
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ROTARY CLUB OＦ TAKATSUKI 国際ロータリー 第２６６０地区 

四つのテスト 

Ⅰ．真実かどうか 

Ⅱ．みんなに公平か 

Ⅲ．好意と友情を深めるか 

Ⅳ．みんなの為になるかどうか 

事務所 オーロラモール高槻西武６階 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 

    TEL 072-683-1158 FAX 072-683-1174 

    E-mail takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

例会場 オーロラモール高槻西武６階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 浜田厚男 幹事 橋本憲治 クラブ運営委員長 馬渕晴彦 会報担当副委員長 藤田貴子 

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間 

 
 
◎ ソング・・・Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ 
◎ 7 月度皆出席表彰 
◎ 卓話 
    テーマ「米山奨学会について」 

長山 正剛 君 
    テーマ「    」 

篠原 光子 君  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3085 回 本日（8/23）の例会 

（1/20）の例会 

 
◎ ソング・・・それでこそロータリー 
◎ 卓話  
   IAC 研修報告   

青少年奉仕会 委員長  小阪大輔君 

   RCBB 会長就任報告会 

国際奉仕委員会 委員長 伊藤智秋君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3086 回 次週（8/30）の例会 

No.7    2017 年 8 月 23 発行 

 イアン H.S. ライズリー RI 会長 

 

 

ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ Ａ ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ～ロータリー：変化をもたらす 

 

会員数 出席者数 出席率 

  54 名   39 名  75.00 ％ 

前々回例会補正後出席率  96.08  ％ 

但し、 Mup 2 名   欠席者 2  名 

出席規定適用免除有資格者   2 名 

 

 

 

 

 

◎8/9 出席報告 

先々週（8/9）の例会から 

◎ゲスト                  計 1 名 

高槻市都市創造部  
安満遺跡公園整備室  室長  松本憲道様 

 

  
◎会長の時間   
今月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。 
インターネットで調べてみると 新入会員勧誘と会員維

持、会員増強のプロセスには、通常、次のステップが含ま
れます。 
入会候補者を探し出す：会員になってもらいたいと思う

人を探すことから始めましょう。会員増強のための評価ツ
ールに含まれている「職業分類調査」と「会員の多様性に
関する調査」を用いて、クラブが地域社会の職業をどのく
らい反映しているかを確認してみましょう。その結果を基
に、ターゲットを絞った勧誘を行うのが効果的です。 
ロータリーを紹介し、クラブに招待する：以下の点を含

め、入会候補者にロータリーについて説明しましょう。 
• ロータリーだからこそ味わえる経験（異業種交流、ボラ
ンティア活動、国際奉仕、国際交流など） 

• クラブ入会で得られる恩恵 
• クラブで力を入れている活動やプロジェクト 
• ロータリーのポリオ撲滅活動とクラブによる撲滅活動
の支援 

熱意をもってロータリーを紹介すれば、その熱意が入会候
補者に伝わり、入会後に同じように積極的にロータリーを
推進してくれる可能性が高まります。来訪者や講演者に渡
すクラブのパンフレットも用意しておきましょう。パンフ
レットを作成する際は、ブランドリソースセンターにある
テンプレートをぜひご利用ください。 

 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

 

7 月度皆出席表彰 
 

羽根田茂子君  通年 5 年 
入谷 治夫君  連続 3 年 

mailto:takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎幹事報告 

・三大学医工薬連環科学教育研究機構「自由研究コン

テスト 2017」への寄付金に対するお礼状が届いて

おります。 

◎卓話   「安満遺跡について」 

 
高槻市都市創造部  

安満遺跡公園整備室  室長  松本憲道様 

 

 

 

 

 

 

 

◎委員会報告 

〇社会奉仕委員会           山室 匡史 
昨年に引き続き薬物乱用を許さない「ダメ・ゼッタ

イ」の社会環境づくりの一助となるよう、下記日程に
て薬物乱用防止啓発活動を行います。是非とも皆様の
ご協力をよろしくお願いいたします。 
【日 時】2017年 9月 3日（日） 

１部 10：00～12：00 
２部 12：30～14：30 

【場 所】高槻現代劇場 
【協力団体】一般社団法人 高槻市薬剤師会 
 

〇クラブ研修委員会          朝倉 通憲 
 前回の例会にてご案内いたしました第1回情報集会
ならびに新入会員歓迎会の回覧を回しますので、ご参
加のほどよろしくお願いいたします。 
 【日 時】2017年 8月 30 日（水） 

情報集会 18：00～18：30 
歓迎会  18：30～20：30 

【場 所】つきの井 
【会 費】￥6,000- 

 
〇クラブ運営委員会          馬渕 晴彦 
 8月 20 日（日）夏の家族親睦会 BBQにご参加される
方は、15時 15分に西武前 京都銀行より送迎バスが出
発いたしますので、遅れないようにお集まりくださ
い。よろしくお願いいたします。 

入会を勧める前に、まずはクラブの雰囲気や活動内容
を知ってもらうために例会に招待しましょう。候補者が
関心を示した場合は、迷わずに入会を勧めましょう。 
クラブのイメージを高める 
クラブのイメージは、新会員の勧誘に大きな影響を与

えます。会員になることの具体的なメリットを強調し
て、入会候補者に伝えることが重要です。公共イメージ
の向上を目的とした取り組みを一貫して行えば、クラブ
に対する地元の関心を高め、入会への誘いを好意的に受
け取る人も増えるでしょう。クラブのイメージを高める
ために、クラブ広報委員会と協力してください。 
イメージ向上の取り組みにどんなに力を入れても、実

際のクラブの現状が異なっていたらせっかく入会した
会員もすぐに退会してしまいます。推進するイメージ通
りに快活なクラブ例会を実現しましょう。また、ロータ
リー以外の行事や活動へ参加するときは、クラブについ
て紹介を行い、新会員候補者を探すことも大切です。ま
た、一人ひとりがロータリーの代表であるという自覚を
もつことを全会員に促してください。クラブの公共イメ
ージは、そのような会員の自覚を通じて形成されるもの
です。 
クラブのウェブサイトには、最新で魅力的な情報を掲

載し、クラブの連絡先や例会情報を明確に表示してくだ
さい。クラブの奉仕プロジェクトや目標を紹介してもよ
いでしょう。ブランドリソースセンターからは、クラブ
のウェブサイトで使用できる画像やバナーをダウンロ
ードできます。また、ソーシャルメディアやブログのほ
か、動画サイトを活用するのも新会員の関心を引く効果
的な方法です。マーケティング、広報、ウェブサイト技
術の分野を専門とする会員がない場合は、これらの分野
の新会員勧誘に的を絞って会員増強を行うのも一案で
す。 

  

 

 

 

2017～2018 年度 8 月度定例理事会議事録 
 
日 時： 2017年 8月 2日（水） 13:40～15:15 
場 所： 例会場 
出席者： 浜田、藤井、田渕、大木、馬渕、河合、朝倉、

松下、小山、伊藤、川畑、橋本 
 

議 事 
１．7 月度会計報告 

    会計報告を確認し、承認した。 
２．9、10月スケジュールについて 

    10/18の卓話を元地区米山委員長である千里 RC
古城様に依頼することにした。 

（10月は米山月間） 
  その他、当期間のスケジュールを検討し、後日

配布することにした。 
３．秋のライラ登録について 

    地区より予算不足の連絡があり、当クラブは 
6 名登録(@6,000)してもらいたい旨、依頼があ
り承認した。 

４．その他 
   ・11/5(日)にオレンジゴスペルを開催したい旨、

連絡があり、高槻３RC で開催する方向で承認し
た。詳細は、次回以降の理事会で検討すること
とした。 

   ・ブキビンタン RC の会長就任式に、ドネーショ
ンとして国際奉仕の予算から 10 万円拠出する
ことを承認した。 

作成者 橋本憲治 

 



 ◎ニコニコ箱報告 

・誕生記念内祝 白石君 
・入会記念内祝 井前君（川畑さん、素晴らしい RCにお誘い 

いただきありがとうございます。） 
・高槻市松本室長 興味あるお話ありがとうございまし 

た。                   浜田君 
・松本室長ありがとうございました。我々は高槻を愛し 

ているグループです。           馬渕君 
・何も良いことはありませんが！       丸山君 
・松本様、卓話ありがとうございました。   大木君  

 

        本日の合計  ￥  30,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 441,000- 

  

◎R 財団への寄付 

 井前 憲司君 ￥5,000- 丸山 俊郎君 ￥5,000- 

 白石 純一君 ￥5,000-  

 

        本日の合計  ￥ 15,000- 
       7/1 よりの累計 ￥ 230,000- 

           一人当たり平均 ＄40.63 

◎米山奨学会への寄付 

 長山 正剛君 ￥5,000-  

 
        本日の合計  ￥ 5,000- 
       7/1 よりの累計 ￥ 162,500- 
          会員より  ￥ 35,000- 

ｸﾗﾌﾞより  ￥127,500- 

           一人当たり平均 ￥3,186- 

 

 

 

 

                       ２０１7～２０１8 年度例会プログラム                    2017.8.18 修正 

     
月 日 内   容 例会後の行事 備   考 

8 

2 私の履歴書（飯田、）卓話（入谷） 定例理事会 ＊会員増強・新クラブ結成推進月間 

9 
外部卓話（高槻市都市創造部  

安満遺跡公園整備室室長 松本憲道様）     

16 お盆休会 8/20 夏の家族親睦会   

23 卓話（篠原、長山）     

30 
IAC 研修報告（小阪）                     

RCBB 会長就任報告会（伊藤） 
  （担当）クラブ組織委員会 

9 

6 親睦会報告、卓話（松下浩） 定例理事会 ＊基本的教育と識字率向上月間 

13 ガバナー補佐訪問 委員会例会 （於：桃谷樓）    ロータリーの友月間 

20 
外部卓話「気づきによる個の活性化」               

（キャリアコンサルタント渡辺高伸様） 
    

27 卓話（河合、小山）   （担当）クラブ研修委員会 

10 

4 ガバナー公式訪問 定例理事会 ＊経済と地域社会の発展月間 

11 卓話（藤井）    米山月間 

18 私の履歴書（後藤）、卓話（小阪）     

25 卓話（本多・内本）   (担当）職業奉仕委員会 

 

 


