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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2616 回例会 平成 26 年 7 月 18 日（金） 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト      石橋 菊太郎 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 青木 貞雄 様、片岡 孝治 様 

国際交流センター 今来 弓子 様 

Amy Patillo  Rotary Club of West Plains(University of Missouri Extension) 

 

◇ バナー交換 

Amy Patillo さん － Rotary Club of West Plains － 

私は Amy です。アメリカのミズリー州から来ました。どうぞよ

ろしくお願いします。 

御招待下さりありがとうございます。 

 

◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：昨夜、ＢＳジャパンを観た方はいらっしゃい

ますでしょうか？うな重の値段はいくらまで許せるか・・・と言う

タイトルで一時間半くらい放送しておりました。結論は出ず、２０

１２までのデータでしたので、微妙に現状とは違っておりました。

来週、再来週、日本橋の三越さん、千葉の三越さん、そごうさん、

この３店で土用の丑の日にうなぎを販売予定です。 

 

岸田 照泰：第４５回暁天講座のご案内です。インドでは雨季の時

期を安居といいます。この時期、僧侶は各地で布教することができ

ないので、一箇所に集まり色々知識を深めようということで夏安居

というのがあります。いわゆる僧侶の修行時期です。夏安居にちな
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み、成田山では夏に暁天講座ということで皆さんに知識を深めて頂き、より仏様に近づい

ていただきたいと考えております。明日から 21日まで。朝のお勤めにお詣りをしていただ

き、その後の講座となります。夏のひと時をこの講座にご参加頂き、知識を深めて頂けた

らと思います。 

 

堀口 路加 会員：地区米山委員会で選考担当の役割を仰せつかりま

したが、先週金曜日、指定校選定委員会と大学説明会が終わりひと息

つくことができましたのでニコニコいたします。 

 

平山 秀樹 会員：昨日、かねてより施工中でありました千葉マツダ

様富里インター店がグランドオープンを迎えました。富里インターを

出てすぐの建築工事現場であったため、大変多くの方々からお声がけ

を頂きました。横浜の方からも、「平山さん、やってるね」と言われ

ました。当日は、多くの方々のご臨席を賜り、温かい言葉をいただき

ました。大変嬉しかったのでニコニコさせていただきます。なお、千葉マツダの会長の大

木康司様は千葉ロータリークラブのご重鎮でいらっしゃいます。 

 実は、この竣工に相乗りして、社長就任以来９年間、１８万キロを共にしてきた愛車の

アテンザを買い換えさせていただきました。苦楽をともにした

愛車を撫でさすりながら送り出しました。新しいアテンザは、

クリーンディーゼル車で大変快調です。ディーゼルと思えない

ほど静音性が高く、リッター１５、６キロは走ります。愛車の

買い換えまで含めて、関係者の皆様のお蔭と心から感謝もうし

あげます。 

 

川島 利昭 会員：本日のカレーのご説明をさせていただきます。和

洋女子大の学生に提案していただいたカレーを、うちの料理長が若干

手を加え、出来るだけ地元の食材を使い作りました。夏野菜１０種類

を使ったココナッツ風味のカレーです。デザートは大栄町にあります

“愛娘”というサツマイモをクレープ状に巻いたものです。取り敢え

ず二ヶ月提供させていただき、今後も色んなメニューを作って行こう

という企画になっております。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは、先週のクラブ協議会では年度計画を承認し

ていただき有り難うございました。 

本日は９分区ガバナー補佐・青木様、補佐セクレタリー・片岡

様、そして国際交流センターの今来様、米ウェストプレインズロ

ータリークラブからエミー様、ようこそ、どうぞごゆっくりお楽

しみください。青木ガバナー補佐には後ほどご挨拶をいただきま

すのでよろしくお願いします。 

先週ポストインされたガバナー月信１は読んでいただきましたか？青木ガバナー補佐の
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ご挨拶もありましたが、宇佐見年度に寄せた地区研修リーダーの﨑山ＰＤＧと関口副ガバ

ナーのメッセージがあります。お二人それぞれの切口で興味深い内容です。特に関口ＰＤ

Ｇの「原点復帰」の原点は何処なんだ？は我々ロータリアン全員への問いかけであると思

います。 

私の会長としての役割は皆さんにロータリーを今まで以上に理解してもらうことと思って

います。 

ロータリー110 年の歴史の中で丁度１９９７年の平山ガバナー年度あたりからＲＩはロー

タリーの組織改革を始めました、特にここ１０年前からはそのスピードと改革内容は、え

っ？と言うくらい凄いものがあります。昨年の規定審議会にＲＩ理事会から、クラブ定款

から出席規定を外す、という提案が出されました。審議直前で取り下げをしましたが、こ

れも動きの一つです。 

そこで私のロータリーファイルにおもしろいものが在りましたので紹介します。 

先ずは、全体像を見ていただき、皆さんそれぞれが持っているロータリーを付け足してく

ださい。 

この 1 年で少しでも多くロータリーを理解してもらえる様に、この会長の時間を使ってい

きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

◇ 青木 貞雄 第９分区ガバナー補佐挨拶 

皆さんこんにちは。本年度の第９分区ガバナー補佐を仰せつ

かりました成田コスモポリタンロータリークラブの青木です。 

自己紹介：千葉県市川市にある（学）日出学園の理事長・学園

長を務めており、職業分類は学校法人です。しかし、２００４

年に退職するまでの３９年間強は日本航空(株)に在籍し、 

３年間のメキシコ支店長時代を除き、国際航空貨物輸送の主と

してマーケティング業務に従事していました。成田空港にある

貨物運送取扱関連会社、日航貨物ターミナル（現 JALCARGOサ

ービス）に異動となった翌年の１９８８年、前任者からの引継ぎで成田コスモポリタンＲ

Ｃに加入しましたので、当時の職業分類は国際貨物サービスでした。 

ロータリーにＮＯは無いと言われて受けた会長指名時、成田コスモポリタンＲＣを当面

脱退しないとの言質もとられ、日航退職後も例会出席のため週１回成田に足を運んだロー

タリー歴は、今年度で１７年目に入りました。２００４－０５年度にクラブの第１２代会

長、続いて地区社会奉仕委員を２年間、そして、昨年度地区クラブ奉仕委員長兼会員増強

委員長を務めると共に、現在、今年で３年目を迎える地区野球リーグの会長を仰せつかっ

ています。 

入会当初の数年は例会出席率の低い不良会員でしたが、競合他社に会員資格を取られる

ので身を入れて活動せよとの前任者の一喝をうけ、その後、現在まで１３年間例会無欠席

を継続中です。この変化は、前任者の一喝は勿論ですが、例会出席を通じて空港外の新し

い仲間を得ると共に成田の街を知ることが出来たこと、充実した外部卓話を通じて見識を

広めることが出来たこと、趣味を生かした野球部活動、ゴルフ等を通じて仲間の輪が広が

ったこと等に起因しますが、予定を組む際、必要不可欠な業務を除き、例会出席を優先順

位最上位に置いたことが大きいと思います。 
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設楽昨年度ガバナー補佐が採り入れた卓話が出来るロータリアン人材バンクは、例会活

性化の有効な武器と考えますので、今年も継続します。 

地区の活動方針・取組課題：成田ＲＣは、会員の数と質、出席率、ＣＬＰ導入、奉仕活

動等、全ての点で地区の模範となるクラブであり、錚錚たる面々の前でお話しできるよう

なことはありませんが、昨年１２月からの６回に亘る研修で説明を受けた宇佐見ガバナー

の考え、取組み課題等を若干説明します。 

１．漫然とした従来の活動踏襲を嫌う宇佐見ガバナーは、「原点回帰」を地区のテーマに

掲げ、原点に立ち返っての職業奉仕追及、即ち、自らの職業におけるプロとしての信頼

獲得に努めた上で、ロータリーの魅力を語ることが出来る活動の展開に向けた新たな前

進を目指し、そのための研修に重きを置いています。同時に、ロータリー活動の重要な

要素である親睦の推進に関し、仲良くすることは大切だが、「和して同ぜず」の信念に

基づく行動を求めています。 

２．地区組織をＤＬＰに沿って組替えましたが、ガバナーの考えで職業奉仕は独立した組

織とし、社会奉仕・国際奉仕等に係る奉仕プロジェクト委員会とは一線を画したのが

特徴です。地区のＤＬＰ取組みに呼応した各クラブのＣＬＰ導入を望んでいますが、

同時に、各クラブには自治権があるので強制は出来ないとしています。 

但し、従来のクラブ奉仕委員会に代わる「管理運営委員会」、及び「研修委員会、な

いしは研修委員」の設置を強く求めています。更に、ロータリー活動、特に、職業奉

仕論構築に向けた研修の強化、及びＲＬＩへの積極的参加を望んでいます。 

３．活動強化に欠かせない会員拡大については、各クラブに会員１名純増を課して、地区 

会員数２，７９０名の回復を目指します。成田ＲＣは、若手会員、女性会員等の加入

で体制は盤石ですが、引続きの会員増強に意を払っていただくようお願いします。 

ガバナーは、「向上心」を備えた人は誰でもロータリアンになる資格があるとし、会

員の質か量かの議論をする前に行動を求め、研修を通じたロータリーの理念を追及す

る向上心が満ち溢れれば、立派なロータリアン・立派なクラブが出来るとしています。 

４．今年度のその他の課題として、ポリオ撲滅、３．１１大震災被災児童支援の「希望の

風」運動、財団のグローバル及び地区補助金を活用した奉仕プロジェクト、及び地域

におけるロータリーの知名度向上に資する「Ｒｏｔａｒｙ Ｄａｙ」開催等がありま

すが、「ポリオ」撲滅については、特に焦点が当てられるのではないかと思います。 

５．最後に、今年度の特徴となる３点につき説明します。 

a) 情報研究会が地区主催となり、分区独自の活動がＩＭのみとなった現在、分区内

で唯一の会員顔合わせ・懇親の場となるＩＭの早期開催が求められ、第 9 分区は、１０

月１５日（水）に成田日航ホテルで開催します。 

b) ガバナー公式訪問の運営形式は、前年度と同様、ガバナーとの質疑となります。 

c) 地区大会は、今年度の総仕上げの場にするとのガバナーの意向で、従来の秋では

なく、来年２月２０・２１日に開催されます。 

以上で私の話は終わりますが、会員一人ひとりが活動活性化、会員増強、研修を通じた自

己研鑽と会員増強に努め、ＲＩの今年度テーマ「Ｌｉｇｈｔ ｕｐ Ｒｏｔａｒｙ」の理念

具現化を図り、皆の力で第９分区の活動を活性化させましょう。 

私の力は微力ですが、少しでも皆さんのお役にたつことが出来るよう心して活動してまい

る所存ですので、この一年間、皆様のご指導、ご協力・ご支援を宜しくお願い致します。 
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◇ 委嘱状授与 

２０１４－２０１５年度 国際ロータリー第２７９０地区  

地区諮問委員会委員   

平山 金吾 会員 

地区米山記念奨学委員会委員 

堀口 路加 会員 

 

◇ 入会式 

後藤 敦（ごとう あつし）会員  ＡＮＡクラウンプラザホテル成田 ホテル支配人 

推薦人 甲田 直弘 会員、川島 利昭 会員 

顧 問 小宮山 四郎 会員 

所属委員会  クラブ管理運営委員会  

Ｓ．Ａ．Ａ． 

職業分類  空港ホテル 

私は今、入会させていただき心から感激しております。当ホテルは２５周年という段階で

す。平成元年にオープンし、四半世紀過ぎました。ビューホテル様のように地元の皆様か

ら愛されるホテルを目指してこれからも頑張っていきたいと思っております。今後ともご

指導宜しくお願いします。 

 

◇ 委員会報告 

・クラブ広報委員会     堀口 路加 委員長 

７月２９日(火）Ｕ－シティホテルで１８時からメディア協議会がご

ざいます。出欠表を回覧しております。多数のご参加をお願い致しま

す。 

＜メディア協議会の今後の日程＞ 

１０月２１日（火）、２月１７日（火）、４月１４日（火） 

（いずれも場所はＵ－シティホテル、１８時からとなっております） 

 

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会   長原 正夫 委員長 

                    

小川賢会員より米山記念奨学へ１０万円の寄付をいただきました。 

 

 

・親睦委員会及びＳ．Ａ．Ａ．   吉田 稔 リーダー 

今後の親睦の予定です。 

８月２２日、納涼例会 屋形船 

９月１２日、夜間家族例会 ゆめ牧場 

来月から第一例会はテーブルの抽選を行いますので、皆様のご協力

をお願いします。 
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・クラブ管理運営委員会    成田 温 クラブ広報リーダー 

１．ニコニコに関して原則書いてください。 

＊プログラムに申し込みのあった時は事前に記入をお願い致し 

ます。 

  ＊急なニコニコは司会から書式をお渡ししますので記入をお願 

  い致します。 

２．委員会報告等は全てデータで事務局へ送ってください。 

３．週報の送付方法（メール、FAX）の希望を近々お聞きします。 

   ＊原則としてどちらかにしてください。（ペーパーレス化及び経費削減） 

 

◇ 幹事報告  神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・Ｒ１よりサンパウロ国際大会開催日程変更の件 6/6（土）～6/9（土） 

・奉仕ＰＪ委員会、Service Projects 2014-15 Newsletter 第１号（７月号） 

・例会変更 印西ＲＣ 7/30（土）→日航ホテル夜間 

・成田ＣＲＣ 活動計画書、週報 

・Rotaryrate 102 円 

・スペシャルオリンピック日本 千葉スマイルニュース第３９号 

・交通遺児育英会 君とつばさ第３１５号 

 

◇ 卓話 

～～～～ 顧客満足度とは ～～～～ 
川島 利昭 会員（成田ビューホテル 副総支配人） 

入会間もない私が、諸先輩の皆様方の前で卓話、大変恐縮いたします。何を話したらと

考え、先日講習で学んだ「顧客満足とは」について少しお話ができればと思います。 

現在ビューホテルグループとしては、紆余曲折はございましたが何とか自主再建をし、

本年夏さらなる上へ向かうことができました。そこで今一度原点を見直し、お客様の満足

とは？を考え少し聞きかじったことで、恐縮ではございますがお話させていただきます。 

 

＜顧客満足とは？＞ 

期待と現実が大きくちがう、期待が大きすぎた場合⇒被害者意識になる 

                        クレームです。 

期待と現実が多少ちがう、⇒不満  （20％） 

期待と現実がほぼ一緒、⇒ 満足  （70％） 

                 リピーターにならない。 

期待を現実が多少上回る、⇒喜び 

期待が現実を大幅に上回る、⇒感動 （10％） リピーターになる 

 

「期待」とは、「お店に入る前の気持ち」であり、「現実」とは、 

「お店を出た後の気持ち」。 
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「感動」とは、「現実が期待を遥かに上回ったとき」に初めて実現する 

顧客満足度であります。 

 

＜顧客ロイヤリティーと満足度＞ 

お客様の「満足」が「感動」になると顧客ロイヤルティ（顧客継続率）は 

ファンは大幅に向上するといわれております。 

 ここにいかに取り組むことができるかが重要 

 

＜優良店の共通要因＞ 

◎優良店と売上の上がらない店舗の違い 

売上の上がらない店舗                優良店 

・作業徹底が優先                      ・お客様の気持ちを優先 

・マイナス点を発見するツール     ・お客様の気持ちを確認するツール 

・ネガティブアプローチ        ・ポジティブアプローチ 

・叱るポイントを探す         ・褒めるポイントを探す 

・しなければならない感覚       ・して差し上げたい感覚 

・社員のみのミーティイング      ・スタッフも参加するミーティング 

・店長発言率 50％以上         ・店長発言率 10％以下 

・時給の為の仕事           ・お客様に喜んでもらうための仕事 

 すべては、「人」「従業員」につきると考えます。 

さらにそのためには、なにが必要なのか？ 

＜行動科学で考える従業員感動満足ＥＩＳ＞ 

           ツーストライク ワンボール 

        良いところ二つ 悪いところ一つ 

   衛生要因            動機付け要因 

①  賃金           ①達成感 

② 職場環境          ②成長感 

③ 労働時間          ③有意味感（仕事が意味あるか） 

④               ④有効感（仕事が役立つか） 

⑤               ⑤自己決定感 

⑥               ⑥人間関係 

⑦               ⑦適正評価（しっかり評価されているか） 

⑧               ⑧承認感（行動・発言を認める） 

⑨               ⑨責任感（責任を持たせもらっているか） 

 

サービスプロフィットチェーンの実現の為 

＜従業員感動満足なくして、顧客感動満足なし＞ 

書面にするとこのようなことでありますが、いかにそこに気が付くこと 

ができるかどうか？と考えます。 

 

 



 8 

ご参考までに、 

２０１４年度 ＪＣＳＩ 日本版顧客満足度指数 の資料がございます。 

サービス産業生産性協議会 サービス産業の発展を支援する会。 

２００６年「経済成長戦略」のもと発足 

２０１４年度第一回調査 ８業種の資料となります。 

 総計１２万人の回答、日本最大級の調査です。」 

 

 ＊コンビニエンスストアー 

＊シティホテル 

  当ホテルが目指すところ。 

＊ビジネスホテル 

＊飲食 

ガスト サイゼリア・ココスが有名だが？ 

マクドナルドよりモスバーガー 

＊カフェ 

＊携帯電話 

＊宅配便 

 

フロント・レストランのスタッフがいかに多くの会話ができるか？ 

いかに「おもてなし」の経営、価格競争に陥ることなく、顧客のニーズに合致したサー

ビスを継続的に提供し、「顧客」のみならず「社員」、「地域・社会」から愛される経営を

することができるか？ 

 

お時間となります。とりとめのない話で恐縮でございます。ご清聴ありがとうございま

す。 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

石橋 菊太郎、松村 里美、吉田 稔 

鈴木 信行、福田 朗、諸岡 靖彦、諸岡 正徳 

各会員 

７月１１日 クラブ管理運営委員会 

吉田 稔 会員 ７月１１日 第１回理事・役員会 
 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５ ６４ ３６ ２８ ５６．２５％ ５６．２５％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


