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本日の例会　　10月15日（水） 次週予告　　10月22日（水）
● ソング

● プログラム

「それでこそロータリー」
　　　　　馬場　和代　会員
　卓　話
　　　　　中村　俊治　会員

● ソング

● プログラム　卓　話

「われらの生業」
　　　　　大門　美智子　会員

　　　　　　那須　範満　会員
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　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子
皆様今晩は
1）10月5日（日）六甲山へ親睦昼食会、お疲
れ様でした。台風18号が心配されましたが、
晴れ男の大西前期会長のお蔭で、一度も傘を
ささずに済みました。オルゴールミュージア
ムは楽しく、お食事も美味しく、一泊旅行に
ご一緒出来なかったので、殊の外嬉しく存じ
ました。ご出席の奥様方によろしくお伝え下
さいませ。

2）さて、今朝の新聞には「ノーベル物理学
賞」に我が国の3氏が選ばれたと報じていま
す。名城大の「赤城　勇」終身教授（84）、
名古屋大の「天野　宏」教授（54）、米カリ
フォルニア大サンタバーバラ校「中村修二」
教授（60）に贈ると発表されています。長年
不可能だった青色発光ダイオード（ＬＥＤ）
の開発に成功。中村氏は、その量産技術を開
発し、世界で初めて製品化したと、報じられ
ています。近頃少々暗いニュースが多かった
ので、3氏の快挙に喝采を送りたいと存じま
す。因みに賞金8000万スエーデンｸﾛｰﾈ（約1億
2000万円）は3人に均等に配分されるそうで
す。

3）アジアオリンピック、男子体操団体戦で、
我が国は中国と0・1ポイント差で惜しくも2位
となりました。
　　
4）池田会員、先週は3店舗目の開店記念品、

皆々にありがとうございました。益々のご繁
栄をお祈り致します。

5）本日のプログラムは、槙野会員による卓話
でございます。楽しみに致しております。
　
6）今期初めより、会長・幹事・ＳＡＡは遅く
ても例会開始一時間前の18時前には事務室に
いますので、お気軽に覗いてみて下さいま
せ。

★Ｅ「笑顔」・Ｈ盛大な「拍手」・Ａ「握
手」で「明るく・楽しく・元気よく！」よろ
しくお願い致します。　　　　　　　　　　
　　　
　　
■卓話
　　　　　　　　　　槙野　稔　会員
　テーマ
　　　　　「『おもてなし』の３つの心得」

おもてなし
１．語源は「モノを持って成しとげる」
２．表裏がない
この２つが合わさり“おもてなし”となった
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お客様を対応する扱い、待遇のことを指す。
相手の人をおもいやる気持ちから生まれるも
ので、相手のことをよく考え上質な気遣いが
出来る人になること。
サービスを仕事にする日本のウエイター、ボ
ーイ等は外国のようにチップをもらわず、相
手を敬い丁寧に扱う。
見返りを求めていないところが“おもてし”
と言える。
もう一つはお客様が想定している以上、思っ
ている以上のサービスをすることが“おもて
なし”といえる。
どうしたらその様なおもてなしの出来る人間
になれるか？答えは心に余裕が持てるように
自分を磨くことである。読書に没頭する美術
館の足を運ぶetc...
“おもてなし”の出来る人こそ紳士・淑女で
あり、ロータリアンもそうあってほしいと思
われます。

○阪上　栄樹　君
今夜は、皆既月食7時24分からだそうです。
是非、見たいですね！！
ノーベル物理学賞に3人もの日本人が選ばれて
嬉しいですね！！

○蓮尾　春輝　君
今日は、槇野会員の素晴らしい卓話を聴ける
ことを楽しみに！

　　　   本日合計　　　　　　￥10,000円
　　　本日までの累計　　　　￥334,000円

◆本日のソング
「四つのテスト」

槙野　稔　会員

◆出席報告

◆幹事報告
①熊本水前寺公園RC、合同例会、人吉酒造め
ぐりの件、先方より、4月17日（金）、18日
（土）、19（日）の2泊もしくは1泊ではどう
かと申されています。

②奉仕活動合同セミナーの案内
豊岡、明石、洲本の3会場であります。
出席者は、会長・幹事・会長エレクト・ロー
タリー財団（草野さん）・国際奉仕（細川さ
ん）・社会奉仕
　
③プログラムに間違いがありました。
　訂正プログラムを次回お渡しします。

④本日、理事役員会を行います。

◆理事役員会
①プログラムの件　　卓話がずれます

②12/7（日）家族例会の件
　北　順佑さん（ピアノ）

③熊本水前寺RC　合同例会の件
　4月17.18.19日の金土日の3日か2日か

④会報の件
　実費でいく　内容は会報委員に一任

⑤プロバスクラブへのお祝い
　賛助10万円。個人参加費はなし。

　　

会長の時間

プログラム
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ひとくち

米国で、ネットユーザーたちが日本人・中
国人・韓国人の国民性について、さまざま
な書き込みをしています。
日本人については「礼儀正しい」が共通の
認識。何事にもつつましやかでおとなしく、
あまり自己主張しない日本人像が浮かんで
きます。中国人に関しては、やはり「騒が
しい」。世界第2位の経済力を背景に、存
在感をますます増している中国人。
韓国人の印象としては「プライドが強い」
「情熱的」などの言葉が並んでいます。
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