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会 長 田後 隆二

●提唱インターアクトクラブ

幹 事 阪西 貴子

光明学園相模原高等学校

（資料抜粋にて掲載）

地区副幹事
＜クラブ戦略計画の定義付け＞

松下

力（ふじさわ湘南ＲＣ）

ロータリークラブにとって、戦略計画とはどういう物なのでし

ょうか・・。戦略計画を５つの要素に分解し、定義付けしますと、以下の様になると思います。

＜何故、クラブ戦略計画は必要か＞

＜クラブ戦略でクラブはこう変わる＞

何故、ふじさわ湘南 RC はクラブ戦略計画が必要だ

伝統を築ける様なクラブ戦略計画があれば、ク

ったのでしょうか？私達が戦略計画の策定に至った

ラブの活動そのものが変わります。どの様に変

背景は、単年度制がもたらす疑問点からでした。

わるのか・・？

ある事例を参考に解説するこ

とに致します。
〇エジプトの石工職人のお話

ふじさわ湘南 RC が抱えた疑問点を払拭するために、
何を掲げて、何処に向かうのか明らかにしなければな

＜クラブ戦略計画の策定プロセス＞

りませんでした。

＜年度方針とクラブ戦略計画の関係＞
クラブは年度方針、年度目標の具現化に向けて活動
すると同時に、戦略計画に従い現年度、次年度、次々
年度と年度を超え、プロジェクトのバトンを繋ぐ。

オミクロン株の感染拡大はピークアウトしたようです
が、いまだ東京の 1 日の新規感染者数が 1 万人を超
える中、Zoom 併用のハイブリッド例会をうまく活用して
頂いていると思います。但し、同時出席は可能であっ
ても、やめた方が良かったというお話しをします。↗

先週８日(火)１７時～、ロータリー財団合同正副委

●田後会長、阪西幹事

員長会議が第一相澤ビルで開催されました。同じ時

①本日卓話の地区副幹事 松下様、地区戦略計画委

間帯に、私が専務理事を務める成年後見団体の理

員の大隈様、宜しくお願い致します。勉強させて頂

事会も予定され、全国組織の会議なので、移動時間

きます。

と交通費を節約する目的もあり完全 Zoom 開催です。
財団合同正副委員長会議も Zoom での出席が認
められ、両方同時に Zoom で出席することに決め、左

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。
●甲斐 美利会員
入会記念日を祝って頂き、ありがとうございます。

耳にパソコンの、右耳に iPad のイヤホンマイクを入れ

●竹田 繁会員

てスタンバイ。上手くいくかと思いきや、両方の話を同

①ゲスト卓話の松下様、大隈様、ご苦労様です。

時に理解することは、私には不可能でした。結局、財

②入会記念日祝をいただき、ありがとうございます。

団の会議の方に集中してしまい、成年後見団体の内

③本日お祝の皆様、おめでとうございます。

容はほとんど記憶にないという事態に陥りました。

●早川 正彦会員

翌９日(水)も１８時から第５グループ会長幹事会と、

①入会記念日祝、ありがとうございます。

私が専務理事である全国組織の委員会がバッティン

②ゲスト卓話の松下様、大隈様、宜しくお願いします。

グしました。前日の反省はあるものの、既にどちらにも

●阿部 毅会員

出席の届出をしていましたので、懲りずに両方同時

①ゲスト卓話の松下会員、大隈会員、今日は宜しくお

に出席することにしました。

願いします。ＲＣにとって重要なテーマ、じっくり拝

当初はどちらも Zoom の予定でしたが、全国組織の

聴させて頂きます。

方に別のリアル会合が急遽入り、そちらは会議室でリ

②入会記念日を祝って頂き、ありがとうございます。

アル出席し、会長幹事会は Zoom 出席しました。

●中里 和男会員

どうしてもリアル出席の方に意識が集中して、会長

①ゲスト卓話の松下さん、大隈さん、ご苦労様です。

幹事会はほとんど聞いていない状態で、今日はその

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。

報告をすることができません。資料の中で、皆さんに

●川合 貞義会員

関係あるのは、３月２０、２１日の地区大会はフル開催

松下地区副幹事さん、大隈地区戦略計画委員さん、

の予定ですが、コロナ感染状況により、規模が縮小と

ご苦労様です。今日は宜しくお願いします。

なるかもしれません。

●横溝 志華会員

また、当クラブにとって最大の関心事である地区研

①本日、お祝の皆様、おめでとうございます。

修・協議会の開催方法ですが、こちらも同様、現在は

②松下様、大隈様、来て頂き、ありがとうございます。

様子見の状況です。ロータリー奉仕デーの企画が具

●冣住 悦子会員

体的にまとまってきました。しかし、全員で参加する規

①２月入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。

模ではなさそうです。

②松下様、大隈様、ようこそ。卓話宜しくお願いします。

（一部要約にて掲載）

●櫻内 康裕会員
①入会記念日祝の皆さん、おめでとうございます。
●松下 力君（ふじさわ湘南ＲＣ）
本日は宜しくお願い致します。
●大隈 秀仁君（相模原ニューシティＲⅭ）

②ゲスト卓話、地区副幹事の松下様、戦略計画委員
の大隈様、宜しくお願い致します。
●伊倉 正光会員

相模原中ＲＣさんには、いつもお世話になっており

①松下様、大隈様、卓話よろしくお願いします。

ます。ふじさわ湘南ＲＣ 松下地区副幹事の戦略計

②入会記念日祝の会員皆様、おめでとうございます。

画の卓話を楽しみにしておりましたので、皆様と一

●佐々木 敏尚会員

緒に勉強させて頂きます。本日の卓話が相模原中

①松下様、大隈様、本日はお越し頂きまして、ありが

ＲＣさんの戦略計画策定のきっかけになれば幸い

とうございます。卓話を宜しくお願い致します。

です。よろしくお願い致します。

②本日お祝の皆様、おめでとうございます！

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①オンライン新会員親睦会のご案内
今年度は新たな取り組みとして月 1 回、2 つの
グループごとに、オンライン新会員親睦会を開
催することになりました。スポンサー会員や会
長のオブザーブ出席も歓迎致します。
日時：3 月 10 日（木）20:00～21:30 対象グル
ープ：第 5Ｂ、第 9 グループ 対象者：入会 3
年未満の新会員、スポンサー会員 開催方法：
Zoom（URL は送付）
②次年度クラブインターアクト委員長のお願い
次年度、貴クラブのインターアクト委員長に、

・竹田

繁会員 1982 年 2 月 2 日

地区インターアクト委員として就任して頂き

・田所

毅会員 1991 年 2 月 26 日

ますので、至急、お名前をお知らせ下さい。

・甲斐 美利会員 1991 年 2 月 26 日

③地区大会 3 月 20 日（日）
、21 日（祝）提出書類
のお願い（提出締切日：2 月 28 日）

・阿部

毅会員 1994 年 2 月 8 日

・早川 正彦会員 2011 年 2 月 1 日

1)地区大会の名札作成のため、当日の登録者を提
出下さい。
（※出欠表は回覧にて）
2)長寿会員（満 85 歳以上）
、物故会員のお名前と
本人の写真もご提出下さい。
3)クラブ紹介時に、奉仕活動の写真を映写します
ので、１枚お送り下さい。
4)地区大会信任状に選挙人を選定し、会長・幹事
が署名の上、お送り下さい。

点

鐘

１２：３０

会

場

「敦煌」

司

会

斉

唱

櫻内 康裕 ＳＡＡ
ロータリーソング「我等の生業」

ソングリーダー 藤本 恵介会員
ゲスト

地区副幹事 松下 力氏

5)地区大会第１日目
（3 月 20 日）
の会長幹事会は、

（ふじさわ湘南ＲＣ）

会長のみ出席でお願い致します。

地区戦略計画委員 大隈 秀仁氏

6)前年度（2020～21 年度）の財団、米山寄付者の

（相模原ニューシティＲＣ）

一覧をご確認の上、回答下さい。

２月２２日クラブフォーラム「地区研修協議会」
担当：豊岡実行委員長
３月 １日卓話 河野 崇会員

会 員

出席（出席対象 20 名）

事前メイク者

２６名

（Zoom６名）２３名

０名

欠席者

本日の出席率

修正出席率(2/1)

１名

９５．８３％

９５．６５％

定例理事役員会

●例会場 中国名菜「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
相模原商工会館３Ｆ
TEL 042-758-5750

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●例

会 毎週火曜日

１２：３０～１３：３０

●編 集 親睦活動委員会
委員長：藤本 恵介 副委員長：大槻
委員：川合
阿部

貞義、田所
毅、諸隈

毅、甲斐
武、河野

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

実
美利
崇

