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イマジン ロータリー

国際ロータリー 会長 ジェニファー E. ジョーンズ
八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」

国際ロータリー 第2660地区 テーマ

大阪のロータリー 100周年を祝おう！
国際ロータリー 第2660地区 ガバナー 宮里 唯子

八尾ロータリークラブ テーマ

持続可能なロータリーへ

会長

吉本

憲司

第2934回 例会 プログラム
●開会 「点鐘」

●閉会 「点鐘」

●ロータリーソング 「四つのテスト」
●ゲストの紹介
大石 倫太郎 様
米山奨学生 ウアール，ミナ ミネア アレクサンドラ 様

■卓話予告

●ビジターの紹介
八尾RAC 会長 栗山 恭章 様

9/ 7 クラブ広報委員会

●八尾RACへ支援金贈呈
●出席報告

9/14 「私を語る」

●その他の報告

北山弾也会員・水野清慈会員・安田知生会員

●会務報告 「会長の時間」「幹事報告」
●SAA報告 ニコニコ箱
●卓

9/21 大松 桂右 八尾市長

話

「撮影候補地に登録しませんか」

9/28 横山 フック 様

～ あなたの会社がロケ現場に？
社長もエキストラ出演?! ～
八尾市フィルムコミッション
八尾市 観光・文化財課 南 昌則 課長
八尾ロータリークラブ 2022－2023年度
会長 吉本 憲司
事務局 八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所２Ｆ
ＴＥＬ 072-991-2129 ＦＡＸ 072-924-0010
URL www.yaorc.com
E-mail info@yaorc.com

幹事 稲田 賢二
例会日 毎週水曜日 午後０時30分－午後１時30分
例会場 八尾商工会議所３Ｆ
創 立 1961（昭和36）年3月28日

会 長 の 時 間
新型コロナ対策として、八尾市保健所にコードレス
電話機２台を寄贈しました。これによりエッセンシャル

卓

話

「大活躍！ 近年歴代増強委員長が語る！
こうして会員を増やそう！」

ワーカーである保健所職員の皆さんの業務負担が軽
減されるほか、通話相手の市民の皆さんもイライラや

▼会員増強推進委員会・松井 良介 委員長

不安が軽減されると期待できます。
また電話機に「保健所の皆さんありがとう 八尾ＲＣ

増強委員会の鼓呂雲委員には今年度、水野会員を

寄贈」のシールを貼ることで、私たちの感謝の気持ち

ご紹介いただきました。また安田会員にもご入会いた

を伝えることができ、職員の皆さんにとっても励みにな

だき、今年度の増強は、滑り出しは好調だと思います。

ればと思います。

これからも引き続き、がんばってまいります。

なお今回の費用は、皆様のニコニコから拠出しまし

なお今月は、会員増強・新クラブ結成推進月間です。

た。いつもニコニコにご協力いただいている皆さんは

以前にリモート例会で行っていたリレー卓話のことを

「八尾市の新型コロナ対策にも貢献している」と、胸を

思い出し、今回も会員のリレー形式で卓話をしてみよ

張っていただいてもいいと思います。今後も皆さんが

うと考えました。歴代の会員増強委員長に経験談を

誇りに思えるような奉仕事業を理事会で検討してまい

語ってもらおうと、お願いしております。

りますので、皆様も引き続きニコニコへのご協力をお
願いいたします。

会員の皆さんも、本日の卓話を聞いていただいた上
で、会員増強にご協力いただきますよう、よろしくお願
いいたします。

幹

事

報

告

▼地区の青少年合同委員長会議が27日に開催さ
れ、宮川会員に出席いただきます。
▼ロータリーの囲碁大会が11月に開催されます。
参加ご希望の方は、事務局まで。
▼事務局員は金曜日から出勤する予定です。
▼次週の例会で、台北東ＲＣへのビデオレターを
撮影します。ご協力をお願いいたします。

そ の 他 の 報 告
▼地区RYLA委員会・友田 昭 委員長
秋のRYLAセミナーが9月23～25日に開催されます。
申し込みの締め切りが25日です。18～30歳のご子息
や従業員などがおられましたら、ぜひご参加ください。

▼山陰 恭志 会員
昨年度、会員増強委員長を務めました。あまり役に
立たなかったかもしれませんが、皆さんにご協力をい

ただき、８人に入会していただくことができました。
増強には、日頃からアンテナを貼っておくことが重要
だと思います。今年度はSAAを担当しておりますが、

ていただきました。増強はただ闇雲に会員を増やすだ
けではなく、どこにターゲットを絞るか、ということも大
切だと思います。

親睦活動委員会の若い会員の皆さんにもいろいろと

せっかく入会してもらったとしても、その後のフォロー

助けてもらっています。例会場の設営も手伝っていた

アップも大切です。入会後、３年以内に退会する方も

だくなどで、活躍してもらっています。

多く、どこまでフォローできているか、ということも考え

増強には入会を増やすとともに、退会をいかに抑え

なければなりません。

るかということも重要になってきます。そのためにはや

一人ひとりがあたたかくお迎えし、積極的に声をかけ

はり、会員の皆さんにとって居心地の良いクラブにな

て迎えていただければ、新入会員も馴染みやすいは

ればいいのではないでしょうか。

ずです。
またコロナ下でZoomを活用した例会を行うことも増え

▼中川 廣次 会員

ましたが、リモート出席に慣れてしまうことも、退会につ
ながりかねないと思います。例会場へと出向く習慣が

笠井年度、飯田年度と２年続けて増強委員長を務め
させていただきました。
「創立60周年に会員数70名」を目標に掲げていまし
たが、コロナ禍の発生もあり例会が開催できず、増強
もうまくいかなかったのが残念でした。
誰か入会候補者がいないかと、いろんな方に声をか
けて一緒に訪問したりしました。会員の皆さんの力を

少なくなれば、だんだんと気持ちも離れていってしまう
おそれがあります。皆様もぜひ、そうした会員がおられ
ましたら、例会場へと出席いただくようにお誘いくださ
い。
このほか外国籍や女性の入会候補者の取り扱いに
関する方向性についても、将来的に定めていかねば
ならないと思います。

借りることで最終的に入会までこぎつけた例も多く、や
はり増強委員長一人だけの努力では限界もあると思

▼田中 康正 会員

います。
会員の皆さんも、入会候補者に「こんな人はどうか」

増強に関しては、いかに会員の皆さんを巻き込むか、

と思う方がおられましたら、ぜひご紹介いただければと

ということが大切だと思います。増強はクラブのエンジ

思います。増強は、会員みんなで協力していくことが

ンのもとです。

重要です。
そして新入会員に関しては、入会されてからの退会
防止も重要です。他のクラブでも入会してから短期間

血縁関係の活用も有効です。私も義理の息子が入
会しました。おかげで関係がさらに深まり、私の責任
感もより強くなったと感じています。

で退会してしまう人も少なくないようで、これを防ぐに

そしてRACからも、RCへ入会してくれた人もおられま

はやはり、会員同士の親睦と友情が大切なのではな

す。RACの例会に出席することも、RCの増強につなが

いかと思います。

ると思います。

新しく入会してこられた会員が皆さんと仲良くなれる

今は衛星クラブなど、増強に関する新しい形態もあり

よう、私もこれからも微力ながら頑張っていきたいと思

ますので、いろんな形でロータリーにふさわしい人材

います。皆様も引き続き、増強へのご協力をお願いし

を育成していくことが大切になってくるのではないで

ます。

しょうか。

▼児林 秀一 会員
2018-19の山本勝彦会長年度に増強委員長をさせ

ニ コ ニ コ 箱
▼吉本会長 「本年度がんばれよ」と元会員の松村康

▼友田会員 秋のRYLAセミナー 9/23～25の参加を

司様からニコニコをいただていたので、本日加算させ

よろしくお願いします。たくさんの参加をお願いします。

ていただきます。

▼鍋島会員 先日ゴルフコンペで優勝しました。内祝

▼長竹副会長 本日卓話、松井増強委員長、歴代委

です。

員長の皆様、宜しくお願い致します。

▼北山会員 本日も田中委員長、委員会おつかれ様

▼稲田幹事 松井委員長、歴代会員増強委員長、本

でした。ありがとうございます。

日卓話よろしくお願いします。
▼松本会員 ご夫人誕生日。
▼中川・原田会員 良い事がありますように。
▼山本（勝）会員 土・日曜日、お天気にな～れ！
▼菅野・野村・曽家会員 よいことがありました。
▼飯田会員 在籍内祝い。例会欠席お詫び。
▼田中（正）会員 本日卓話、宜しくお願いします。ア
ンカーを飾ります。2日前、フロに入る時に足を滑らせ
転倒し、腕を3針縫ってしまいました。歳には勝てませ

大阪のロータリー 100周年を祝おう！
特設サイト（地区ホームページ内）もご覧ください

ん。皆様もお気をつけ下さい!!
▼松井会員 卓話よろしくお願いします。
▼山陰会員 本日茶道部のお稽古あります。水野さ
ん、初参加よろしくお願いします。
▼児林（秀）会員 本日、上農修さんごゆっくりして下
さい。入会期待しております。昨日大阪南ロータリーク
ラブへメークアップに行ってまいりました。本日卓話よ
ろしく御願い致します。
▼西村会員 それにしても打ちませんねぇ！写真有
難う。例会欠席お詫び。
▼大熊会員 いつもありがとうございます。
▼相馬会員 松井委員長はじめ歴代会員増強委員
長の方々、本日は卓話よろしくお願いします。

■ 出席報告
うち出席規定
メーク 確定
月日 会員数 出席 適用免除者 出席率 アップ 出席率
8/3

62

41

8

77.36％

8/17

62

41

10

78.85％

8/24

62

43

10

78.18％

八尾ロータリークラブ会報

2 81.13％

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

クラブ広報委員会

委員長 ▼ 谷口 善紀 副委員長 ▼ 菅野 茂人
委 員 ▼ 居相・原田・田中（貴）・児林（健）

