第１４６４回 例会 ２０２２年 (令和４年) ８月２２日
（会員増強・新クラブ結成推進月間）

本日のプログラム
○ ロ‐タリ‐ソング 「奉仕の理想」
○ 会長の時間
〇 幹事報告 〇 委員会報告
○ 体験例会
野口 卓士 様 松村 和也 様

（本日のプログレス 平山 明彦 副ＳＡＡ）
〇 ニコニコ箱報告

〇 出席報告

第１回クラブ戦略計画委員会 ３２階「スカイテラス」 １１：３０～１２：３０
○ 懇談会 ４階「蘭の間」 １３：４０～１４:４０
○

前回（８月１日）例会記録
◇プログレス 平山 明彦 副ＳＡＡ
１．来客紹介 中井
崇 親睦委員
ゲスト： ３名 地区外： ０名 地区内： １名 合計 ４名
ゲスト： 大阪心斎橋ロータリークラブ 会長 森田 邦治 様
同
幹事 小笠原 宣男 様
米山奨学生 郭 鑫 様

２．８月お誕生月会員お祝い
伊藤 清一 会員
野田 寿美子 会員
林
拓 会員
洪
理恵 会員

（８月 ９日）
（８月１４日）
（８月１６日）
（８月２４日）

・ブラームスの子守歌
・琵琶湖周航のうた
・浦島太郎

３．会長の時間

会長 中村

一

8 月のＲＩ（ロータリーインターナショナル）月間テーマは会員増強・新クラブ結成推進月間となっております。
テーマにふさわしい活動に心がけて頂けますようお願い致します。
本日の例会はこの月間の月初めの例会ですので、ロータリークラブの会員数と増強についてお話させて頂きます。
先ずは当クラブの 2660 地区の会員数推移についてですが、1996 年の 5,702 人で最大数となり、その後は 2009 年で
4,000 人を下回り、2022 年 4 月時点では最大数から約 39％減少の 3,477 人となっています。当クラブの推移は、1988 年の
設立時は 49 人、1997 年に最大数の 64 人、その後は 2004 年に 50 人を下回り、2022 年 7 月時点では最大数から約 41％
減少の 38 人となっており、2660 地区の推移とほぼ同じ傾向となっています。
また、当クラブの過去 10 年間の入会・退会者数は入会が 25 人、退会が 27 人となっており、退会者数が 2 人
上回っていますが、直近 3 年間でみますと入会が 12 人、退会が 7 人で、入会者数が 5 人上回っています。
これは当クラブのここ 3 年間の会員増強活動が上手くいっているといえます。2019 年 6 月に会員数が最少の 33 人となり
ましたが現在は 38 名と増加し、この良い結果は地区でも高い評価を得ています。
当クラブの会員増強活動が良い結果となった活動の一つとして「一斉体験例会」の開催がありますが、親クラブの大阪
心斎橋ロータリークラブ様でもこの「一斉体験例会」を今年度から取り入れるとお聞きしました。
これからも、全会員にとって先ずは楽しいクラブであること、そして、良き仲間が集まり奉仕活動ができるクラブづくりを
更に進めることで、友達の輪が広がり、その結果として会員増強と退会防止に繋がると考えます。
これからも引き続き会員増強に対しまして皆様のご協力を宜しくお願い致します。

４．大阪心斎橋ロータリークラブご挨拶
大阪心斎橋ロータリークラブ 会長 森田邦治様、幹事 小笠原宣男様より御挨拶を頂きました。

５．ニコニコ報告

塩尻 明夫 親睦委員

大阪心斎橋 RC 森田邦治会長様 小笠原宣男幹事様・・・・いつもお世話になりありがとうございます。
岩崎 会員・・・・北野さん、小島さん、先日はありがとうございました。
塩尻 会員・・・・先日ウガンダのロータリーのメンバ―とグローバル補助金プロジェクトのキックオフを行いました。
岡野幹事、中嶋国際奉仕委員長、吉本副委員長、遅くまでありがとうございました。
新川、岡野、俣野、中井、坂本、清水、中西、山川、中村、片岡、小島、井澤、平山、宮原、原山、北野、岡本（茂）、
天野、林、伊藤、大島、野田、
各会員・・・・今週から夏の甲子園 コロナと暑さに負けず熱い戦いを！
伊藤、野田、林、洪、各会員・・・・8 月お誕生月
中村、岡野、澤田、各会員・・・・8 月創立記念日

６．委員会報告
◎ 会員増強委員会

中井

崇 委員長

８月２２日は体験例会が予定されています。
その際の企画ですが、「ロータリーで楽しかったこと、思い出に残っていること」をテーマにお話ししたいと思います。
これは、体験に来られた方にロータリーの楽しさを知って頂くと同時に、コロナ禍で入会した会員はこれまで泊りがけの
イベント等に参加できておりませんので、そういった会員が先輩会員と過去の体験を共有するという意味もございます。
お話して頂くようあらかじめお願いしている方もおられますが、当日いきなり指名させて頂くこともありますので、皆様
お話する内容を考えておいて頂ければ幸いです。

７．米山奨学金授与 米山奨学生 郭

鑫 君

中村会長より、米山奨学生の郭 鑫君へ奨学金が授与されました。
その後、簡単に近況報告をしていただきました。
「この度、神戸大学大学院建築専攻科に無事に合格することができましたので、
ご報告させていただきます。
大阪船場ロータリークラブで様々なことを学べて、大変ありがとうございます。」

８．出席報告 平山 明彦

副ＳＡＡ

会員総数 ３８名 出席率計算会員数 ３６名 出席会員数 ３１名（オンライン２名） 出席率 ８６％
第１４６１回（７月４日） 修正出席率 ９７％

９．卓 話

「バヌアツ報告と奉仕について」

澤田 宗久 会員

コロナ禍が始まり３年目を経過しました。
バヌアツ、フィリピンでの活動もこの３年間はずっと延期している状態でした。
バヌアツ政府は今年７月１日よりようやく旅行者を受け入れる体制になりましたが、現状は
まだまだ厳しく今年は諦め来年度に活動する予定をしております。
フィリピンでの活動は今後の状況をみての判断となりますが、本年の１１月に活動を計画し
これから進めて参ります。
最近、ありがたいことに大阪船場 RC に新入会員が増えてまいりました。
４年ほど前に放送された「こんなところに日本人」というテレビ番組で当時番組ディレクターが取材を兼ねて我々が行って
いる国際奉仕活動に参加し、２０分の YouTube 番組動画を作製してくださいました。
今回その動画を見ながら「奉仕活動について」皆様と一緒に考えたいと思いますので宜しくお願い致します。
ボランティアの４原則とは
１，

自分から進んで行動する（自主性、主体性）

２，

共に支え合い学び合う（社会性・連帯性）

３，

見返りを求めない（無償性、無給性）

４，

より良い社会をつくる（創造性、開拓性、先駆性）

ボランティアとは自ら進んで社会事業などに無償で参加する人（～する活動）であり、奉仕とは慎んで仕える、
献身的に国家社会のために尽くす。
Give and give であり Give and take ではない！決して見返りを求めないこと、無償の愛であります。
またロータリーには「４つのテスト」という素晴らしいスピリッツがあります。
１，

真実かどうか

２，

みんな公平か

３，

好意と友情を深めるか

４，

みんなの為になるかどうか

私はこの「４つのテスト」と自分の思想としている考え方と合致していたので RC に入会致しました。

ロータリアンになった以上はこのスピリッツを忠実に守って活動していこうと思っております。
どんなに難しい課題であっても有言実行しそれを継続し状況に合わせて進化していくことが重要であり、それが人類愛に
繋がり最終的に RC が目指す世界平和をもたらすのではないかと考えております。
これからも RC を通じて世界平和に貢献していきましょう！！

８月理事会報告
2022 年 8 月 1 日（月）於：ホテル日航大阪 13：40～14：40
【承認事項】
１、 7 月度会計報告

⇒ 承認

２、 前期米山普通寄付金支払 3,000 円×38 名=114,000 円
３、 前期 RI 人頭分担金支払 189,425 円
４、 事務局夏季休暇（8/12～15）

⇒ 承認（例年どおり）

⇒ 承認（例年どおり）

⇒ 承認（例年どおり）

【報告・討議事項】
１、
8/1 心斎橋 RC 会長幹事表敬訪問 ⇒ 岡野幹事より、当 RC 会長幹事は 7/29 に心斎橋 RC を表敬訪問し、
今年度の連携について意見交換したこと等が報告された。
２、

8/22 体験例会について ⇒ 中井委員長より、現在、出席予定者は 2 名であること等の報告がなされた。

【その他】
１、 運営ガイドライン改訂の件 ⇒ 岡野幹事より、コロナ禍に鑑み策定された「運営ガイドライン」のうち、
「会員の感染判明または濃厚接触者認定」の場合の取り扱いについて、「原則開催 リモート参加可
状況によりリモートのみとすることや休会を検討」という方向に変更したい旨の提案があり、承認された。

☆次回８月２９日(月)例会予定
・委員会卓話：会員増強
・クラブ協議会 ４階「蘭の間」 13：40～15：40
・事前懇談会

６階「橘の間」 11：50～12：20

※例会場は 32 階「スカイテラス」です。

