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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「八尾ロータリー讃歌」

●ゲストの紹介

　　ウアール，ミナ　ミネア　アレクサンドラ様

●出席報告

●カウンセラー委嘱状

　　加藤　優会員カウンセラー　佐野　清会員

●ロータリーの友紹介

　　クラブ広報委員会　谷口善紀副委員長

●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　　「私を語る」　

　　　　　　　　出口　貴士　会員・加藤　優　会員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

8/25「私を語る」　浦上健司会員・倉角和弥会員

9/1　一般社団法人SDGsアントレプレナーズ

　　　　青柳仁士様

9/8　広報委員会 

9/15　メディポリス国際陽子線治療センター

　　　　　田中耕太郎様

9/22　八尾市長　大松桂右様

　緊急事態宣言が出されていま

すが、ハイブリッド例会で開催さ

せていただいております。感染

拡大防止のため万全の体制で

臨んでおりますので、ご理解を

いただければと思います。

　本日の卓話者、地区委員会の石橋副委員長は、東

大阪ＲＣ所属の方です。同クラブには八尾ＲＡＣの提

唱にあたってもご支援をいただいており、大変感謝し

ております。本日の卓話もどうぞ、よろしくお願いいた

します。

第2888回  例会  プログラム

国際ロータリー　テーマ

奉仕しよう
みんなの人生を
豊かにするために
  国際ロータリー 会長　シェカール・メータ

ロータリー活動を通じて
『みんなに希望と笑顔を！  そしてロータリアンの成長！』　会長　田中　康正

八尾ロータリークラブ テーマ

会　長　の　時　間



▼2日に八尾RACの例会を、ハイ

ブリッドで開催しました。会長ほか

に参加いただきました。

▼3日に予定されていたリーダー研

は、緊急事態宣言のため中止に

なりました。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼熱海豪雨災害の支援金としてお寄せいただいた

33,265円を、先月28日に地区へ振り込みしました。

▼例会出欠の返信が少ないようですので、皆様のご

協力をお願いいたします。

▼次週8/11は例会は休会です。次は8/18開催です。

▼加藤　優　会員

　現在、40歳です。宮川会員のご紹介で、入会させて

いただくことになりました。未熟者ですが、休まず参加

していきたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

▼佐々木　洋　会員

　本日、資料をお配りさせていただいております。ご一

読いただき、ご賛同いただける方はご協力いただけれ

ば、ありがたく思います。よろしくお願いいたします。

「地区会員数の現状と会員増強

　　並びに退会防止について」

▼RI2660地区　クラブ奉仕・拡大

増強委員会 石橋 英司 副委員長

　本日お話する内容ですが、大きく分け

て三つあります。一つは地区会員数の現状と御クラブの会員

現状の報告、二つ目に会員増強に成功されたクラブの紹介

と会員増強の要点、三つ目に衛星クラブ創設に関する説明

と退会防止の観点から会員種類の多様化に関する説明です。

　2660地区の会員数は1996年の5,702人をピークにして、

2010年代に入りますと3,500人前後で推移しています。最近5

年間は毎年度3,570人前後で始まり、約300人ほどの出入り

があって年度末には元の会員数に戻ることを繰り返していま

した。コロナ禍の2019年度と2020年度は退会者は314人、

333人と例年と余り変わりませんが、入会者が294人から234

人とへと減少した分そのまま地区会員数の減少となった次第

です。毎月の会員数は毎年12月、3月と落ち込み、最終的に

年初に戻ると云うパターンです。

　次に2660地区の在籍年数別の会員数ですが、9年未満で

約5割、6年未満で約4割、そして10年から20年の間が少なく

なっていると云う分布です。在籍年数別の退会者数は10年

未満が66％、5年未満が約半数を占めています。この状況を

考えますと、ロータリーの良さを感じることなしに退会される方

が如何に多いかと云う数字になっているように感じます。退会

者の特徴としては、12月と6月の退会者が全体の2/3を占め

ます。その二月以外では在籍5年未満の新会員の退会が多

いと云う事です。

　御クラブのデータを見ますと、この2年間はかなり出入りが

大きかったようです。大型の増強の後にそれに匹敵する退会

がありましたが、その後再びまとまった増強によってほぼ元の

水準に戻っています。ここに御クラブの復元力の強さを見る

思いです。現会員の在籍年数は平均14.2年です。3年前で

は15.4年でしたので、一年程短くなりました。6年未満が約4

割、10年未満が約5割を占めています。

　今年度に向けた地区会員増強セミナーで「コロナ禍で増強

に成功したクラブの活動事例報告」を大阪東・大阪船場ＲＣ

からして頂きました。両クラブの2015年からの会員数の推移と

特徴的な勧誘活動を資料に記載しましたのでご覧ください。

　コロナ禍まで会員増強に成功されたクラブをご紹介します。

全部で６クラブあり、大阪西ＲＣと大阪平野ＲＣはコロナ禍で

も増強に成功されました。とくに、大阪西ＲＣは昨年度、初の

女性会員が誕生しました。事前の根回しとして、クラブの2トッ

プである古参会員に次々年度のガバナーは女性ですよと云

う説得をされたことで、その後の手続きがスムーズにできたそ

うです。そして、女性会員を迎える場合、決して一人ではなく

複数同時入会を目指すことが大事なポイントになると思いま

す。それぞれのクラブの勧誘活動を記載しましたので、ご参

そ の 他 の 報 告

新 会 員 の 紹 介

卓 　 　 話

幹　事　報　告



考にしていただければと思います。

　以上、色々な会員増強の事例を挙げました。しかし、会員

増強の要点はやはり「トップ（会長・幹事・増強委員長）の熱

意と会員のやる気」に掛かっていると云うのが、結論です。

　そこで、次に会員増強のポイントを説明いたします。ここに

は増強を成功させるための戦術として、候補者のデータベー

ス、ＰＲと候補者への勧誘、入会後のケアなど項目ごとに整

理して記載しています。いずれも多くのクラブで実践されてい

ることと思います。皆さんの前では釈迦に説法になりますが、

まず入会候補者のデータを引き継いでいくと云う事です。そ

して、その候補者に積極的に入会の勧誘を行い、入会してく

れれば入会後のケアをしっかりと行うことだと思います。

　そして、コロナ禍の時代では新会員の動向に目をやり、退

会防止に努めることの重要性が一層増していると感じます。

退会防止では5項目挙げています。

　毎年年度末には年間退会者の約半数の方が退会されてい

ます。退会意向の早期把握と慰留については、藪蛇にならな

いよう慎重に把握する必要があります。退会理由の分析と

フィードバックからは意外なことが分かるかもしれません。声

掛け、コミュニケーションと転勤・退職の後任の推薦も欠かせ

ない大切なポイントです。ＯＢ会員・シニア会員などの設定に

ついては後ほど説明いたします。

　加えてお話したいのは、増強と候補者の質の問題です。こ

れはクラブで討議して頂く必要がありますが、先程紹介した

大阪東ＲＣの事例は大変参考になります。中でも会員選考の

重要性は候補者の質の維持に欠かせないものです。とくに、

業界内プレゼンスに関する調査は出来る限りすべきです。

　また少し固い話になりますが、標準クラブ定款第8条第1節

に会員身分の資格条件が規定されています。入会後明らか

にこの資格条件を満たせそうにない方は推薦を見送られた

方が良いと思います。

　また、増強（候補者紹介）に消極的な会員へのアプローチ

についてですが、一案としては、その会員とロータリーの良さ

に関する話をマンツーマンで深めて、その良さを本人が気づ

けば他の人に入会を薦めるのではないかと考えます。これに

はやはり楽しい、魅力あるクラブ作りを全会員が心掛けること

も大切です。クラブの魅力には、会員同士の人間関係が最も

大切で、続いて親睦活動、充実した例会があって奉仕活動

も自然と活発になると思います。

　次にクラブビジョンについて簡単に説明いたします。一昨

年度四宮ガバナーは各クラブにクラブビジョンの策定を推奨

されました。これは変わりゆくＲＩに対して自クラブの立ち位置

をしっかり持って欲しいとの願いからのものと理解しています。

　その手順として、まず自クラブが将来どのようなクラブを目

指すのか全会員で討議します。その結果、そのありたい姿を

実現しようとする時には何名のクラブが理想であるかの数字

が出てくると思います。その数字に向かって具体的な増強計

画を策定することになります。

　次に、増強に関して衛星クラブについてお話します。当地

区では2018年に大阪南なみはやロータリー衛星クラブ成立

以来、３つの衛星クラブが成立しました。大阪南ＲＣを例に衛

星クラブの説明をいたします。このチャートにありますように大

阪、大阪北、大阪南の３つのＲＣが共同で1957年に大阪西Ｒ

Ｃを創設されました。

　いわゆる子クラブの大阪西ＲＣは独立したＲＣです。これに

対して衛星クラブの場合、設立された衛星クラブの会員は親

クラブの会員となります。つまり、衛星クラブはクラブ内クラブ

と云うことができます。

　具体的に申し上げますと、大阪南ＲＣの2019年6月末の会

員数は160名でしたが、この年の7月末の会員数は170名で

す。これは衛星クラブの設立時の8名を含んだ会員数である

と云うことになります。なお、この8名以上の規定は現在ＲＩが

認める新組織結成での最小の人数です。

　もともとの衛星クラブ創設の趣旨は既存のＲＣに金銭面や

時間面で入会できないＲＡＣ卒業生や会員のご子息など若

い世代を対象にしたものです。

　衛星クラブはその細則を実際は本クラブが起草すると思い

ますが、規定上は本クラブ承認の上で制定します。また本ク

ラブの指導のもと、本クラブと違う形態での運営をおこなうこと

で、比較的負担を掛けることなく、若い世代の多様な会員に

入会してもらう制度です。

　そして、衛星クラブは本クラブ会員数に加えられますので、

即本クラブの会員増強となります。ただ、スポンサークラブは

衛星クラブを指導しなければいけません。ＲＡＣ卒業生や会

員の子弟などを対象に設立するのが早道ですが、きっちりと

した指導が無ければＲＣとは認められないような組織になりか

ねません。かなりの労力がいる事を覚悟して設立する必要が

あります。

　最期に退会防止の一手段として、多様な会員種類の創設

の説明に移ります。そもそもＲＣのダイバーシティーつまり多



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 ▼ 長竹　　浩　　副委員長 ▼ 谷口　善紀
委　  員 ▼ 高井・吉本・北野・竹原・松岡

様性がＲＩによって唱えられるようになって、手続要覧の2016

年からの標準ＲＣ定款で例外規定を設けることになりました。

これを受けて、その例外規定から、クラブ細則を変更すること

によって、例会の回数や内容を変更すること、メークアップや

出席に関する規定を変更すること、さらに会員身分に関して

自クラブ独自に新しい形に変えることが可能となりました。そ

して、これらを組み合わせることにより、多様な会員種類を創

設することが可能となったわけです。

今まで正会員と名誉会員の二種類しかなかったものから、Ｏ

Ｂ会員やシニア会員など多種多様な会員に適した会員条件

を創設することが、クラブ細則の変更により可能となりました。

　但し、創設した会員種類ごとに例会の取り扱い、例会の出

席義務について、また入会金や会費の規定をクラブ細則で

明確にしておく必要があります。

　以上、各クラブの事情により色々な種類の新たな会員を創

設することによって、退会防止のひとつの手段とできることを

ご紹介しました。

▼田中会長　本日も猛暑の中、例会出席ありがとうご

ざいます。佐々木会員、大阪府病院協会会長、就任

おめでとうございます。

▼児林副会長　今月はお盆月です。ご先祖様に感謝

し新型コロナウイルスが一日も早く終息しますよう祈念

しましょう。本日地区クラブ奉仕・拡大増強 石橋副委

員長、卓話よろしく御願い致します。

▼新宮幹事　倉角会員・田中会員「私を語る」楽しみ

にしています！！誕生内祝い。

▼佐野・松本会員　暑中お見舞い申し上げます。

▼高井会員　久しぶりの例会です。佐々木先生、お世

話になっています。ありがとうございます。

▼寺坂会員　冗談半分にカボチャを会社に植えまし

たが、大きな実がたくさんなっています。

▼中川会員　良い事が有ります様に。

▼井川会員　加藤さん、入会おめでとう。写真有難う。

▼稲田会員 ご夫人誕生日。誕生内祝い。

▼飯田会員　沢山写真有難う。例会欠席お詫び。

▼山陰会員　石橋地区拡大増強副委員長、本日卓話

よろしくお願いします。写真有難う。例会欠席お詫び。

▼宮川会員　誕生内祝い。

▼西村会員　写真有難う。

▼小谷会員 毎晩オリンピック観戦で、呑みすぎて困っ

ております。

▼富田会員　サマージャンボ、、、期待してます。

▼藤田会員　暑い日が続きますが、皆様ご自愛下さ

い。

▼友田・三木会員　在籍内祝い。

▼佐々木会員　色々とお世話になってます。コロナ第

5波になってます。ワクチンうたれていても、気を付け

て下さい。

▼鍋島会員　欠席のお詫びにまいりました。申し訳あ

りません。誕生内祝い。例会欠席お詫び。

■ 出席報告

月日

7/21

7/28

8/4

会員数

67

67

67

出席

40

39

42

うち出席規定
適用免除者

4

9

10

メーク
アップ

0

出席率

81.63％

72.22％

76.36％

確定
出席率

81.63％

日時：２０２１年８月４日（水）

承認事項

1.議事録

2.会計報告

3.新入会員の件（児林健太様）

4.退会の件（川村健司会員）

5.例会時のお茶の件

6.例会出欠確認FAX様式の件

7.初親睦旅行収支報告の件

8.例会卓話お土産の件

9.金光八尾中学校高等学校冷感マスク

贈呈の件

10.キャシュレス（カードリーダー導入）の件

11.ボランティア保険の件

12.事務局お盆休みの件

理事会議事録

ニ　コ　ニ　コ　箱
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