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鴻巣市商工会青年部 キャラバン 

 

第 18 回こうのす花火大会とチャリティーゴルフ

大会の協賛依頼のキャンペーンに商工会青年

部の役員の皆さんがキャラバンを行いました。 

会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは。6 月に入り

梅雨入りで月曜は一日強い雨、

昨日は曇りでした。温度差も激

しく体調に気を付けて下さい。 

さて、本日は遠方より奄美ロ

ータリークラブの福永健一会長

様、保 南郎 SAAの先輩が当クラブにMUで御

越し頂きました。昨日はレストランときにて会員

16 名のご参加の下、歓迎会を実施致しました。

今後とも仲良く当クラブと姉妹、強力クラブに向

けて進展したく思います。既に当クラブより奄美

RCへは 3回MUで訪問しています。これからも

人的交流を深め姉妹クラブの締結を早期に目

指したいと次年度会長エレクトの田邊副会長の

方針が有りました。 

本日は 2018～2019 年度の寺西年度のホー

ム例会最後です。6/19 と 6/26 は移動例会とな

ります。会長挨拶も時には時事問題を取り上げ、

主に私が保険営業のため、経済情報を中心とし

て皆様にお話し、情報提供を行ってきました。

なかなかテーマを絞り、皆様に提供する機会を

得られる事は大事で、且つ責任の重い作業で

した。 

本年 7月には参議院選挙があります。その後

10月 1日から消費税の増税で税率が 10%になり

ます。これは国際公約ですので余程の事がな

い限り実施の予定です。増税に伴い軽減税率

の説明会が全国の税務署で一斉に開催されま

す。期日は 8月 27～29日です。経営者や経理

担当者、営業の方も参加される様にお勧めしま

す。 

健康問題で本日お話しするのは入浴の大切

さです。日本人は江戸時代中期頃より銭湯を通

して毎日暑い湯に入る習慣を築いてきました。

最近は自宅の内湯だけでなく郊外のスーパー

銭湯も大いに繁盛し、数が増えています。体の

汚れや皮脂を取り除く目的だけならシャワー等

で済ませる若者も多くなりましたが、やはり熱い

お風呂に入浴して心身の疲れを癒し、リラックス

するのが一日の締めとして有効です。お湯に入

る事で交換神経と副交感神経を緩めゆっくりと

睡眠誘導できるのが宜しいかと思います。温泉

は世界中ありますが、主に毎日湯に入る習慣を

持つ国民は日本人だけです。その行いが長寿

を支えているのではないかと想像します。今後

共この様な素晴らしい習慣を継続し、孫子の代

に引き継ぎましょう。 

幹事報告 木下純一 副幹事 

(1) 6 月 5 日理事会で蓮江会

員の退会が承認されまし

た。 

(2) 6 月 11 日奄美 RC の福永

会長と保様歓迎会、IM 実

行委員会打ち上げを 18時

半より和風レストランときで開催致しました。 

(3) 6月 19日 3年未満の会員主催の炉辺会議

が開催されます。新しい会員との交流を深

めるため、ぜひご参加ください。 

(4) 6月 25日親睦ボウリング大会 

(5) 6月 26日親睦ゴルフ大会（吉見ゴルフ場） 

(6) 6月 26日最終例会和風レストランとき 

18時受付 18時半点鐘 
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外来卓話 奄美 RC会長 福永健一 様 

「職業奉仕について」 

「奉仕の心こそがロータリ

ーの職業奉仕の原点である」。

「職業奉仕とは・・と、尋ねられ

ると、わかり辛いと大方のロー

タリアンが答えます。職業奉仕

は、いつも個々の事業の身近に発生しています。

ただ、気付いていないだけです。“四つのテス

ト”をベースにプラス 1で“相手に喜んでもらえた

かどうか”が大切です。喜んでもらえたかどうか

が奉仕です。職業そのものは、自分のものであ

り、自分を豊かにするものである。ロータリーに

職業奉仕がある以上は、自己の職業のスキルを

磨き、相手に喜ばれることをして、自己の職業

が地域社会・国際社会に貢献できる職業でなけ

ればならない。常に利他の心を持って自己の生

活の安定を確保していくべきではないでしょう

か。 

私の究極の職業奉仕は「自分の都合で仕事

をするな！相手の気持ちになれ！」本物にこだ

わる。その心が育まれるところにある。養われる

ことである。私の職業奉仕は、飲食店（焼肉店）

です。 

1.よりおいしく正確に提供（食材の供給） 

2.清潔な空間を提供 

（整理、整頓、清掃、躾、修理・修繕・・清潔） 

3.安全であり、安心できる信頼を提供 

以上 3 点を基本に正確に提供できるよう実践し

ています。相手の心を読む、相手の立場に立っ

て思いやる気持ち、相手が今、どうしてほしいか

気付いて差し上げる読解力こそが真のサービス

であり、心の奉仕である。お客様と働いている従

業員の心が一緒になってはじめてよいサービス

といえる。衛生管理、品質管理、健康管理の 3

つの管理を同時に実践してきた結果、平成 25

年厚生労働大臣賞（優良施設部門）を受賞しま

した。 

「いかに安く売るか」から、「いかに高く売る

か」の時代へサービスも進化、変化、真価が問

われる方向へ。時代の流れを見極めることがサ

ービスをする人にとって一番大事なことです。高

く売るためには、価格を上げるのでなく、お客様

の満足感を満たしてあげるとお客様は高いお金

を払っても高いと感じません。 

仕事をするにおいて、相手(顧客)を思いやる

心で実践することが奉仕でありサービスであると

確信しています。 思いやる心を育むところが

個々の職場であり例会です。 

 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

 
本日 修正 

 6月 12日 6月 5日 5月 22日 

 1292回 1291回 1290回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 32 33 

出 席 数 18 20 23 

欠 席 数 14 12 10 

例会出席率 56.25％ 62.50％ 69.70％ 

Ｍ Ｕ 数 10 7 3 

合計出席数 28 27 26 

出 席 率 87.5％ 84.38％ 78.79％ 

赤文字は修正 
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スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

 

前回までの合計 652,392 円
本 日 の 合 計 34,500 円
次回繰越金合計 686,892 円  

 

今後の活動予定 

 

個人スマイル 

山口光男 会員  ドイツハンブルグに行ってきました。 

お土産皆様で食べてください。本日桶川

ロータリーに行きますので、早退します。 

福永健一 奄美ロータリークラブ 会長 

鴻巣水曜ロータリーの皆さんこんにちは。

先日から午前中にかけて、大変お世話に

なりました。例会も楽しませてください。そ

して、言うまでもなくたくさんの交流を深

め、友好・姉妹へとつないでいきたいで

す。これからもよろしくお願いします。 

会員スマイル 

津田健三会員・宮城仁会員・小畑正勝会員・加藤勉会

員・山口光男会員・間室照雄・松本安永会員･井上脩士

会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員･田邊聖会員・寺西

修身会員・細野潤一会員・木下純一会員・宮内たけし会

員・松村豪一会員・星野光生会員 

6月 19日

（水） 

第 1293回移動例会 

炉辺会議  入会 3年以下の会

員による企画「居酒屋親睦例

会」 会場：川里「八彦」 

18：30 点鐘 

6月 26日

（水） 

第 1294回移動例会 

最終例会 会場：和風レストラン

とき  18：00受付 18：30点鐘 

  

7月 3日

（水） 

第 1294回通常例会 

結婚誕生祝い 

新年度指針発表 

クラブフォーラム 

広報・雑誌 

7月 10日

（水） 

第 1295回通常例会 

クラブフォーラム 

7月 17日

（水） 

第 1296回通常例会 

ガバナー補佐来訪 

花チャリティ 

7月 24日

（水） 
休会 

7月 31日

（水） 

第 1297回移動例会 

暑気払い 

8月 7日

（水） 

第 1298回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話 

8月 14日

（水） 
休会 

クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 石井洙光  中島安啓  星野光生 

松本安永  井上脩士 


