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ロータリアンの皆様、ローターアクターの皆様
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2022-23年度 国際ロータリー
第２６６０地区ガバナー 宮里唯子
2022－23年度ガバナー就任にあたり、会員皆様にご挨拶を申し上げますと共に、既
にガバナーエレクト主催の三大行事でご説明申し上げておりますが、あらためて地
区方針への御理解と御協力をお願い申し上げます。
2022－23年度の当地区テーマは、『大阪のロータリー100周年を祝おう！』とし、各クラブは是非それぞ
れのやり方で100周年をお祝いして下さい。皆様のクラブが創立以来築き上げてきたレガシー（遺産や業績
といった将来に引き継がれるべきもの）を祝し、次の100年を迎える準備を進めて下さい。そして本年12月
の地区大会において、皆様と共に祝賀の100周年記念行事を迎えたいと思います。
また、あらたに策定致しました地区ビジョン、中期目標（今後3年にわたる行動計画）に掲げましたよう
に、私たち第2660地区のロータリアンとローターアクターはDEI「多様性・公平さ・インクルージョン」を
推進し、健康で活力あるクラブを目指し、親睦はもとより世界および地域社会でインパクトのある奉仕を
実行し、さらには未来を担う若きリーダーの育成に努めて参ります。
中期目標の実現をより確実なものとするため、さらに2022－23年度達成すべき以下の年次目標も掲げまし
た。

大阪難波ロータリークラブ週報

（第2660地区ガバナー

次回の卓話

ロータリー４つのテスト

８月２５日（木）

９月１日（木）

言行はこれに照らしてから

テーマ

＊恒久基金寄付30ドルについて
従来、当地区では恒久基金寄付について、各クラブ１名以上のベネファクター（累計で初めて$1,000に達し
た寄付者に感謝の印としてロータリー財団から贈られる認証）をお願いしておりましたが、2022-23年度以
降はクラブ会員一人につき$30/年の寄付を推奨して参ります。会員一人一人が支える恒久基金は、未来にお
いて持続可能なプロジェクトを実施するために必要な財源となります。恒久基金は投資され、元金が支出
されることはなく、利用可能な収益の一部がロータリー財団プログラム（クラブの奉仕活動やグローバル
奨学生、ロータリー平和フェロー）を恒久的に支えます。

第７回例会

２．参加者の基盤を広げる
●ローターアクター、インターアクター、ロータリーファミリーと協働して奉仕活動を実施します。
●ロータリーのブランドを正しく使います。
●革新的クラブ、活動分野に基づくクラブ（衛星クラブ）の設立をめざします

会 食
・歌とピアノ
・会長報告
・幹事報告
・委員会報告
・出席報告
・ニコニコ箱報告
・卓話

４．適応力を高める
●テクノロジーを利用して例会を実施し、交流や親睦を深め、奉仕活動を実行します。
●会員全員が My Rotaryに登録することを目ざします。
●ラーニングセンターを活用します。
私たち大阪のロータリーは先人たちの築き上げた100年のレガシーを称賛し大切にしますが、果敢に変革
にも挑み、今まで以上にインクルーシブなクラブと地区を目指して参ります。
末尾になりましたが、さらなるクラブと地区の発展に向けて、年次目標の達成に御理解と御協力をお願
い申し上げます。

宮里唯子 ）

今日の卓話

１．より大きなインパクトをもたらす
●ポリオデー（10月24日）にポリオ根絶にちなんだ活動をRAC、IAC、ロータリーファミリーと協働し、発信
します。
●財団補助金（地区補助金・グローバル補助金）活動を実施し、発信します。
●ロータリアンは財団寄付目標（年次基金寄付150ドル、ポリオプラス基金寄付50ドル、＊恒久基金寄付30
ドル）を達成します。
●ローターアクトクラブは少なくとも5名の会員により合計$50の財団寄付を達成します。

３．参加者の積極的なかかわりを促す
●大阪のロータリー100周年を祝います。
●クラブのビジョンや中期計画を作ります、あるいは必要に応じて見直します。
●例会、フォーラム、研修、IMロータリーデー、新会員研修交流会、その他行事をさらに魅力的な学びの機
会とし、参加者基盤を広げ増強します。
●クラブや個人のロータリーの賞の受賞を目指します。
●米山記念奨学会を支援します。

（国際ロータリー会長 ジェニファー E. ジョーンズ ）
２０２２-２０２３年度 国際ロータリーのテーマ
「IMAGINE ROTARY（イマジン・ロータリー） 」

「２０年を振り返って」
卓話者
白野陽一会員

テーマ
「Z世代マーケティングに
よる逆転の競争戦略」
卓話者
井戸 正弘 様
卓話担当者 大地庸元会員
♪

本日のプログラム

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

四つのテスト

真実かどうか

開 会 （点鐘） 通算第２１５１回例会
・ロータリーソング 「四つのテスト」
・ソングリーダー
岡本真一郎会員
・来客紹介
友好委員

みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか
ニ コ ニ コ 箱 報 告

木下裕子
林 博之会長
松田禎胤幹事
各委員長
出席委員
ＳＡＡ

前 回 の 合 計
本日までの累計
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8月末の予算額

￥６６０，０００

出
前回
会

閉

会

（点鐘）

￥８０，０００

員

席 報

８月１８日
総

告
３週前 ７月２１日

数 ６ １ 名

出 席 会 員 数

３ ２ 名

出席免除を除く
ＭＵを含む

修正出席率71.42％
出

席
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大阪難波ロータリークラブ
例会日時 毎週木曜日 １２：３０
創立 １９７６年８月５日
例会場
スイスホテル南海大阪7階 芙蓉の間
会長：林 博之
幹事：松田禎胤
会報・雑誌委員長：川井宗次
事務局：安部亜希子
事務局 〒542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 スイスホテル南海大阪５階
TEL 06-6632-3956
FAX 06-6632-3957
e-mail osaka-namba@poem.ocn.ne.jp

8月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です
前回の記録

第６回

★来客紹介：長田友好委員

月25日締め切りですので、まだ未提出の方はよろ
しくお願い致します。
加茂次也様
樋口武英様

加茂次也様

８月１８日（木）

樋口武英様

★会長報告：林会長
1.お盆の時期には先祖が浄土から地上に戻ってく
る日と考えられています。ご先祖様を1年に1
回、家にお迎えし共にひと時を過ごして、先祖
の霊を供養します。ではお盆はどのようにし
て、我々の生活に広まったのでしょうか。日本
でお盆が行われたのは、606年に推古天皇が
「推古天皇十四年七月十五日斎会」という行事
を行ったのが初めだといわれています。
また江戸時代以前は、お盆は貴族や武士、僧侶
などの上流階級の行事でした。しかし、江戸時
代になるとお盆の風習が庶民の間にも広まりま
す。その理由は「ロウソクの普及」にあるとい
われています。仏壇や提灯に欠かせないロウソ
クが大量生産で安価に取得できるようになった
ことで、日本全国に広がりました。
盆踊りは男女の出会いの場ともなり、性犯罪の
温床ともなったことから、明治には警察によっ
て取り締まりが行われますが、復活を求める声
が多数あり、大正時代には農村の娯楽として奨
励され、現在に至ります。盆踊りは、歴史的に
も娯楽としての役割、さらに村の結束を強める
機能も果たしました。今後、このような日本の
風習がいつまでも引き継がれて欲しいな、と思
います。
★幹事報告：松田幹事
1.本日の週報に定例理事会議事録を掲載させて頂
いておりますのでご確認ください。
2.９月１日例会終了後、定例理事会を開催させて
頂きますので、理事役員の方はご出席下さい。
3.髙島屋様より瀬戸内寂聴展のご招待券をいただ
いております。必要な方は受付に置いておりま
すのでお持ち帰りください。
★委員会報告
◇大阪難波ＲＡＣ委員会：福田委員
本日PM7:30～河原センタービル3Fにて大阪難波Ｒ
ＡＣの8月度第一例会が行われます。
◇友好委員会：中川博之委員長
9月4日夏の家族会を開催させていただきます。8

★ニコニコ箱報告：三島会員
林 博之：ＲＡＣのニコニコ封筒の活用よろしく
お願いします。
松田禎胤：本日よりＲＡＣのニコニコ封筒を例会
場に設置いたしました。皆様ＲＡＣへ
のご支援よろしくお願いいたします。
西野文秀：コロナがまだまだ多いようです。皆様
健康に気をつけてください。
久保幸一：林会長、ネクタイ、チーフありがとう
ございます。
伊藤 仁：例会連続欠席お詫び。
米澤 勉：例会欠席お詫び。
福田 忠：地区クラブ奉仕・拡大増強委員会から
お越しの加茂様、樋口様、本日卓話よ
ろしくお願い致します。地区では大変
お世話になりありがとうございます。
三島敏宏：例会欠席お詫びとして。
荒山義雄：例会欠席お詫び。暑中お見舞い申し上
げます。
岡本真一郎：加茂AG様、樋口AGE様、ようこそ。
宮本倫明：「道頓堀盆おどりインターナショナル
2022」無事開催できました。ありがと
うございました。
長田博文：例会欠席お詫び。
藤原秀之：家族会の欠席、申し訳ございません。

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。御クラブとは直接関係はない
と思いますが、ご参照して頂ければ幸いです。
My Rotaryから引き出した御クラブのデータで年齢
構成を見ますと理想的な「お椀型」の曲線に近づ
いていることから評価できる増強活動を展開され
ていると思います。また在籍年数のグラフで見て
頂きますと、20年以上の在籍年数の方々の「文
化」を在籍年数14年から17年の方々が次の世代に
どのように引き継がせていくか、発展させていく
かが御クラブの課題ではないかと、グラフ上から拝
察いたしました。
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、未だ会員全員に浸透していないようですの
で、会員全員が共通認識を持たれるように取り組
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。
樋口 武英様）

★卓話
テーマ
「クラブ活性化による会員増強と退会防止」
卓話者
加茂 次也様
卓話担当者
赤坂宏会員増強委員長
本年度は貴クラブから当委員会に福田さんを出
向して頂き有難うございます。そのお礼の意味を
込めて本日は樋口副委員長にも来てもらっており
ます。地区の状況を含め「クラブビジョン策定」
によるクラブ活性化を通じての退会防止と会員増
強に関して、本日はお話しようと考えておりま
す。
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な
い部分と変えてはならない部分を各クラブが考え

私が所属する大阪東RCは現在会員134名で、昨年よ
り純増９名です。
大阪難波RCは会員61名で３名純増と頑張っておら
れますが、次のステージに行くための参考になれ
ばと思い話をさせて頂きます。

８月
8月1日
8月3日

入会記念日

北田好文会員
千田忠司会員

平成 3年
平成 7年

これからの予定
8月27日（土）青少年奉仕委員長会議
9月 3日（土）財団セミナー
9月 8日（木）例会
9月22日（木）例会

会員増強に関して私なりに大阪東RCをベースに分
析しましたところ、増強に成功しているクラブに
は４つのポイントが有ることが判りました。
１．クラブ独自のクラブビジョンが有る。
２．入会するのに非常に厳しい審査が有り、また
バランスの取れた会員構成を心掛けている。
３．チームを組んだり、色々な伝手を頼ったりし
て積極的に入会活動をしている。と、ここまで
は他のクラブにも共通する項目でしたが、大阪
東RCは次の項目が特に優れていることが判りまし
た。
４．コミュニケーション維持継続を意識して行っ
ている。
・このコロナ禍で、色々な工夫をして例会を開い
てきた。
・3ヶ月に一回席替えをする毎にテーブルミーティ
ング（炉辺会合）と称し、食事会をこのコロナ
禍であっても開催している。
・13もの同好会が精力的に活動している。
・新人研修も入会年度毎のきめ細かい研修を継続
して行っている。
つまり、会員がRC活動に出席・参加する事が楽
しいクラブなのです。
最後に独り言：コロナ病より恐ろしい病気があ
る、それはコミュニケーション病である。

大阪難波ＲＡＣ8月度第2例会
【日時】2022年8月25日(木)19:30～21:00
【場所】河原センタービル3F
大阪市中央区難波千日前5-19
【内容】テーマ「環境問題について」
【ロータリアン登録料】3,000円
※ご出席頂ける方は、大阪難波RC事務
局までご連絡をお願い致します。
TEL06-6632-3956

おめでとうございます
8月1日
8月5日

白野陽一会員
谷口 勉会員

平成14年
昭和51年

9月 1日（木）例会・定例理事会
9月 4日（日）夏の家族会
9月15日（木）例会・クラブ協議会
9月29日（木）例会

