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出席報告　出席委員会　　荒牧明二君　(出席規定の適用免除会員数 5 名）

RO
T A R Y

I N

T
E R N A TI O

N A
L　会長挨拶　和気勝利会長

今週の12日の日曜日には、当会員の平山博会員を中
心に展開した、商工会によるプレミアム商品券の販売
が市黒磯文化会館にて行われました。10時からの販売
に暑い中、長蛇の列に並ばれてお買い求めになられた
方もいらっしゃったかと思います。この商品券は 20
パーセントのプレミアムがついた物で、発行総数6億
円で販売されました。黒磯文化会館会場では、当日で
完売された模様で、地元地域経済のさらなる活性化を
望む次第です。
さて来週の例会には中谷ガバナーが公式訪問にい
らっしゃいます。そして今年度中には黒磯ロータリー
クラブ創立55周年記念行事が行われ、会員の皆さまの
ご協力をお願いする次第ですが、このような行事には
いろいろなお客様がおみえになります。そこで今日は
このお客様に対する「おもてなし」について考えてみ
たいと思います。よくホスピタリティと言われますが、

第 2 6 8 9 回　和気年度　第 3 回　会報　2 0 1 5 -  7 - 1 5　司会　田中　徹君

日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修
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辞書をひきますと「来客などを手厚くもてなすこと」
とあります。日本人にはおもてなしの心があると言わ
れていますが、果たして本当でしょうか？まずは「お
もてなし」の語源を調べてみました。
1.「もてなす」の丁寧語言葉の通り、「客をもてなす」
の「もてなす」からきています。「もてなす」の語源
とは、「モノを持って成し遂げる」からきており、お
客様に応対する扱い・待遇のことを指します。ここ
でいう「モノ」とは、目に見える物体と目に見えな
い事象の2 つを示します。
2.「表裏無し」これも字の如く、表裏がない心でお客
様を迎えるということです。この2つが合わさって、
一般的に「おもてなし」の語源とされています。そ
こで　「おもてなし」の心得ポイントを3つほど上げ
てみましょう。

心得ポイント 1：

想定外の気遣いをすること。気遣いに大事なのは加
減とタイミングが大切で気が利く人になりましょう。
おもてなしとサービスの違いって、分かるでしょう
か？例えばレストランでウェイターがおしぼりを持っ
てくることであったり、旅館で布団の準備がされてい
ることなどは「サービス」と呼ばれます。しかし、お
しぼりを渡すときに「お仕事お疲れ様です」という言
葉掛けをしたり、敷かれた布団の横に「ごゆっくりと
お休みなさいませ」と一言書いたメモを添えたりする
ことは「おもてなし」と呼ばれます。つまり、お客様
にとって想定内のことはサービスでしか無く、お客様
の期待をいい意味で裏切るような気遣いこそが「おも



2

てなし」とされるのです。おもてなしは、相手のこと
を慮る(おもんばかる)気持ちから生まれるものです。
相手のことをよく考え、上質な気遣いができる人こそ
が「おもてなし」が出来る方となるのです。

心得ポイント 2：

見返りを求めないこと。外国では、レストランなど
で接客を受けるとチップを支払いますよね。あのチッ
プは、接客してくれた店員のサービス料として(任意で
はありますが)支払っているわけです。一方、日本では
どうでしょう。高級レストラン、ホテルからコンビニ
まで、程度の差はあるにせよ、店員は無償で同じお客
様として丁寧な扱いをしてくれます。見返りを求めず、
相手を敬い丁寧に扱うことが出来るのは日本人の良い
ところであり、これこそが「おもてなし」と言えます。
これは商売に限ったことではありません。日常生活に
おいて、見返りを求めず相手を敬い丁寧に接すること
は、まさに「おもてなし」であり、それができる人こ
そ紳士淑女でありロータリアンといえます。

心得ポイント 3：

「考える時間」をつくこと。相手にどう接すればそれ
が「おもてなし」と言えるのか、ということは分かり
ました。とはいえ、いきなりそのような振る舞いはな
かなか出来ません。出来ないなら、練習をしましょう。
相手のことを慮る(おもんばかる)ためには、自分の心
に余裕がなければいけません。日々忙しく働いている
多くの人は、落ち着いてゆっくり物思いに耽るという
時間は無いのではないでしょうか。国内外問わず、昔
の紳士淑女と呼ばれる人々は好んで哲学を論じたと言
われます。なぜなら、結論の出ないことを思考するこ
とにより心に余裕が生まれ、それが生活にも現れるか
らです。読書に没頭するのもよし、美術館へ足を運び
眺めるのもよし。相手を心からおもてなすために、ま
ずは内面から磨きましょう。これから黒磯ロータリー
クラブにも外来卓話を含めてたくさんのお客様がい
らっしゃいます。少しでもお客様に気持ち良くすごし
ていただくためにも、この様なことをかんがえながら
接して行きたいものだと考えております。
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L　幹事報告　秋葉秀樹幹事

○　「ハイライトよねやま」が届きました。　
○　2015～16年度RI会長賞について届いております。
○　出席率の計算と例会の休会について。　
○　地域社会奉仕クラブ活動報告書が届いております。
○　あったかハート号運行の後援願いが届いております。
○　第39回RYLAセミナーのご案内が届いております。

ガバナー公式訪問スケジュールの案内(7 月 22 日）

10：30～ 12：00　会長・幹事懇談会　

12：00～ 12：25　昼食
12：30～ 13：30　例会　卓話者　中谷ガバナー
13：30～ 14：30　クラブ協議会　
※　12：30までに食事を済ませていただきますようお
願いします。

※　当日のクラブ協議会に参加出来ない委員長は副委
員長または委員へ依頼お願いします。
合わせて各委員会の資料持参お願いします。

※　ネクタイ着用・ロータリーバッジもお願いします。
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L　委員会報告　髙木茂副会長

○　福島泰雄君

私の不注意による足の怪我のため、年度替わりの忙
しい時期に長期欠席し、申し訳ありませんでした。6月
1日から7月10日まで40日間の入院生活から解放され
本日の例会より出席できることになりましたので宜し
くお願い致します。

○　会計　鳥居輝一会計長

7 月 21 日(火)栃木銀行指定口座より年会費前期分
100,000円を引落しますのでご準備願います。

☺  ニコニコボックス　相馬征志君

福島　泰雄君　40日間の入院生活の後、解放されまし
た。今後ともよろしくお願いします。

澤田　吉夫君　黒磯高校が4年ぶりに初戦に勝ちまし
た。

会報委員会　　炉辺の剰余金です。少なくてすみませ
んけど。
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L卓話　クラブ協議会：SAA、クラブ奉仕委員会

司会　田中徹 会場監督（SAA）

○　田中徹 S A A 委員長

例会が会員相互の信頼と友情を
深められるよう秩序ある運営に
努めます。
1.　会長・副会長・幹事及び各委
員長との連絡を密にし、円
滑な進行を心がける。

2.　外来卓話が予定されている
例会は特に時間配分に留意し
卓話の時間を守る。

3.　昼食は正午より随時可能とするが当日
欠席の場合には９時３０分迄に必ず連絡を。
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○　髙木茂クラブ奉仕委員長

本日の例会は、クラブ奉仕を担
当する11委員会に年度計画を発
表して頂きます。今年度1年間ス
ムーズにクラブ運営を行っても
らえるよう各委員会をまとめて
いきたいと思います。時間の関係
上、本日は6委員会に発表して頂き、
残りの5委員会は8月12日の例会に発
表して頂きます。よろしくお願いいたしす。

○　津久井誠二親睦委員長

和気年度、親睦委員長を務めます
津久井誠二です。まず、メンバー
をご紹介いたします。副委員長に
豊田哲司さん、委員は荒牧明二
さん、安藤譲治さん、礒勝彦さん、
相馬征志さんの総数６名です。
親睦委員会は奉仕の理念の実践
を志す会員同士の心の繋がり、親
交や親睦を一層深めるため、会員の
皆様に喜んでいただける行事の企画、運
営をしてまいります。事業内容は親睦イベント、記念
品贈呈、持ち回りの例会スピーチ、この３本柱で構成
しました。

１．親睦行事

（1）観月会9月30日（水）担当：礒
(2) クリスマス家族会12月 16日（水）担当：豊田
(3) 新年会1月6日（水）担当：荒牧

2. 記念品の贈呈

会員の記念日等に御家族にも喜ばれる記念品を贈呈
したいと思います。

3. 例会時のスピーチ

会員に３分間程度のスピーチをしていただきます。
テーマは「私の関心事私の関心事私の関心事私の関心事私の関心事」です。

○　荒牧明二出席委員長

出席委員会は、委員長に荒牧、副委員長に室井次男
さん、委員に黒澤さん、安藤さん、戸野
さんの5名で構成されています。
本年度の計画は：
1.　SAAとの連絡を密にして、例
会欠席の事前連絡を徹底し、
無断欠席「ゼロ」を目標にし
ます。

2.　出席率100％を目指します。
3.　各種のロータリー行事の参加を

推進します。
4.　メークアップの推進をします。

○　時庭稔プログラム委員長

和気会長の方針に基づき年間プロ
グラムを作成し、各委員長の運営
が円滑におこなわれるようにい
たします。
1.　毎月のプログラムを例会場
に掲示する。

2.　卓話担当委員会には１ヵ月
前に文章で通知する。

3.　年間プログラムの進行状況を把握
する。

4.　毎月のプログラムは理事会で承認を得る。
卓話の日程変更や外来卓話の場合は、早めに幹事と
私に連絡お願いします。また、外来卓話の場合は食事
の手配を幹事に連絡をお願いします。今年一年間よろ
しくお願いいたします。

○　稲垣政一広報委員会

和気年度、広報委員長を仰せつ
かりました稲垣です。副委員長
に秋間様、委員に福島様、以上3
人が広報委員会のメンバーです。
活動方針としては、ロータリー
に関する情報や、クラブ等の奉仕
活動を、多くの人々に伝えるため、
効果的な広報活動を行っていきたいと
思います。具体的には、次のような行動をとっていき
ます。
1.　黒磯ロータリークラブのホームページの更なる充
実を図る。

2.　効果的な広報としてメディアとの交流に努める。
3.　親睦活動をきめ細かくホームページに掲載する。
4.　前年度に続きホームページ内の会員企業紹介の充
実を図る。

5.　例年通りフォトコンテストを実施する。詳細につ
いては後日ご連絡します。

6.　ホームページによく使う書類、書式をダウンロー
ドできるよう掲載する。
以上が主な活動方針です。
委員長としては力不足でありますが、秋間様、福島
様、両委員の力を借り、和気年度の方針に沿って行動
致しますので、1年間よろしくお願い致します。



近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／いとう家　　　　0287-36-0028
◎水曜日　塩原／塩原カントリークラブ0287-35-2211
◎木曜日　大田原中央／勝田屋記念会館　　0287-23-4165

会報委員会：礒勝彦・齋藤武久・植竹一裕・髙木慶一・鳥居輝一

◎木曜日　大田原／ホテル龍城苑 　0287-24-2525
◎木曜日　那須／ホテルエピナール那須 0287-78-6000
◎金曜日　黒羽／ホテル花月 　0287-54-1105
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次回例会　　　平成 2 7 年　７月２２日　　　ガバナー公式訪問

●　7月15日欠席(敬称略)
　室井次男・深町彰・戸野俊介

○　前回7月8日分メークアップ(敬称略)
　荒牧明二・大島三千三・吉光寺政雄・福島泰雄　
　深町彰・安藤譲治・石山桂子

○　相馬征志スマイルボックス委員長

2015～2016年度スマイル・ボッ
クス委員会の基本計画は下記の
通りです。委員長に私相馬が、
副に鈴木（隆）さん、そして福
田さん。この三名で一年間努め
ます。
【本年度の計画】
1.　スマイル・ボックスへの寄付
は奉仕活動の原資となるもので
すから、一会員30,000円以上のご協力をお願いし
ます。

2.　予算執行の都合上、年度末の駆け込み完遂を避け、
年度後半の2～3月頃までに完了されるよう促し
ます。

○　会報委員会　礒勝彦委員長

会報委員会は今年度も週末の配
信を目指し、編集及び校正をし
ています。会報をデジタル化
し、配信もネット配信してい
ます。これはクラブとして自
慢できるものですが、それよ
り凄いのは会員の多くの方がこ
のIT化に順応している事だと思い
ます。これは一朝一夕に出来た事で
はなく、斎藤武久会員が2000年代に入って始めたパ
ソコン教室が実を結んだ結果だと言っても過言では
ないでしょう。今週も斎藤武久副委員長を筆頭に、
植竹一裕委員、高木慶一委員、鳥居輝一委員で会報
作成に励んでいます。

RO
T A R Y

I N

T
E R N A T I O

N A
L　3分間スピーチ　秋葉秀樹君

私の関心事

前年度の3 分間に引き続き、先頭
バッターです。
私の関心事はスマートフォン
です。一般的には「スマホ」と
呼ばれています。日本人の生活
行動を変えました。電車内や、
休憩時間、少し時間が空いた時
にはほとんどの人はスマホを見て
います。スマホは今までの様々な製
品をまとめています。カメラ、ゲーム、
電話、ワープロ等々です。スマートフォンはシェアが
今年で5割になると言われています。いままでのガラ
ケーは減少の一途をたどっています。　特に注目すべ
きは、パソコンや冊子などよりスマホサイトを強化す
る広告が重要となっている商慣習が進んでいます。ス
マホ市場ではアプリ、広告などでビジネスをされてい
る方が年々増えています。スマホゲーム開発でプロ野
球球団のオーナーになるくらい、スマホ市場には潜在
力がと思われます。ビジネスとプライベートを含めて、
スマホは必須アイテムとしてかなりのスピードで進ん
いると思います。
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