
                        

国際ロータリー第 2530 地区 
2018～19 年度 

 

第８回 通算 502 回 

2018 年８月２９日（水）12:20～13:30  

会員卓話「小高ストアについて」 

岡田義則会員 

 

「会長の時間」   

会長 大谷 和年    

 

 

ガバナー公式訪問時のクラブ協議会にて、何点かガバナーよりご指導や助言をいただきました。

各委員長さんは、合同委員会等にて検討してください。前回も 9 月まで 1 回はグループでの合同委

員会を開催するようにお話ししておりますのでよろしくお願いいたします。 

またガバナーとの会長幹事会においても助言をいただきました。私も以前から思っていたのですが、

年次計画書年次報告書にクラブ会員の履歴が少ないとの話がありました。会員の表彰歴等の記載も

含めた記録を残すべきだとの考えです。会報もまたガバナーが話されたようにクラブの活動の記録

ですので大事に保管していくものと考えています。 

会報も後で見て頂きたいのですが、ガバナーが話された要旨は、魅力あるクラブをつくることで

す。10 年後 20 年度続けていくための努力は入りたくなるクラブに変えていくことです。会員が増

えていけばクラブの体質が変化していきます。より良いクラブをつくるため、そして自分の成長の

ためにも積極的に行動して行くことが必要です。 

同じことの繰り返しになりますが、委員会をグループ化しました。グループの合同委員会には是非

出席して意見を述べて、魅力あるものにしていただきたいと希望します。 

今年度の地区大会の参加、又はまだ地区大会に参加したことのない会員は是非参加してください。 

 

 

 

495th  Program  

司会 SAA 青木謙二 会員            

大谷和年 会長 

開会点鐘／ロータリーソング

「我等の生業」／「四つのテ

スト」唱和／お客様並びに来

訪ロータリアン紹介／会長の

時間／昼食／会員卓話／幹事

報告／各委員会報告／出席報

告／スマイルＢＯＸ報告／閉

会点鐘 
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「小高ストアについて」 岡田 義則 幹事  

施 設

の概要

として、

名称が

小高ス

トア、

所在地

は、南

相馬市

小高区上町一丁目 56 番地。施設の沿革、役

割等基本方針、休業日指定の期間経費に関す

る事項を話し、事業計画を以下の通り話して

くださいました。（１）市民の平等な利用を

確保することについて ①管理運営の基本方

針 ②平等な利用を図るための具体的手法及

び期待される効果（２）サービスの向上を図

ることについて ①商業施設効用の最大化を

図るための具体的手法及び期待される効果 

②利用者に対するサービスの向上を図るため

の具体的手法及び期待される効果ア、利用者

への接遇等の職員研修計画 イ、利用者の要

望・意見・苦情を把握した改善計画 ウ、管

理運営全般について、定期的に評価し改善に

結びつける方策 エ、年間の自主事業計画 

③魅力的な商品・価格で提供する具体的な手

法及び期待される効果（３）商業施設の管理

経費に係る経費の縮減を図ることについて 

①経費縮減に係る対策及び創意工夫（４）商

業施設の管理を安定して行うための物的能力

及び人的能力について ①安定的な運営が可

能となる人的能力 ア、従業員の配置表及び

業務分担 イ、従業員の専門知識及び技能の

向上を図る研修計画 ウ、防災対策（防犯、

防災の対応）エ、従業員の勤務時間、勤務表

等分担体制（日常業務・イベント時の対応）

②収支計画の内容、的確性及び実現の可能性 

③安定的な運営が可能となる財政的基盤 ④

類似施設の運営実績の有無（５）地域住民、

団体や行政、既存店舗との連携について 昔

ながらの味付けを目指し地域住民が懐かしく、

美味しく思っていただけるようにします。

（６）個人情報保護の措置について 資料を

作成しました。（７）事故災害等における利

用者の避難など危機管理体制の確立について

①商業施設で想定される事故、災害等に対応

できる緊急時対応マニュアルの概要と従業員

の研修体制   その他に、宅配サービス事

業と子供ワークショップ事業を実施事業とし

て提案しました。宅配サービスは、高齢者の

多い小高区で住民の安否を確認する事も重要

で地域の見守りサービスに繋がっていくと考

えました。子供ワークショップは、小・中・

高校生を対象に、仕入れからチラシ、販売を

年に３～4 回、経験してもらい商売というも

のを教えたいと思いました。現在、仮設の商

業施設 えんがわ商店があり、小高ストアが

始まればそこは、閉鎖します。えんがわ商店

では、小高産業技術高校の生徒が「広告と販

売促進」の授業の一環として事前にお菓子の

棚割りを考案し、仕入れたい商品のリクエス

トやＰＯＰを作成。その棚割りを修正しなが

ら、実際に陳列を行なったりしています。役

所から引き続き行って欲しいと言われたので、

行いたいと思います。 

小高ストアの事業になぜ手をあげたかとい

うと、当クラブに入会した時の気持ちと同じ

です。小澤会員から、今この商売があるのは、

地域の方に支えられているからこの商売があ

る。今、恩返しができる時期がきたんじゃな

いか、恩返しする為に、こういう団体がある

んだよと言われ 地域の方に恩返しがしたい

と思い入会しました。今回、役所はじめ、小

高区住民の人たちが困っているということで

した。実際、2877 人 65 歳以上が 54％の小

高区でストアを経営するのは、とても厳しい

と思います。手をあげたいじょうは、地元を

大切にし、ロータリー精神をもって一生懸命

頑張りたいと思います。又、小高区で事業す

ることによって、横の繋がりができ、会員増

強にもつなげていければと思っています。



「幹事報告」    

原町中央ＲＣ、相馬ＲＣより「9 月のプログラ    

ム」が届いています。●米山梅吉記念館 館報 

2018 秋号 VOｌ.23 が届いています。●ロータリ

ーの友 手引書 が届いています。●富岡 RC、

浪江 RC、相馬 RC より「年次計画書」が届いてい

ます。●ハイライトよねやま VOL.221 が届いてい

ます。●広島西ＲＣより礼状が届いています。 

 

「各委員会報告」 

●会員増強・拡大委員長 青田会員より 先日、

お願いしました「紹介者カード」よろしくお願い

します。●社会奉仕委員長 佐久間会員より 第

１・第３例会で資源ゴミ回収します。その他にも

ご連絡頂ければ回収します。ご協力をお願いしま

す。 

 

8 月 30 日（木）ボーリング親睦会 

親睦活動委員会主催によるボーリング大会が原町区のルミックスボウルにて開催されました。参

加者１１名、楽しく和気あいあいと過ごしました。2 次会は「わいず」で開催され、７名が参加し

ました。 

    優 勝 大内 光一 会員 スコア ３２５ 

    準優勝 長澤 初男 会員 スコア ３１７ 

    ３ 位 川崎 博祐 会員 スコア ２４９ 
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「Lunch time  一分間スピーチ」  

大内 光一 会員 

酒井パストガバナーの依頼を受けて、ドイツＲＣのご援助を頂き、

小高小学校に植樹をすることになりました。ドイツの国樹がナラの

木ということで、ナラの木を考えています。ナラの木は、防腐剤や

椅子など家具に使われています。ナラの木を 9 月には、植えたいと

思っています。よろしくお願いします。 

   ￥５,２１９． 

  

計 ￥11,000.  累計 ￥73,000. 

計 ￥5,000.  累計 ￥65,000.

計 ￥26,000.  累計 ￥135,500. 

青木謙二 1,000 岡田会員卓話ありがとう御座意ます。 

青田真 1,000 岡田会員卓話ありがとうございました。 

荒明健 1,000 岡田さんがんばって下さい。卓話ありがとう！！ 

大内光一 1,000  

大谷和年 1,000 ゴルフコンペ優勝を記念して 

岡田義則 1,000 ゴルフコンペ３位を記念して（1000 円） 

小澤積 1,000 岡田会員ありがとう 

酒井善盛 1,000 岡田幹事卓話ご苦労様です 

宮城住夫 1,000  

若林尚之 1,000 岡田幹事卓話ありがとうございます 

ゴルフ同好会 2,000 門馬久美子様 ゴルフコンペ準優勝を記念して 
               （円） 

出席報告 ： 会員数２９名  出席数１６名  出席率５６％ 

南相馬ロータリークラブ  Since.2007       

会長：大谷 和年  / 幹事：岡田義則   例会日 ： 毎水曜日 １２:３０～１３:３０ 

例会場 ： フローラ原町 南相馬市原町区高見町 2 丁目 30-6   

事務局 ： 南相馬市原町区錦町 2 丁目 68-6  

              TEL 0244-23-1268  FAX 0244-26-5935 

HP http://www.minamisoma-rc.org/   E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp 

http://www.minamisoma-rc.org/

