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≪１０月１３日（木）例会 KKRホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話  「ポリオについて」 

幹事 井上善博君 

 

♪本日の歌  「奉仕の理想」 

 

≪１０月２０日（木）例会 KKRホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話  「未   定」 

表 孝典君 

 

 

 

 

≪１０月０６日（木）例会≫ 

 会員数２０名（内出席免除者数８名） 

 本日の出席者数１２名（内出席免除者数 4 名） 

本日の出席率 ７５％ 

＊９月０８日（木） 

 会員数２０名（内出席免除者集８名） 

 例会出席者１２名（内出席免除者数 3 名） 

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ０名  例会修正出席率 ８０％ 

 

 

 

 

 

幹事 井上善博君 

◎本日は東大阪東 RCのガバナー・ノミニー大橋秀典

様、2024-25年度代表幹事予定者の吉﨑広江様、

会長の藤本良男様がお越しになっています。どう

ぞごゆっくりお過ごし下さい。 

◎本日例会前に、第１回指名委員会を行いました。 

◎田村会長からの増強・奉仕に関するアンケートの

回答を宜しくお願い致します。 

◎次週(10/20)例会前に、伴井ガバナー補佐とのクラ

ブ協議会が行われます。理事メンバーの方ご出席

宜しくお願い致します。 

時 間 ： １７：３０ ～ 

場 所 ： ＫＫＲホテル大阪５階「橘」 

◎同じ日例会後に、段君の新入会員オリエンテーシ

ョンを行います。 

◎10/27(木)はＧＭ前に、山村君と松本君の新入会員

オリエンテーションを行います。 

◎10/27(木)のＧＭは新入会員歓迎会となっておりま

す。ご参加宜しくお願い致します。 

 時 間：１８：３０ ～ 

 場 所：「ＩＢＥＲＩＣＯ－ＹＡ」 

     大阪市北区堂島 1-3-3 北新地西辻ビル 1F 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 



 

 

 ≪10 月度定例理事会議事録≫ 

日 時 2022 年 10 月 6 日（木）例会後 

場 所 KKR ホテル大阪 5 階「橘」 

出席者 田村、北井、木戸、政岡、阪田、谷口、表、

井上 

◎10・11 月行事予定 

10月 06日㈭  例会・定例理事会 

10月 08日㈯  公共ｲﾒｰｼﾞ向上ｾﾐﾅｰ（田村会長） 

10月 13日㈭  例会 

10月 20日㈭  Ｇ補佐とのクラブ協議会・ 

オリエンテーション（段君） 

10月 21日㈮  金輪会（田村会長・表直前幹事） 

10月 27日㈭  ＧＭ・オリエンテーション 

（山村君・松本君） 

11月 03日㈭  祝日の為休会 

11月 07日㈪  ガバナー公式訪問(3 ｸﾗﾌﾞ合同例会) 

11月 10日㈭  振替休会 

11月 17日㈭  例会 

11月 18日㈮  大阪 RC創立 100周年式典(田村会長) 

11月 22日㈫  東輪会ゴルフコンペ 

11月 24日㈭  例会 

◎議 案 

①奉仕活動の提案制度（アンケート）について 

 ・田村会長作成のアンケートを会員全員に配布又

はメールにて送信する。 

 ・回答期日は 10/11（火） 

 ・回答結果が集計出来次第、例会で発表し、その

後、フォーラム等開いて奉仕事業を決定して

いく。 

②会員増強についてのアンケート 

 入会案内送付先リスト（主に JC シニアクラブ）

を作り、検討した。一部明らかに送付が不適切な

方（すでに他団体に所属している等）以外、今月

中に送付する事に決定。 

③子供食堂支援の具体的な団体名と予算、具体的

な活動現在、継続支援している、スイミーさん（日

下町）へ引き続き支援する。一回/月、食堂を開催 

 

しているので、11 月以降参加可能な日を検討

し、支援する予定。次回理事会にて報告する。 

④新入会員のオリエンテーションの日程調整と担

当者の確認 

10/27 GM 開催の前に一時間程度実施予定。

（松本会員・山村会員）段会員は別の日に実施予 

定。（10/20？）担当者は会長幹事及び北井パス

ト会長中心。 

⑤GM の確認 

 政岡会員交流担当に場所と時間を設定依頼。

10/27 梅田方面。 

⑥東大阪東 RC からの依頼について 

まだ正式には依頼が来てないが、来週 10/13 に

三人来られて、おそらく二年後大橋ガバナーを

バックアップする旨の支援要請されるので、そ

の心づもりをすべし。 

⑦その他 

・次年度ガバナー公式訪問 今年と同じく３クラ

ブ合同にて対処（木戸・井上）年度。 

・ウクライナ支援   

当初の移動用車の購入計画は延期。別の要請あ

ればすぐに協力する用意しておく。17 万程度。 

・辻会員の件 退会を認める。最終確認のみ北井直

前会長が行う。 

 

 

                             

会長 田村嘉宏君 

〇会員増強のためのアンケート 

1． 会員増強についての具体的な行動自由にお書

きください。 

2 ．ロータリーの友 9 月号から 各地のロータリ

ークラブの取り組み例 

〇各地のロータリークラブの活動がどのようなも

のか、報告しました。その後、我々東大阪みどり

ロータリークラブが今後どのような活動をすべ

きかお考えいただき、ご回答をお願いしたいと 

会 長 の時 間 （10/6） 

 



 

 

思いました。特段のご意見がありませんでした

がいま、地域社会で問題となっていることにつ

いて積極的に活動していきたいと思います。 

〇SDGs について 

個人として、何ができるか。また、東大阪みど

りロータリークラブとして何ができるか。各地

のロータリークラブがどんな活動をしているの

か簡単に紹介しました。多くは SDGs の分類の

中に当てはまる活動でした。そしてアンケート

を取らせていただきました。以下はそのアンケ

ートです。 

〇具体的な活動・予算・場所・人数・活動期間・

他組織との連携等・その他等、東大阪みどりロ

ータリークラブの今後の活動についてアンケ

ート取りました。 

 

人類がこの地球で暮らし続けていくために、2030

年までに達成すべき目標 

 

 

 

 

貧困、紛争、気候変動、感染症。人類は、これまで

になかったような数多くの課題に直面しています。 

このままでは、人類が安定してこの世界で暮らし続

けることができなくなると心配されています。 

そんな危機感から、世界中のさまざまな立場の人々

が話し合い、課題を整理し、解決方法を考え、2030

年までに達成すべき具体的な目標を立てました。 

そ れ が 「 持 続 可 能 な 開 発 目 標 (Sustainable 

Development Goals：SDGs）」です。 

 

 

 

 

 

  

例会担当委員会 

（10/06） 

＊例会出席者全員からニコニコ頂きました。 

一部紹介させて頂きます。 
 

◎今日は会議で高校時代の生活指導の先生と 30

年ぶりに再会しました。写経させられていたの

で背筋が伸びました。      松本隆司君 

◎加茂委員長ようこそお越し下さいました。 

 谷口さん父親がお世話になります。宜しくお願

い致します。          北井孝彦君 

◎急に寒くなってきました。体調管理にはご注意

を！              島 啓介君 

◎ようやく過ごしやすくなりましたね。 

村上靖平君 

◎加茂委員長様、ようこそお越し下さいました。 

山村忠弘君 

本日合計 31,000円  今年度累計 125,000円 

 

 

 

「クラブ活性化による会員増強と退会防止」 

地区クラブ奉仕・拡大増強委員長 

加茂次也様 

通年RI第 2660地区の会員数は毎年度初め 3550

人前後で始まり、約 300 人程度の入退会者があっ

て年度末には元の会員数に戻ることを繰り返して

おりました。コロナ禍において、一昨年度の退会者

数は例年と余り変わらず、昨年度は 50 人近く減少

しました。入会者数が例年より約百名の減少し、そ

れがそのまま期首と比べての減となりました。 

コロナ禍になる前からロータリーの会員数は減

少を続けておりました。1990 年代までの状況とは

著しく変わり、ロータリーも変わらなければなら 

招聘卓話抄録 

ニコニコ箱の報告 



 

 

ない部分と変えてはならない部分を各クラブが

考えていかざるを得ない時代になったということ

だと考えています。そのような中で高槻東 RC の

改革例をご紹介しました。CLP を取り入れての改 

革は御クラブも参考になるのではと考えております。 

My Rotary から引き出した御クラブのデータで

在籍年数の構成を見ますとチャーターメンバーが

多くおられ、その後 13年ほど会員が残っておられ

ず、10 年以下の在籍年数の方が点在していますが

、「文化」継承を新世代にどのように引き継いでい

くのか、発展させていくのかが御クラブの課題で

はないかと、データ上から拝察いたしました。 

 地区の話に戻します。今まで会員増強に成功さ

れていた多くのクラブが昨年度会員数を減らされ

ています。会員増強の事例を紹介いたしましたが、

会員増強の要点は、魅力あるクラブ作りをベース

にして、トップの熱意と会員のやる気にかかって

いるというのが、結論でございます。 

 魅力あるクラブづくりにはクラブビジョン策定が

必須です。既に策定されているとのことですが、戦

略計画的なものの様ですので、会員全員で作り上げ

、共通理解を持たてるように取り組まれるべきでは

ないかと思っております。その際は会員のクラブに

対する満足度を調べ、全会員の理解のもとで自クラ

ブの将来像を表すものであるべきと考えます。RI の

急激な変化の中で、自クラブの立ち位置を考えるた

めの策定でもあると思います。またビジョン実現の

ための戦略計画の策定も必要で、これの PDCA サイ

クルの強化も必要と考えます。 

 最後に会員種類の多様化による退会防止の話をし

ましたが、5 月に実施したアンケートの結果を地区

ホームページの当委員会の中にアップしております

ので、ご参照してくださいますようお願い申し上げ

ます。 

 以上雑駁な説明になりましたが、少しでも御クラブ

の会員増強と退会防止のお役に立てれば幸いです。 

 

 

（2024-25 年度ガバナー） 
 

大橋秀典氏の略歴 

 

 

 

 

 

 

生年月日  1958 年(昭和 33 年)3 月 18 日 

職業分類  金属加工 

勤 務 先   サクラテック株式会社 

役    職   代表取締役 

所 在 地   〒578-0905   東大阪市川田 3-10-7 

経    歴  

1980 年 神戸学院大学経済学部経済科 卒業 

1980 年 片山鉄建株式会社 入社 

1984 年 サクラテック株式会社 入社 
 

ロータリー歴 

2006 年 東大阪東ロータリークラブ入会 

2011-12 年度 国際奉仕委員長 

2015-16 年度 幹事 

2017-18 年度 副会長 

2019-20 年度 会長 

2019-20 年度 地区青少年交換委員会 副委員長 

2020-21 年度 地区青少年交換委員会 委員長 
 

その他 

ロータリー財団 マルチプル・ポールハリス・フェロー 

（メジャードナー） 

ロータリー財団 ベネファクター 

米山功労者（マルチプル） 
 

賞罰 なし 



 

 

 


