
 
 
 
 
 
 
 

第 1594 回例会 

平成 21 年 11 月 16 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．ゲスト紹介   

元 JAL 客室乗務員 得津 美恵子 様 

４．出席報告 

会員総数 67 名 出席者数 45 名 

   出席率 68.18％ 前回修正出席率 75.76％ 

 

５．会長スピーチ     会長 花畑 重靖君 

みなさんこんにちは。

元 JAL 客室乗務員の得

津美恵子様、ようこそ

ゲスト卓話にお越し下

さいました。 
ニコニコボックスに

ついて、お話させてい

ただきます。これは、

会員の喜び事、祝い事、

あるいはちょっとした

しくじりに対して、会

員が自発的に拠金をするもので、別に何の規定も文献

もあるわけではありません。要するに、ニコニコ箱の

名が示すとおり、拠金する会員もニコニコしながら拠

出し、集まったお金はクラブの奉仕活動などに使用し

ます。金額については、善意のお金ですから、幾らで

も良いのですが、大体 1,000 円単位です。喜びの大き

い時は、相当、多額のニコニコもありますが、多くの

人からいろいろの理由で何回も入れて貰うのが、ニコ

ニコボックスの本来の姿といえましょう。ニコニコボ

ックスのお金はクラブが行う社会奉仕とか、国際奉仕

とかの活動資金に当てられます。 
これは会費で賄われる一般経費とは別の扱いとな

っています。それから会員同士の親睦のため、観劇と

かクリスマスパーティ、親睦旅行等に特別会費があり

ますが、参加は任意です。会員だけでなく、ご家族を

同伴するよう勧められています。これらの余剰金も繰

り入れるとよいでしょう。 

当クラブでは、 
会員お誕生日      5,000 円 
奥さんお誕生日     5,000 円 
ご結婚祝い       5,000 円 
100%出席        3,000 円 

のニコニコそれに対して、2／3 のお祝いを出してい

ます。また、その他のお祝い事などあれば、会員さん

が自発的にお知らせ下さるようにお願い致します。 
上記の分を込め、年間で一人平均 30,000 円、総額

2,000,000 円の予算を計上しています。 
ニコニコは、S.A.A（会場監督）が担当しますが、

S.A.A は各クラブには勿論、国際大会、国際協議会、

地区大会、地区協議会等にもあります。クラブ役員の

一人で、例会の準備、進行、秩序維持等に周到な配慮

を行ってこれを監督します。要するにその任務とする

ことは、例会の円滑な運営と例会を明るく楽しいもの

にすることにあります。 
新会員は、親睦活動委員会に所属することが多いよ

うです。それは、ロータリー発足の原点でもある早く

多くの人々と知り合いとなって親睦を深めるように

との配慮からです。親睦活動委員の任務については、

クラブ細則に示されていますが、新会員はまず例会定

刻より早めに会場に来て、親睦活動委員長や、古参の

親睦活動委員と共に例会場の受付で、来訪者を笑顔で

迎えることから始めていただきたいと思います。そう

することによって、クラブの会員との親睦や、未知の

他のクラブ会員との友好が次第に深められます。 
 
６．幹事報告         幹事 寺下 卓君 
○例会臨時変更のお知らせ 
新宮 RC 

11 月 18 日(水)→11 月 18 日(水) 7：00～ 
速玉大社境内「早朝清掃例会」 

那智勝浦 RC 
11 月 19 日(木)→11 月 22 日(日) 9：00～ 

勝浦体育センター 
（第 12 回くろしお少年剣道大会のため） 

 有田 RC 
  11 月 26 日(木)→11 月 26 日(木) 12：30～ 

橘家（例会）→和歌山アイコム 
（ローテーションデー） 
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７．ゲスト卓話 
元 JAL 客室乗務員 得津 美恵子 様 

研修を受ける意味は、

「研修は自分が輝くた

めのものです」 
・マナーの意義 
 一期一会（24 時間） 
・企業人  

JAL 入社の訓練、訓

練内容は「上司からの

指摘 常に緊張があ

る」会社という代名詞

がつきます。人として

輝くことです。スタイル、容姿に関係なく、360 度見

られていることを意識します。 
・コミュニケーション力の重要性 

①挨拶 相手の顔を見て（心を開く） 

②表情 笑顔 

    姿勢 

③言葉 敬語 

小説を読むことで想像力が豊になる 

④身だしなみ 

 おしゃれと身だしなみの違い 

 流行を追わない ＴＰＯ 

⑤立ち居振る舞い（所作）人の所作にはその人の内

面、つまり「心」が現れる。 

 
講師プロフィール 
・元日本航空国際線客室乗務員 
・リビングカルチャー倶楽部フォルテ教室 講師 
・作家活動（エッセイ受賞、小説、奨励賞受賞） 
 小説連載 
（ニュース和歌山、南紀州熊野新聞、ブログ） 

・華道 嵯峨御流 師範 
・着物コンサルタント 
過去の実績 
・和歌山弁護士会（弁護士、事務員） 
・小、中学校 図書担当者 
・和歌山公文教室 教師 
・カメラの西本 社員研修 
・全日本通運 
・和歌山県観光振興課 接遇研修 

（国民宿舎 紀伊見荘職員） 
・ノウキョウー食品工業 社員研修 

 

８．閉会点鐘 

 
次回例会 第 1595 回例会：21 年 11 月 30 日(月) 

        海南商工会議所 ４F 12：30～ 
ゲスト卓話  

「経済と景気について」打垣内 尚雄 様 
 
 
 
 

 
 
 
○一般ニコニコ 

花畑 重靖君  得津美恵子様、ようこそゲスト卓話

にお越し下さいました。 

名手 広之君  得津さん、本日、よろしくお願いし

ます。 

三木 正博君  雨の被害の後、自治会で廻りました。 

塩崎 博司君  先週金曜、木地さんにお世話になり

ました。 

寺下  卓君  得津様、本日卓話ありがとうござい

ます。先週、山畑さん、宮田敬之佑

さん、お世話になりました。 

中村 雅行君  得津さんお忙しい中、本日はありが

とうございました。 

 

 
 
 
 
 

ロータリー財団国際親善奨学金 
 
ロータリー財団国際親善奨学金は、ロータリー財団

の最も古く、よく知られているプログラムで、1947
年に創設されまし

た。今日では、民

間団体が提供する

海外留学奨学金と

しては、世界最大

のものとなってい

ます。 
 世界中の会員か

らの寄付は、今日

の国際親善奨学生が、明日の地域社会と国際社会のリ

ーダーとして育っていく、という信念を表しています。

ロータリー財団国際親善奨学金の目的は、異なる国や

地域の人々の間に理解と友好関

係を推進することです。 
このプログラムは大学学部生や

大学院生のほか、職業関連の研

究を希望する有資格の専門職業

者を対象に、数種の奨学金を提

供しています。 
 留学中、奨学生は国際親善使

節としての役割を果たし、ロータ

リークラブやその他の団体で、母

国に関するスピーチや発表を行

います。帰国後、留学中の体験談

をロータリークラブの会員やそのほかの人々に話し

ます。 
 それぞれの地区で扱っている奨学金の種類や、申

請日、試験日などが地区によって異なりますが、各

種の国際親善学生の奨学金制度があります。 

緒方貞子さんは

日本人女性で初

めての財団奨学

生です

会報・ＩＴ委員会    委員長：岩井 克次  副委員長：上野山 雅也  委員：岸 友子、金川 龍一、大谷 徹、三木 正博


