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クラブ、戦略計画について

横内文行

今年度の家庭集会(第1回)のテーマを、 「クラブ戦略計闘について」にさせて頂きました。戦略

計-画とは、中長期にわたる明確な目標を立て、活動計画や方向性を定めることであります。

ロータリアンの減少も続いている中、数年前より、クラブ内に戦略計画委員会を立ち上げて、そ

れを会長のもとにおいて年次目標だけでなく、中長期目標を設定してほしいというのが、ガパナー

の方針・希望であります。

戦略的目標は大きく 3つ。クラブのサポートと強化・人道的奉仕の重点化と増加・公共イメージ

と認知度の向上です。効果的な目標を立てるには、これまでの活動状況、会員の関心、目標達成に

必要なリソース(人材や資金等)を検討する必要があります。

今回、第 1回家庭集会に出席いただいた会員皆様には、様々な意見を頂戴いたしました。ありが

とうございました。中には iR1会長もガパナーも l年ごとに変わるのに、中長期的な目標を立て

てうまくいくのか。」という意見もありました。難しいテーマの為、結論はすぐには出ず、また、

中長期的計画という事になりますので、十分に議論・検討をし、川之江ロ?タリークラブにとって

Rot町議



良い計画が出来るようにしていきたいと患っております。

会員皆様、ご協力よろしくお願い致します。

女大自己(会社)紹介等コーナ一大大

「藤井株式会社」

山川浩一郎

今期から私の所属が藤井株式会社に替わりました。藤井(掬は平成 26年5月に設立した不動産管

理会社です。前身は父が設立した側朝日不動産センターですが、社名に違和感がありましたので、

梅錦山川闘の雌Aのための準備の過程で、社名を藤井(械に変更しました。藤井(械の社名の由来は次

の通りです。

梅錦山川鮒の前の社名は山川酒造合資会社でした。山川酒造合資会社は酒類業組合法の改定に合

わせて昭和 29年 6月法人化した会社です。それまでは藤井商庖と呼ばれていました。

「酒は藤井の梅錦」というキャッチコピーとして使っていたことが記憧に残っています。私が小

学校に通っていたときは、山川さんと呼ばれるのは、教室で先生に呼ばれる時くらいで、友達から

は藤井君と呼ばれていました。同じクラスに山川姓がもう一人いたこともあるとおもいます。なぜ

藤井酒屈なのかを、父に聞いても藤井の由来を説明された記憶はありません。会社に帰ったとき、

父から渡された数点、の古い文書の中に、明治 17年の初代・山川由良太の日誌がありました。日誌

の末尾に書いたのは 2代田・信ーだとわかる記述があります。その中日誌に藤井酒店と記載されて

いますので、多分明治5年の創業時からの呼称だと思います。 創業時の社名を復活するため藤井

株式会社にいたしました。
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出席報告

1.出席会員(51名中) 45名

2.当日出席率 88. 24 % 
3.来訪ロータリアン

愛媛第 I分区ガパナー補佐永田光春様

随行員/新居浜RC 矢田義久様

4.前々回補足修正率 96. 08 % 

会長の時間

・7月 24日(日)開催コソレフコンペ優勝者表彰

三好 重 忠 会 員

-家庭集会を開催して

• 7月初日は何の日か。

委員長の時間

・出席報告 出 席委員長石村策一会員

会務報告

1.例会変更のお知らせ

【新居浜ロータリークラブ】

① 8月 11日同祝日休会

メーキャップの受付はありません。

2.国際ロータリ一日本事務局経理室

2016年 8月のロータリーレート

1ドル=102円

3.第 2670地区 ガパナ一事務所

8月 10日附-8月 16日ωまで、

お盆休みとなります。

4. 2016年 7月・ 8月 近隣クラブ例会の

お知らせ(出席委員会)

|7月 19日附開催定例理事会報告 |

-例会場のマイクの件

→新しいマイク購入承認。

|お知らせ |

・家庭集会の報告は、 8月 2日例となり

ます。

ニコニコニュース

*愛媛第 I分区ガパナー補佐永田光春様よ

りニコニコ頂戴いたしました。

横 内…本日はガパナー補佐永田様、随行

員矢田様にご来訪いただきましで

ありがとうございます。どうぞよ

ろしくお願い致します。

先日の家庭集会では、たくさんの

ご参加と活発なご意見をいただき

ましでありがとうございます。今

後のクラブ運営に必ず役立ってい

くものだと信じています。

谷 …①永田光春ガパナー補佐様、矢田

義久随行員様、本日は川之江RC
例会にお越し頂き有難うございま

す。宜しくお願い申し上げます。

②家庭集会には多くの方々にご出

席頂き誠に有難うございました。

難しい題でしたが、良い話がたく

さん聞くことができ、感謝申し上

げます。

石川豊…本日からワイヤレスマイクと CD
プレーヤーが新しくなりました。

先週の理事会で弊社の案を採用し

ていただきました。今日は、例会

前にBGMが流れていたことにひ‘っ

くりしました。事務局の高橋さん

最高です。

石 原…永田ガパナー補佐ょうこそ。

7/24第 l回ゴ‘ルフコンペで準

優勝でした。 1Nで久しぶりに 38

が出ました。石川雅こさんにOU
T・1Nとも勝ってしまい申し訳

ありません。三好さん優勝・お食

事ごちそうさんでした。

石村浩… 7月 22日、伊予三島RCにメー

キャップで出席すると、卓話講師

が 6月 14日川之江RCで卓話さ

れた「毛利公也j様でした。相席

の為挨拶すると、弊社も載ってい

る御縁で「ちりも積もれば ーわが

半生第 1巻」をいただきました。

佐々木…23日出は第 2回KOYOの夏祭

りを市民会館(川之江)で開催。

本棚やフォトフレームを作る工作

教室、もち投げ、縁日コーナ一、

「みきゃん」や大道芸人のパフォー

マンス等にケープルTVの集録も

あり、来場者とスタッフ 236名で

大いに盛り上がり、まるでミニ紙

まつりの縁日の様でした。

高 原…Cテーフール 2週連続で全員出席で

す。この快進撃がいつまで続きま

すか。こうご期待。



尾藤…Aテープル・ Hテープル親睦委員

会 2週連続全員出席です。

一 谷…①ロータリー参加で、 10数年ぷ

りにエレベーターにのせていただ

きましfこ。

②すぐやる人 ・グズな人

プレジデント 8月 15日号では、

500人調査でグズは年間 600万円

の損をしている。私はここ 10年

間で 6，000万円の損をしたことに

なります。

本日朝 7: 10観音寺 280C、地中

20
0

Cでした。

③雑誌委員会は、紙まつりの情報

を、ザ・ロータリアンに投稿した

く思っており、原稿を募集してお

ります。写真もあればよろしくお

願い致します。

三谷・毛利か事務局までよろしく。

一 好…先日のRCコンペで完全優勝をし

ました。ありがとうございます。

森 実…先週 24日第一回のゴルフコンペ

を開催しました。

暑い中、出席頂きました皆様あり

がとうございました。三好様完全

優勝おめでとうご芯、います。

大西宣…新しい PAでニコニコ報告します。

いい音です。

愛媛第 I分区ガパナー補佐永田

光春様、随行員矢田様、ょうこそ

お越しくださいました。例会終了

後のクラプ協議会宜しくお願いし

ます。

卓話(クラブ奉仕委員会担当)

「今年度ガパナーからのお願い」

愛媛第 I分区ガパナー補佐

永田光春氏

近隣RCの例会日
8月4日同新居浜RC

(リーガ新居浜)
8月4日同観音寺RC
(観音寺商工会議所)

8月5臼倹)伊予三島RC
(三島商工会館)

8月9B(対観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

8月9日(必新居浜南RC
(リーガ新居浜)

例会プログラム
8月9日(刈

(社会奉仕委員会担当)


	名称未設定-1
	名称未設定-2
	名称未設定-3
	名称未設定-4

