
今日の歌♪ 

 「奉仕の理想」 

我等の生業 

さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦 

（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

今後の予定 

２月：世界理解月間 

●12:40開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●国歌斉唱 

●ロータリーソング 

  「奉仕の理想」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告他 

●3分間スピーチ 山本正夫会員 

●卓話「世界理解月間に因んで」 

   藤原和彦 国際奉仕委員長 

●その他 

  ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０閉会の点鐘  

●本日の会合 

 ＜定例理事会＞ 

 高島、原田、畠仲、川島、今西 

 北川、山口(伊)、藤原、多田、重田 

 中村、上山、西田 
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月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

２ 

13 平尾 会員 

20 今中 会員 

２7 林（宏）会員 

3 

6 小林 会員 

13 岩本 会員 

20 春分の日 

27 原  会員 

原点回帰～ロータリーのきずなとともに
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おめでとうございます！ 

２月２月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

 中西庸夫会員（H6年） 

 木﨑信也会員（H19年) 

 

 

２月２月  祝お誕生日祝お誕生日  

 日野守之会員（５日) 

西田英夫会員（15日） 

足立恒雄会員(20日) 

川島吉博会員(22日) 

南  武  会員(24日) 

重田惠年会員(25日) 

  

２月の花「辛夷 （コブシ）」 

 花言葉：友情・自然の愛・友愛・信頼・歓迎 

和名はつぼみが握りこぶしのような形をしているところか

ら、「コブシ（辛夷、または拳）」と名づけられました。（秋に

実るゴツゴツした果実がにぎりこぶしのようだからとの説も

あります）。また果実が田植えの時期に咲くことから別名

「タウチザクラ（田打ち桜）」とも呼ばれます。 

2/13 

（水） 

・卓話 

 「自動車のなぜ??」 

 南 武 会員 

・被選理事会 

2/20 

（水） 

・卓話  

 中谷賀久会員 

 

2/27 

（水） 

・卓話 

  

3/6 

（水） 

・卓話 「識字率向上 

 に因んで」  

 多田利生委員長 

・定例理事会 

第１８５０回例会プログラム 
２０１３年２月６日（水） くずはゴルフ場 
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                              『原点回帰』 

 当例会場での例会は、ガバナー公式訪問

第３組IMと行事が続き久しぶりですが、皆様

方の御協力を頂き、公的行事が無事終了しま

したこと嬉しく思い感謝申しあげます。 

 次にGSE受け入れについて、ドイツより４月7

日～13日の一週間、５名が来阪されるので、

そのうち１名を当クラブが１日お世話をするこ

とになり、國田欣吾委員長のお力を頂戴する

こととなりました。 

 GSEとは研究グループ交換（Group Study 

Exchange =G.S.E）言います、。異なる国に所

属する２つの地区で、4週間ないし6週間、研

究グループを交換するロータリー財団の教育

的プログラムの一つで、1965年（昭和40年）に

始まり、訪問国の多くの人々と話し合い、各種

施設、経済及び生活様式について学び、自

己の専門職業を視察し、友情を深め、地域社

会の指導者とアイディアを交換し、国際理解

の増進に寄与しようとするものです。 

 地区組織の「ロータリー財団部門」の中に、

「研究グループ交換（G.S.E.）委員会」が設置

され、交換相手の地区と受け入れ及び派遣

計画の調整などに当たっています。 

 受け入れは、全クラブが協力分担して行い、

派遣グループのメンバーは、地区内ロータ

リーアンが推薦した候補者の中から、地区で

選考します。 

 交換グループは、ロータリーアン以外の若

い事業または専門職種に携わる人々のグ

ループ（ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰとして1名のロータリーｱﾝ

を含め計5名）で、交換相手地区は、毎回変

わります。地区は全員男性、全員女性、男女

混成のチーム構成を選ぶことができます。 

 メンバ-の資格は 

１）25才以上の青年で２年間以上事業又は専 

 門職務に雇用された人 

２）当地区に在住又は職業に従事する人 

３）ロータリーアン家族の１親等・２親等は除く 

４）英語か派遣地区外国語の日常会話が出 

 来る人 

５）常識的知識人であること 

６）健康であること 

７）所属企業の了承を得ること 

 

 ロータリー財団は派遣地区と受入れ地区間

のエコノミークラス往復航空運賃を支払い、受

入れ地区は、訪問チームの食事と宿泊及び

研究プログラムに要する旅費を負担します。 

 交換地区、条件等については調整検討され

ますので、参加希望がある場合は当クラブか

らも推薦しますからお申し出くださるようお願

いいたします。   

会長の時間 

     粟津直晶 会員           

おめでとうございます 

<表彰> ロータリー財団 PHF 

 

 

 

 

 

 

PHF（ポールハリスフェロー）とは― 

次プログラム基金、ポリオ・プラス、人道的補助

金プログラムへ1,000ドル以上を寄付した人、ま

たは、ある人の名義で同額以上の寄付が行わ

れた場合、その名義人は、ポール・ハリス・フェ

ローとなることができます。新しくポール・ハリス・

フェローとなった方には認証状と襟ピンが贈呈

されます。 
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☆「私のきずな」   第２０回          重田 惠年 会員  

 

 私がくずはロータリークラブに南会員に紹介していただき、入会させていただいてから早や、 

12年目になります。今ではたくさんのロータリー仲間ができ例会場でのなにげない雑談やゴルフ旅行、親睦

旅行と楽しい人生を送っています。会社も起業してから25年目になります。地域とのかかわりは、地元で新築

で質のいい住宅をと思い、それをモットーに提供してまいりました。今では、飛鳥さん飛鳥さんと呼ばれすっか

り地元に根付いているように思います。自分のロータリー活動また、仕事についても家族の支え、理解また絆

があってこそだと思っております。今後とも会員諸兄におかれましては末長く一層のお付き

合いの程よろしくお願いいたします。 

   オレンジのバラ 花言葉：絆 

卓  話 

○ドンキホーテの「思わず買ってしまう」 

 そそるフレーズとは？ 

 「この商品は来週から値上げします」 

 このフレーズにより消費者の今買う理由を見

つけやすくし、消費者は掘り出し物に遭遇し

て「次来た時はないかも」と納得して財布を開

くわけです。また、ギュウギュウ詰めの「圧縮

陳列」はショッピングの楽しみを生み出すと同

時に賑わっている感をキープし、ジグザグ状

に交差している通路は目的の商品までに

色々な商品を見てもらい購入に結び付けるの

です。 

 

○松屋の券売機に秘められたオドロキの秘密 

 とは？ 

 券売機と連動したモニター画面があり、お

客様からチケットを受け取るよりも早く注文内

容の商品を作り始める事ができる。 

 提供までに要する時間が他のチェーン店よ

り早いと言われています。数秒であっても、24

時間365日の営業においてはこの積み重ね

が大きくなります。 

○はとバスの復活劇を生み出したお客様 

 第一主義とは？ 

社長が一番下、現場の運転手が一番上に来る

ように組織図の頂点と底辺を入れ替えた。 

 お客様が頂点であると考え、そのお客様と

日々接している現場の運転手を大切にしなけ

ればならないと改善しました。この意識を徹底

するために組織図を逆三角形に置き換えたと

ころ一年で黒字化、4年間で借金解消というV

字回復をしました。 

 

○サムスンの世界規模のブランディングとは？ 

 世界中の主要空港での広告 

 世界の主要な空港、また空港から市街地へ

向う高速道路沿い、繁華街、スタジアム、さらに

は鉄道やバスといった公共の乗り物まで同社

の広告は「国際的に人の集まる場所」に集中し

ている。 近ではただ掲げる看板だけでなく、

羽田空港内ではサムスンの広告の下に、携帯

の無料充電機があります。充電中はその場に

とどまっているのでずっとサムスンの文字を見

続けることになるのです。 

「人のふり見て我が社の気づき」    源本将人 会員 



○本日の配布物 

①２月６日週報 

②ﾛｰﾀﾘｰの友2月号 

③卓話資料(藤原委員長) 

④ﾛｰﾀﾘｰ財団確定申告用寄付金領収書および税額控 

 除に係る証明書の写し(対象者のみ） 

⑤米山奨学確定申告用寄付金領収書および税額控除 

 に係る証明書の写し（対象者のみ） 

○本日の回覧物 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信2月号 

○地区行事等出席報告 

1/31韓国ｿｳﾙ南山RC2011－2012年度RI3650地区 

   ｶﾞﾊﾞﾅｰとの打ち合わせ会          初木 

2/2 地区職業奉仕委員会            國田 

○地区行事等出席予定  

2/12FVP補助金管理セミナー打合せ      初木 

2/19第3回ＩＭ3組幹事会              畠仲         

2/23FVP補助金管理セミナー   

2/24米山修了生歓送会               橘 

3/9 職業奉仕正副委員長会議         中村 

3/9 社会奉仕委員長会議             

3/16 国際奉仕・WCS委員長会議     
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第１８４９回例会出席報告（１月３０日） 

総会員数 出席者 出席率 

５4名  ３７名 72.55％ 

第１８４６回 例会補正後 出席率 86.79％ 

   メーク 5名  欠席 7名  除外 1名 

 

第2回情報集会のご案内 

 ・日  時 ： ２０１３年２月２０日（水） 

          開会１８：３０～ 

 ・場  所 ： ひらかた仙亭       

 ・内  容 ： 地区活動状況について報告と解説 

                    初木賢司 地区社会奉仕委員長 

          國田欣吾 地区職業奉仕委員 

 ・会  費 ： ５，０００円 

 ・締切り日 ： 2013年2月１3日(水)          

 

２０１２～１３年度ＲＩ２６６０地区第３組 

インターシティミーティング 

「奉仕の心でつなぐ平和の世界」 

       ２０１３．１．２６（土） 於：メセナひらかた 

 

   

 2012年2月～2013年1月に入会された新会員紹介 

講師 金美齢氏       会議後の懇親会 


