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良き出会いを大切に！
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言行はこれに照らしてから
1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
3. 好意と友情を深めるか
4. みんなのためになるかどうか
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●創
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●会
長：中澤
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●幹
事：高橋 広一
●会報委員長：上山 惣太

＊10/13（木）
第 2106 回例会

◆四和会（ホスト：八尾ＲＣ）

① 開会 点鐘

於：レストランアラスカフェスティバルタワー

② ソング ｢我等の生業」

受付：17：30～ 四和会：18：00～20：00

③ ビジターの紹介

中澤会長、山田副会長、高橋幹事、

④ 会務報告

山本事務局員

出席予定

｢会長の時間｣「幹事報告」
⑤ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑥ 卓話 ｢報道の見方｣
⑦ 閉会

大松 桂右会員

点鐘

第 2107 回例会

会員数

出席数

出席率

第 2105 回

29 名

16 名

72.7％

第 2103 回

29 名

20 名

87.0％

備 考
出席義務免除
7 名（出 0）
補
填
0名

●会員組織委員会のクラブフォーラム、よろしくお

★例会前：10 月度定例理事会

願いいたします。

☆10 月誕生月祝

中澤 剛会員

●少額からでも結構ですので、この 1 週間ニコニコ

上山会員、桑田会員、谷村会員、中澤会員
木村夫人、品川夫人、高橋夫人

☆卓話

例会数

ニコニコ箱

10 月 7 日（金）

☆10 月結婚記念日祝

2016 年 9 月 16 日（金）
出席報告

した御報告をよろしくお願いします。今日は 500
円です。

上田会員、柳会員

●先週夏風邪で欠席してすみませんでした。

｢米山奨学事業の現状と新しい流れ｣

長尾 穣治会員
●今日はクラブフォーラムですね。新しい話が出て

地区米山奨学委員長（千里ＲＣ）
古城

山田 哲男会員

紀雄様

きますように！
又、最近、はしかが流行しはじめています。気を
つけていただきますように！

石川 義一会員

★例会場：㈱西武百貨店八尾店8階バンケットルーム ℡:072(997)0111 内線5580 ★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 西武百貨店内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

初会合で集まった場所は、ガスターヴァス・
●今回合計

3,500 円

ローアの事務室であるユニティ・ビル７１１号
室で、薄暗い殺風景な小さな部屋だったようで

●累

計 281,010 円

す。
この部屋は、ロータリー本部がエヴァンスト

会長の時間

ンに移された際にそっくりその世界本部内に移
築され、毎年、多くのロータリアンが訪れてい

本日は、ロータリー創立記念日とされる初会合に

るとの事です。

ついて調べてみました。

幹事報告

この初日の会合で、ポール・ハリスが語った話に
二つの内容があったようです。
その一つは、都市生活で真の友人のいない空虚さ、
欲得づくめの商売姿勢と、私生活や仕事の上での信

①次週（9/23）は定款による休会ですのでお間違
えのなきようお願い致します。

頼関係の欠如を解消できるような人間関係の充実し

②地区大会及び 12/10（土）の移動例会の出欠の

たクラブをつくる事でした。それは、四人が皆、か

お返事を 9/25 迄に事務局にご連絡下さい。

つて田舎で味わったような人々の間の相互協力と打

③10/14 に第３回クラブ協議会がございますの

ち解けた親睦という極めて単純な構想で、これまで

で、各委員長は PDCA リストの 7 月～9 月分を

にないクラブの結成を提案したようです。

ご記入の上、9/30（金）迄に事務局に提出下さ

もう一つは、各職業または業種で一人の会員を推

い。

薦する事で、会員は人柄の誠実さを保証できる人物
だけを推薦するという事です。そうする事によりこ

第二回クラブフォーラム報告
会員組織委員長代理

のクラブは必然的に、会員間の信用できる商取引の

品川

後援会となり、また同業者間の争いのない男同士の

芳洋

親睦を深められるグループとなります。一業種一会
員に限られるために街一番の男性を選ぶ事ができ、

中澤会長、高橋幹事をはじめ、計 16 名の会員で

相互に信頼のできる会員の中で多くの取引が成立

フォーフォーラムを開催。

し、そしてそのような取引を広げられそうな人がク

会員組織について出席者各人から思うがままに

ラブへ入会するという事に反対する人はいないとい

それぞれの考えを述べてもらった。

う流れができたようです。

まず中澤会長から自身の増強への実績もない。会

ロータリーの創立日は、この初会合が行われた２

長として退会防止に力を入れたいと。高橋幹事も

月２３日とされ、創立間もない時期からロータリー

八尾の地元での人脈もないのでクラブの中をし

年度は、２月から翌年１月と定められていたようで

っかりと固めていきたい旨、会長と同じ思いを。

す。

安田会員からは入会間もないが、他クラブでのメ

現在のロータリー年度が、７月から翌年６月であ
るのは、ＲＩへの移行が最終決定された国際大会が
７月に開催された事によるようです。

ーキャップ体験から当クラブは女性が一人しか
いないので女性会員を増やすことを会としても
意識したらどうかと提案があった。

大橋会員からは余裕がでてきた広報活動を通じ

面、会員規模の大きさと会の魅力向上という観点が

て会の PR を図っていく。石川会員からは現在一

あるが、いずれも会員ひとりひとりの勧誘への関心

人の方をアタック中、もうひと方、池本さんや森

を持つことが求められる。また、もうひとつの柱と

下さんと共に行動を起している。対内的には研修

して、会の魅力を高め、みんなが勧誘し易くするこ

の充実を図ったり、対外的には会の PR が必要と

と、いろいろな障壁を取り除く環境づくりが求めら

の意見。

れる。

新入会員の辻盛会員は同世代の経営者の友達も

いずれも会員ひとりひとりの課題認識が必要だが

いるので働きかけたい。と力強い思い。

とりわけ、理事各位は率先して課題に取り組む姿勢

堀内、上山、辻田会員からは増強の実績もない。

が望まれる。

今の役割をしっかり務め、もっと勉強していきた
いと。
山田会員からは会としての魅力発信が重要。例会
をとっても毎週開催するのがロータリーか？既
成概念にこだわらずに会の魅力を如何に高める
かみんなで考えてみたい。長尾会員からは入会し
やすい環境が必要。年会費の値下げも検討しては
どうか。柳会員からは、自身もそうであったが甲
子園で野球ができるという魅力は大きい。今属す
る野球のネットワークをも生かして勧誘に努め
たい。森下会員から、以前と違って野球人が多い
ことがチーム力も出て、我がクラブの力になって
きている。自家農園のイチジクをノベルティーと
して提供するので（笑い）みんなで勧誘に努めた
い。
鈴木会員から、クラブの魅力はビジターで来られ
た方が、いいクラブですね。と言ってもらえるの
がひとつの目安になる。普段からロータリーの話
が出て自然に惹きつけられるようになりたい。ロ
ータリーの友から良い記事をとりあげて話し込
むような研修があってもいい、と。
桑田会員からは、女性会員を増やす、といっても
現実、女性が例会に毎週出るには抵抗があること
を理解すべき。斯様なバリアーを克服できるクラ
ブの魅力アップ、体質強化が求められる。
司会者（品川会員）が総括して、増強はふたつの
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