
　7月12日（水）池田ロータリークラブの例会に、

（12：30～）沢田幹事と共に表敬訪問してまいり

ました。

　さすが創立64年目の親クラブであります。充実

した例会運営は良い勉強になりました。

　本日の卓話の時間は、11月4日に予定しています

社会奉仕委員会、青少年奉仕委員会が地区補助金

を活用して行なう協同事業の第一回移動動物園に

ついての色々な説明が有ると思います。

　4月には、私と沢田幹事とで和歌山市内で行われ

た移動動物園（堀井動物園）の下見に行ってまい

りました。

　日頃、母と子が共に過ごす時間が取れず寂しい

思いをしている母子家庭の子供たちに移動動物園

を招聘し、母と子が共に動物たちと「ふれあい」

動物に対する理解を深め、この一日が母と子の絆

を強め、長く幸せな記憶に残る機会を提供するこ

とができれば、すばらしい社会奉仕になると思い

ます。

　御存じのとおり社会奉仕委員会は、吉井委員

長はじめ5名の委員、青少年奉仕委員会は、今井

委員長はじめ5名の委員総勢12名の若くして活き

が良いメンバーで構成されています。

　当日、11月4日（土）は、移動例会になってお

ります。全ての会員の皆様のご協力をお願い致

します。
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　  平成29年7月24日 第1478回例会　№1477

担当 社会奉仕委員会
　　 青少年奉仕委員会

「移動動物園について①」

①ロータリー米山記念奨学会より、普通寄付金の

　依頼が届いております（会長、幹事宛）。

②地区ホームページへの投稿管理システムのログ

　インアドレス変更のお知らせが届いております

（会長、幹事、青井委員長宛）。

③地区より、クラブ会員数および女性会員数報告

　のお願いが届いております。

④地区より、RI2660地区2017－2018年度地区大会

　の案内が届いております（会長、幹事宛）。

⑤本日8月分の例会出欠および前年度皆出席の回

　覧をします。

加藤 光祥　委員長

海鮮巻き
にゅうめん

会長の時間  　　会長  岸添広一

幹　事　報　告



花束、バッジ贈呈

新谷秀一パストガバナー前年度会長

前年度幹事

前年度副会長

ニコニコ　前年度上半期表彰

　8月の例会は、全て移動例会となりますので

次週例会（7月31日月曜日）に、月間によせて

（会員増強・新クラブ結成推進月間）の卓話を

職業分類・会員選考増強小委員会　加藤光祥委

員長にしていただく予定です。

　また、8月のお誕生日のお祝い、米山奨学金

授与も次週合わせて行います。

会員増強について（MyRotaryより）

　8月の月間目標である「会員増強について」RI

会長より、ビデオメッセージがアップされていま

す。会員を増やすためには、クラブの運営に合っ

た柔軟性を取り入れるとともに、クラブを活性化

していくために若い世代や女性会員を増やすこと

が大切であり、またロータリアンとしての質を低

下させてはならない、と語っておられます。

https://my.rotary.org/ja/learning-

reference/learn-topic/membership

その他抜粋
●新しいアプローチを取り入れよう

「入会してよかった」と思われるクラブとなるに

は、会員のニーズをしっかりと把握し、その期待

に応えることが重要です。

●新しい会員を探す

多くの場合、入会の理由となっているのは「地域

社会への奉仕」と「親睦・友情」です。まだロー

タリークラブに入会していなくても、同じような

機会を探している人が大勢いるはずです。そのよ

うな人びとをロータリーの奉仕プロジェクトや親

睦イベントに招き、ロータリーを実際に体験して

もらいましょう。

会員増強ガイド：地域にあった計画を立てよう

は、リーフレットになっていてとても見やすい内

容となっています。

file:///C:/Users/user/Downloads/417ja.pdf



　　　　　　　　　　　 　

　　

　7月15日にYMCA会館で行われました、国際ロー

タリー第2660地区2017－18年度　第1回公共イメ

ージ向上セミナープログラムに、プログラム・会

報広報雑誌小委員会 青井秀浩委員長と、青井奈

緒事務局員が出席しました。おもな内容をご報告

させていただきます。

　RI会長のイアンH.S.ライズリー氏の掲げるテー

マ「ロータリー：変化をもたらす」の目的の一つ

として、ロータリー公共イメージと認知度の向上

があります。公共イメージが良くなれば、クラブ

と地域社会との関係も良くなり、入会への関心も

高まります。

公共イメージ向上の3つの重点活動目標

①各クラブ単位でRCの公共イメージと認知度向上
　活動を推進する。
　一つの手段として

「取材依頼書」をガバナー及び地区広報・公共イ

メージ向上委員会へ提出→地区広報・公共イメー

ジ向上委員会が、クラブに変わり報道機関各社と

取材折衝→ニュースや新聞で取り上げられること

によって、認知度アップ

②MyRotaryへの登録会員数50％以上を目標とする。
　「MyRotary」はロータリアンのためのホームペ

ージであり、世界のロータリー活動・最新情報が

掲載されています。今後RI・地区・クラブ運営の

IT化が加速していき、登録は必要条件となってい

きます。

　MyRotaryのアカウント登録方法については、ガ

バナー月信7月号P32で詳細が掲載されています。

　ちなみに、先日岸添会長も登録をされました。

登録方法についてご不明な点がございましたら、

青井委員長へご相談ください。

　国際ロータリー第2660地区の各クラブの登録状

況については、ガバナー月信7月号P33にて一覧が

あり、大阪アーバンRCでは100％の登録を達成さ

れています。

　地区全体では、6月の時点で25％の登録率とな

っておりまだまだ足りない数字です。

●MyRotaryニュースより

　RI会長エレクトのサムF.オオリ氏が7月13日ご

逝去されました。ご冥福をお祈りします。

https://www.rotary.org/ja/president-elect-

sam-owori-dies

公共イメージ向上について ③ロータリークラブ・セントラルの活用
　クラブセントラルとは、クラブが目標を立て、

達成状況を確認するためのオンラインツールです。

　クラブセントラルを使用する場合のメリットと

しては、以下のものがあります。

★多くのデータを一つの場所に

以前は別々に報告していたさまざまな情報を一カ

所で管理できます。

★地球に優しい方法

これまでの報告書のように紙を使うことなく、地

球に優しい方法でクラブ活動計画を立てることが

できます。

★リーダーシップの継続性

前年度のクラブ目標や達成状況を確認することが

できるので、クラブリーダーが毎年交代しても、

一貫したクラブの取り組みが可能になります。

★クラブの進捗を確認

目標に向けた進捗をいつでも確認でき、データを

もとに現実的な目標を立て、活動の軌道修正をす

ることができます。

★透明性を保つ

ロータリアンは誰でも、クラブの目標を確認する

ことができます。

★世界全体のロータリー活動の影響を把握

以前は、世界各地のクラブ奉仕プロジェクトにつ

いて情報を提供するシステムがありませんでした

が、ロータリークラブ・セントラルで、ボランテ

ィアの数と時間、現物寄贈のくわしい情報を入力

できるようになりました。

IT化が進むことにより、環境がどんどん変わって

いきますが、活用できるものをうまく使ってクラ

ブ運営を円滑にしていきたいと思っています。

ご協力よろしくお願い致します。



 
　

 前々々例会　6月19日分のメークアップ　　　

 　　高橋 仁 会員　　6月5日 理事会出席

1477 回 1474 回

Ａ 会員数 30 名 33 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 6 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 25 名 27 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　5 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 20 名 22 名

Ｆ 出席免除者出席数 5 名 5 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ８３．３３％ ８７．５０％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2017年7月10日  2017年6月19日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)

]
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国際奉仕委員会事業について 

 

  

　

岸添　広一　会長 …

池田RC会長
吉岡　　崇　様　
池田RC幹事
名村研二郎　様 

沢田　武司　幹事 …

新谷　秀一　会員 …

松室　利幸　会員 …

吉井　順子　会員 …

長嶋　貞孝　会員 …

奥村　雅一　会員 …

國司　真相　会員 …

池田RC 会長 吉岡崇様、幹事 名村
研二郎様、本日の表敬訪問ありが
とうございます。

本日はお世話になります。1年間よ
ろしくお願い致します。

池田RC 吉岡会長、名村幹事　
ようこそお越しいただきました。

卓話宜しく

欠席おわび

皆さま、夏風邪など引かないよう
気をつけてお過ごし下さいね。

結婚記念日

おつかれさまです!!

欠席おわびいたします。

合 計　33,000円　 累 計　93,000円

米山奨学生　鄭　 芝ｴｲ　様

出　席　報　告

ビ　ジ　タ　ー

ニ  コ  ニ  コ  報  告

卓　　話

　私が理事長を務める京都美術工芸大学は、6年目

を迎えた今年春、京都・東山の新キャンパスに移

転しました。京都市がプロポーザル方式で行った

元「貞教小学校」の活用提案募集に応募し、選ば

れたものです。

　周辺には三十三間堂、豊国神社、京都国立博物

館など歴史遺産や文化施設が点在し、伝統工芸や

伝統建築を学ぶ本学の学生にとっては理想的な環

境といえます。また、大学としては京都駅からの

距離が最も近く、京阪「七条」駅前という絶好の

ロケーションにあります。

　貞教小学校は明治維新で都が東京に移った後、

京都を再興するため「番組」と呼ばれる自治組織

が京都市内に64校設立した「番組小学校」のひと

つ。明治2年に開校して以来、地域住民に愛され、

支えられながら子どもたちを育んできた、148年の

歴史を誇る学校です。

　私たちもこの伝統を受け継ぎ、地域の方々とと

もに次の100年、200年の歴史を刻んでいきたいと

考えています。　　

 「新しい東山キャンパスと周りの歴史遺産」

新谷 秀一　会員

池田ロータリークラブ

会長　吉岡　　崇　様

幹事　名村研二郎　様

　池田RC吉岡崇会長に表敬訪問のご挨拶をして

いただきました。

一年間よろしくお願い致します。

…


