
＊事務所 ＊例　会

〒574-0046 毎週水曜日　12：30～13：30

大東市赤井1-2-10-4Ｆ ホテル阪奈   

TEL：072-872-6349 〒574-0012 大東市龍間266-8

FAX：072-872-6552 TEL：072-869-0181

E-mail： dc-rc@eagle.ocn.ne.jp FAX：072-869-0105

第 回　例　会　令和 年 月 日

開　会　点　鐘 ：  12:30

ロータリーソング ： 「奉仕の理想」

来　客　紹　介 ：  親睦活動委員長

会  長  の  時  間 ：  会　　長

諸　　報　　告 ：  幹事、各委員長、出席報告、ニコニコ箱

卓　　　　　話 ：  「 増強と四条畷とロータリー 」　荒金　正之会員

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

％

お客様

米山奨学生：フォンカーマン様

　　2019～2020年度

1053 9 11元

 　　国際ロータリー・テーマ

 ロータリーは世界をつなぐ

Daito Chuo Osaka Japan

第2660地区　大東中央ロータリークラブ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.dcrc31477.com/

RI会長 マーク･ダニエル･マローニー

　　　　 ■会長：住川奈美　 ■幹事：北田宗男　■会報委員長：岡橋由佳 

・9/14㈯ ロータリー財団セミナー　住川・白川

欠　席　者　数

88.00

5

8月21日 修正出席率

出　席　率

出席規定免除者数

会　員　数

出　席　者　数 14：00～17：00　大阪ＹＭＣＡ会館2Ｆホール

・9/20㈮ 秋の全国交通安全運動早朝街頭キャンペーン

7：45～8：15　ＪＲ住道駅前デッキ

6

15
26

80.00
71.42

・9/25㈬　　　卓　話　担　当　：　吉　村　会　員　　　　　　　　　　　　

・10/12㈯ 公共ｲﾒｰｼﾞ向上並びにｸﾗﾌﾞﾋﾞｼﾞｮﾝ策定ｾﾐﾅｰ　住川・岡橋

13:00～17：00　大阪ＹＭＣＡ会館2Ｆ大ホール

次回（9/25）のお知らせ

9 4

卓話：｢住み慣れた地域で自分らいし暮らしを続けることができるまちづくり｣吉村悦子会員

・9/18㈬　　　　　　　　　休会日　　　　　　　　　　　　

8：00スタート　西宮カントリー俱楽部

・9/29㈰ 第40回大輪ゴルフ会

・10/2㈬　卓話：「月間に因んで」　担当：米 山 奨 学　　　　　　　　　　　

四つのテスト
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

出 席 報 告 お知らせ
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・理事会おつかれ様でした。　北田会員

・早、9月に入りました。本日の卓話北田会員楽しみにしてます。　川西会員

・北田会員卓話よろしくお願いします。　荒金・大東・岡橋各会員

・9月に入りました。赤とんぼとんでます。　住川会員

・まだ暑いですね。皆様、お体をご自愛下さい。　白川会員

・残暑厳しいですね。出席できる事に感謝して。　荒矢会員

・新しい月を迎えて。　樋口会員

・先日ゴルフコンペ雨の予想が良い天気になって､有りがたかったです｡ 清水会員

・来週は、欠席させて頂きます。　庵谷会員

・久しぶりの出席です。よろしくお願いします。　吉村会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　住川　奈美

　9月に入りました。会長になって２か月が無事終わりました。

私事ですが､9月2日の本社を移転致しました｡本部機能を少し大きくしたいと思い

曙町から扇町へ移転となりました。

その際に､当然のことながら大きな整理を行いました。私の周囲から､段ボールに

して10箱ほどの紙ごみが出ました。本部全体では50箱くらい処理したのではない

かと思います。今まで見返すこともなかった資料などが、山ほど出てきました。

今はやりの断捨離の必要性をつくづく感じました。

断捨離は、モノへの執着を捨て、不要なものを減らす事により、生活の質の向上

心の安定、運気向上などを得ようとする考え方の事。ヨガの断行、捨行、離行か

ら生まれた言葉だそうです。

断は入ってくる要らないものを断つこと

捨は家にあるガラクタを捨てること

離はモノへの執着から離れることを表します。これをきっかけに、私もそろそろ

人生の断捨離を始めようかと思いました。

米山奨学金授与

ロータリーの奉仕の精神と同じところにあると感じました。

当　日　計 ¥27,000

¥252,000

ニコニコ箱
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[幹事報告]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　　北田　宗男

理事会報告 2019年9月4日　ホテル阪奈　例会前11：30～

出席者　住川、北田、岡橋、荒金、大東、岩本、白川、川西、大和田

１、審議事項

 ①再入会会員について　　承認　　上程　幹事

   会員増強委員会より谷村幸子候補者の入会申請書が提出され、

   理事会にて承諾し、例会にて全会員に入会の是非の書面を配布する。

 ②長崎佐賀豪雨災害義捐金について　　承認　　上程　幹事　

　 地区より要請があり、義捐金ボックスを作成し例会にて

　 全会員に協力をお願いする。

 ③くずはRC45周年御祝金について　　承認　　上程　幹事

　 上記RCの祝金として、5万円を一般会計委員会費その他周年祝金より拠出する。

 ④事務局有給休暇について　　承認　　上程　幹事

   事務局より9月20日(金)に取得したいとの申し出により

 ⑤8月度会計報告　　　承認　　上程　幹事

 　別紙参照

２、協議事項

 ①クラブ名称変更の手順について　　会長

  「大東・四條畷ロータリークラブ」へ名称変更については準備委員会を立ち上げ

  ずに、会員特別増強委員会の中で行程作業を考案実施し、地区への書面手続き等

  は、同委員会委員長が主体となって行います。

 ②クラブビジョンの策定について　　会長

   RIや地区同様にクラブでもビジョンを掲げよとの要請に伴い

   フォーラム等で議題に揚げ意見を募り､理念的なクラブビジョンを考案していく｡

３、報告事項

 荒金直前会長

  ・2018～19年度RI会長賞のプラチナ賞を頂くことが確定いたしました。　

 大和田委員長

  ・庵谷、北野委員と共にこども食堂、こどもシェルターぬっくへ視察

    訪問致します。薬物乱用防止運動への奉仕事業は再検討致します。

 白川委員長

  ・台中南門RCへの訪問人数が8名と確定しました。

  ・R財団及び米山奨学の月間時に寄付の案内をいたします。

 岩本委員長、

  ・地区補助金を地区より頂きましたが、月間ロータリーレートの変動により

    見積もり時と若干の差異が発生しました。見積時110円、補助金振込時108円

　  故に民話本作成費で少額ながら予算オーバー致します。

2019～2020年度 ９月度 理事会 議事録
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  ・市こ連主催の新聞コンクールの審査会が10月11日に開催されます。

  ・秋のライラの募集が9月39に締め切られます。

 岩本カウンセラー

  ・奨学生のフォンさんが、9月19～24日まで中国へ旅行いたします。

  ・奨学生の地区補助金4万円以外に新たに1万円助成頂きました。

  ・奨学生のリクレーションで10月27日に宝塚歌劇に観覧いたしまう。

 岡橋職業奉仕委員長

  ・9月6日四条中学校での出前授業に、住川会長、清水、西垣、北野各会員

　  で行って参ります。

●））先週の卓話（（●

「 会員満足度アンケートⅡ 」

　　北田　宗男　会員

　昨年度このアンケートを取らせて頂きました｡より良いクラブにするには､各会員

が本クラブに対してどの様に囚まえて居るのかを知る切っ掛けとしてこのアンケー

トを実施し､結果をクラブ運営に反映させようと云う試みでありました。結果､入会

金や会費の減額、例会場の変更等を行いより会員にとっての満足度の上がる運営を

実施することが出来ました｡本年度もアンケートを取らして頂き､結果を運営に反映

して行きたいと考えて居ります｡宜しくお願い致します｡以下は､昨年度の結果です。

2018～19年度会員満足度アンケート結果

回答の中のどちらともいえないは、良い方に取るのか悪い方に取るのか困りました

が、日本人は無難な答えを選ぶ傾向になるという事みたいです｡今回は､半々に振り

分けて評価しました。

１、本クラブの会員満足度　　40％

２、会員、例会、雰囲気

　　例会に費やす時間に価値は　38％　　　　　　　　

　　新会員が打ち解けられる配慮　50％

　　互いに思いやりを持ってる　53％

　　地域の職業人口構成を反映　40％

　　活動参加に呼びかけ　50％

　　寄付、募金活動の量　52％

例会や奉仕事業の呼びかけはあるが雰囲気が普通なので、会員であることにあまり

満足してなく、例会に行く事に価値が余りない。
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３、ロータリーの最新情報　50％

　　長さ　95％

　　交流に充てる時間　45％

　　職業ネットワークづくり　25％

　　主題の多さ　55％

　　場所　50％

　　例会曜日と時間　75％

　　食事　30％

　　講演者とプログラム　65％

曜日と時間は良いが､場所が良くない回答が50％､食事は70％が良くないと思われ、

職業のネットワークが出来ないし会員同士の交流の時間や設営を増やして欲しい

ロータリーの最新情報は、そこそこ。

４、奉仕プロジェクト

　　奉仕プロジェクト全般の数　丁度よい30％多すぎる40％となり

　　社会奉仕プロジェクト数　40％多すぎる

　　国際奉仕プロジェクト数　50％

　　奉仕プロジェクトはよく運営40％　　意見無し50％

　　クラブは世界または地域に貢献している　50％

　　参加の意義　50％

社会奉仕は％が間違っています。すいません。

奉仕事業は､自身やクラブにとって意義があり､多すぎる帰来もあるがよくやってい

ると思う。

５、コミュニケーションと対応

　　会員に十分な連絡　65％

　　クラブが会員の声を十分に傾けてる　53％

　　会員の意見やアイデアを募っている　45％

　　意見やアイデアで運営している　50％

　　クラブの変化のスピード　53％

　　会員のニーズに合わせての手続き等の変更　85％

会員に十分な連絡やニーズに合わせての手続き等の変更は出来ているがもう少し会

員の意見やアイデアを募ったり、意見やアイデアで運営して欲しい。

６、会員としての価値

　　私はクラブで歓迎されていると感じる　70％

　　人脈づくり　58％

　　才能やスキルを活かす機会　48％

　　会員としての経験は、会費を払う価値がある　18％

　　会員としての経験は、時間を費やす価値がある　30％

　　会員であることの価値は、家族も認めている　55％　

　　会員であることの価値は、友人も認めている　55％
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　　ロータリーを通じて地域に貢献できる　80％

　　ロータリーを通じて世界に貢献できる　60％

私はクラブで歓迎されていると感じるが、人脈作りやスキルを活かす機会はそこそ

こあるが、ロータリーでの経験は時間を費やし、会費を払う価値が無い。

ロータリーブランド力はそこそこあり、地域や世界に貢献できる力はあると思う。

７、クラブへの参加

　　クラブの行事に家族、友人、同僚を誘う　18％

　　資格ある候補者に入会を誘っている　43％

　　クラブ活動やプログラムに頻繁に参加　70％

　　クラブを誇りに思う　40％

家族や友人、同僚をさそってクラブには参加したくないが資格ある候補者に入会を

誘っている気持ちはある。自分自身は活動やプログラムには参加している。

８、費用

　　会費　25％

　　食費　25％

　　ニコニコ　70％

　　特別会費　50％

　　奉仕活動の募金　50％

　　財団寄付　50％

会費や食費が高いと感じる

ニコニコ箱、財団、特別会費等はロータリアンとして不満と感じない。

これらを総合的に、客観的に見た大東中央ロータリークラブの会員像とはこの様な

者では無いかなと思います。

「例会や奉仕事業の呼びかけはあるが、例会に行く事に価値が余りないと感じる。

家族や友人、同僚をさそってクラブには参加したくないが資格ある候補者に入会を

誘う気持ちはある。

例会の曜日と時間は良いが、場所はそこそこだが、食事は良くなく高く感じる。

職業のネットワークが出来ないし､会員同士の交流の時間や設営を増やして欲しい｡

会員に十分な連絡、ロータリーの最新情報やニーズに合わせての手続き等の変更は

出来ているが,もう少し会員の意見やアイデアを募って運営して欲しい。

私はクラブで歓迎されていると感じるが、人脈作りやスキルを活かす機会は少しあ

るが、ロータリーでの経験は時間を費やし、会費を払う価値が少なく高く感じる。

ニコニコ箱、財団、特別会費等はロータリアンとして不満と感じない。

ロータリーブランド力はそこそこあり、地域や世界に貢献できる力はあると思う。

自分自身は活動やプログラムには参加し奉仕事業は、自身やクラブにとって意義が

あり、多すぎる帰来もあるがよくやっていると思う。会員であることにあまり満足

してなく､満足度は40％です｡」というのが現在のクラブ員像ではないでしょうか。
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