
                        

国際ロータリー第 2530 地区 
2018～19 年度 

 

第１４回 通算 508 回 

2018 年１０月１０日（水）12:20～13:30  

 

意見交換会 戦略計画グループ 

戦略計画委員会委員長 川崎博祐 

 

 

「会長の時間」    

             会長  大谷 和年 

 

本日、全会員にクラブ理事選への立候補案

内が通知されます。12 月に行われる総会にて、

次年度の役員及び理事が決定されます。クラ

ブの運営の最終決定機関は理事会です。是非

関心を持っていただきたいと思います。 

前回お話ししましたが、委員長さんとの意

思疎通を月 1 回開催することとし、今月は本

日、例会後に実施します。11 月は 14 日（水）

例会後実施します。委員会の運営の相談にの

りたいと思います。 

また前にもお話ししましたが、委員長は 3 年

位の継続が望ましいとお話ししました。この

考えに沿って、将来も含めたお話し合いもし

ていきたいと思います。また、四半期が過ぎ

ましたので、今年度計画していることの、進

捗状況及び具体的取組をお聞きしたいと思っ

ています。12 月以降の日程は後日全委員長に

お知らせします。 

先月 22 日、ガバナーエレクト事務所開設

披露式に招待を受け出席してきました。ガバ

ナー月信 10 月号に記載されております。一

部披露宴の様子を LINE に載せました。LINE 参

加の会員はみていると思います。挨拶の中で

話されておりましたが、ガバナーが同じクラ

ブ出身が続くということでしょう。今回の事

務所は現在の事務所と併設です。永井事務員

も兼務のようで、かなり事務的に一緒にやれ

るのかなと感じました。次年度への引継もか

なりスムーズと思います。 

秋は一般のイベントが多く皆さんも忙しい

でしょうが、ロータリーもイベントがありま

す。今月の日程ですが、今週 13 日（土）の

水草回収。19 日（金）の地区大会記念ゴルフ

大会。バザーへの出品。 

会員皆さんのご協力お願いします。

 

495th  Program  

司会 副 SAA 小澤積 会員            

大谷和年 会長 

開会点鐘／ロータリーソング

「奉仕の理想」／「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 

 



意見交換会 戦略計画グループ     戦略計画委員会委員長 川崎博祐 会員 

5 月 19 日に開催された、地区研修協議会のクラ

ブ運営・戦略計画委員会に参加してきましたが、

特にこれだという意見はありませんでした。自分

のクラブがどういう形で前に進むのかと、来てい

た方でも以外に分からないというのが現実でした。 

阿久津次期地区運営委員長から「クラブ運営と

戦略計画」についてのお話しがありました。３つ

の優先項目を掲げました。 

１．クラブのサポートとの強化  

２．人道的奉仕の重点化と増加  

３．公共イメージと認知度の向上  

戦略とは将来、どこを目指すのかそこに到達す

るには何をすべきなのかをかんがえていくこと。

ロータリーの組織は基本的にはリーダーが毎年交

代する単年制をとって来た。しかしその都度、方

向性や目標がぶれては一貫した活動は望めない。

それで接続可能が求められ、柔軟性が求められま

した。今年度の計画書にものせましたが、歴代会

長、現会長、会長エレクト等を交えて、どういう

ビジョンをもって 3 年後、5 年後を目指していく

のかを計画したいと思います。 

「RI」はビジョンがなければ何も始まらない。決

意がなければ何事も成功しない。2016 年の規定

審議会でロータリー方針の見直しを行い、クラブ

運営に大幅な柔軟性を認める決定をしました。月

の例会が 2 回でも良くなりましたが、2530 地区

でも現行維持の 4 回が多いようです。当クラブも

4 回です。ロータリーは戦略計画において、私た

ちの価値観は「親睦」「高潔性」「多様性」「奉

仕」「リーダーシップ」が重視される要素があり

ます。 

活気あるクラブを目指すためには、 

1.活気をもたらす年次目標、長期計画を立てる  

2.クラブ現状を把握し柔軟な計画をもとにクラブ

細則を見直す  

3.親睦行事を催し友情を育む  

4.会員がクラブのプロジェクトやそれぞれの役割

に参加する   

日本のロータリーは、2017 年 4 月～5 月に全国

2,264 クラブを対象にクラブ現状の課題、会員が

ロータリーを続ける理由などのアンケート調査を

しました。いずれにしてもクラブ運営の根っこは

出席にあります。①出席率を高めるために ②あ

なたのクラブの戦略計画について、グループにわ

かれ各会員同士が話合いました。その時の意見は

次の通りです。 

① 出席率を高めるために＝会員を増やそうと思

っても誘いづらい・親クラブを抜いて活性

化・しっかりプログラムを組んで例会の内容
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を知らせる・年 1 回旅行を・月１回夜間例会

が多い  

② あなたのクラブの戦略計画＝会員を増やす・

会長経験者を委員にする・会員増強は難し

い・直前会長、現会長、会長エレクト、会長

経験者を委員に。など。 

自分のクラブの 5 年後を描いて、こういうクラブ

にしたいという各自が理解できるのが良いと思い

ます。方向性を決めなければクラブの意味もなく

なるのではないかと感じます。将来的なこういう

クラブにしたいという意見を話合わなければいけ

ないと思います。

 

＜出席した会員の意見＞  

＊当クラブのネックとなっているのが親睦だと思います。他のクラブでは、旅行などを企画している。 

＊出席率を高めなければ、理解を求められない。協力する人がいなければ意味がない。出席する人が多くな

れば、ロータリーの理解も深められ、会員の増強にもつながると思います。出席したいような魅力ある例会

にすることが大事。 

魅力ある例会にする為に、例会とは別に話し合いを持ちたいと思います。ご協力をお願いします。 

 

「Lunch time  一分間スピーチ」               星遵一 会員 

1 ｹ月前、日本

を出発してブ

ラジルへ半月

行って来まし

た。今年の初

めに国際コー

ヒー鑑定士 Q

アラビカグレ

ーダーの資格を習得しました。今回は、ブラジル

政府認定のコーヒーの鑑定士の資格で、現地の学

校に通って試験を受けてきました。合格の連絡を

いただいたので後日、証書が届くと思います。  

今は、仙台での活動が大半を占めていて、色々と

チャレンジしています。今まで自分がやってきた

事とは真逆で、自分の能力と自分のもちいるもの

だけで、多くの方にコーヒーを提供できるコーヒ

ーに関わる業者になりたいと頑張っているところ

です。 

お陰様で 9 ｹ月前くらいですが、小さなコーヒ

ー店をオープンし品質の高いコーヒーを焙煎して

お客様に提供しています。チラシとか宣伝は、一

切しないで口コミだけでさせていただき、お客様

などが SNS などで情報を発信したりして、最近は

他県からも来ていただいたりします。 

コーヒー業界の方にも注目していただいたり、メ

ディアからも取材を受けたりして、嬉しく思って

います。関連する雑誌から一年間の継続で連載の

お話しもいただいています。情報を広く活用して、

多くのお客様にコーヒーを提供できるようにと思

っています。

 

１１月度プログラム  

７日(水)を３日（土）へ  

振替 

あきいちへ参加 

駅前通り 

３日（土）チャリティーバザーに振替 

第１７回/通算 601回例会扱いとします。 

 

1４日(水) 

１２：３０～１３：３０ 

 

 

原町フローラ 

 

【通常例会】第１８回／通算６０２回 

＊誕生祝福 岡田秀太会員 

＊新会員オリエンテーション 

  研修委員会委員長 小澤積会員 

２１日（水）は、 

２４日（土）へ振替 

會津風雅堂 ２４日（土）地区大会に振替 

第１９回/通算 603回例会扱いとします。 

２８日（水） 

１８：００～ 

 

わいず 

【夜間例会】第 20回／通算 604回 

＊意見交換会「会員増強について」 

＊会費 5、000円 



4 
 

「幹事報告」    

●第 5 回理事会の報告がありました。 

●相馬ＲＣより「フォーク歌おう会！」の案内が届いています。 

●地区のＨＰの「奉仕の実践」に、当クラブの「よつば 保育園園児支援」が記載されました。 

●11 月 4 日（日）「第１回ふくしま植樹祭」のご参加をお願いします。 

●11 月 13 日（火）小高小学校への図書寄贈式です。参加のご協力をお願いします。 

●11 月 3 日（土）開催の「バザー」への物品提供のご協力をお願いします。 

 

「各委員会報告」 

●会計 若林会員より 9 月の会計報告がありました。 

  

 

計  ￥4,000.  累計 ￥102,000. 

計 ￥3,000.  累計 ￥89,000.

計 ￥11,000.  累計 ￥205,500. 

大内光一 1,000  

大谷和年 1,000  

岡田義則 1,000  

川崎博祐 3,000 今日は 37 回目の結婚記念日です。 

長澤初男 1,000  

野口美佐子 1,000 過ごしやすくなりましたね・・・ 

星遵一 1,000 かぜが治りません 

宮城住夫 1,000  

山田実 1,000  
               （円） 

出席報告 ： 会員数２９名  出席数１６名  出席率５５％ 

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/

