦

旅行お疲れ様でした。バッジ忘れ。

▼北野会員　親睦旅行、ありがとうございました。

友田会員のおかげで、普段経験出来ないことが

できました。ありがとうございました。

▼平尾会員　例会欠席お詫び。

▼竹中会員　親睦旅行、楽しかったです。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
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協議会
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春のRYLAセミナー
（～29日）
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