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日 
例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

・例会終了後、4 月度定例理事会を｢桃の間｣で開

催しますので、理事役員の方は出席よろしくお

願い致します。 

・・・・芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会    
曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫    

朝槻会員の御紹介で能・仕舞・謡曲の会の御案

内です。長山皐諷会五十周年の大会です。 

日時：平成28年3月26日(土)10時50～18時10分 

   平成28年3月27日(日)9時50～17時15分 

場所：大槻能楽堂 

   大阪市中央区上町 A番 7号 

   06-6761-8055 

入場料：無料 

26日(土)の午後 2時頃が最も良いそうです。是

非御鑑賞下さい。プログラムは事務局にあります。 

だただ見ているだけしかできませんでした。 

2 ケ月前に東北地方の太平洋沿岸を旅行した際

に感じた｢まだまだ復興半ばだなー。それに、資

材・人員・お金をかけるところが、ちょっとおか

しくないか？｣と感じたことを思い出しつつ、亡く

なられた多くの方々や遺族の方々に、心からお悔

やみの心を届けたいと思います。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 3 月 18 日 第 1583 回例会 
水と衛生月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((3333 月月月月 25252525 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢我等の生業我等の生業我等の生業我等の生業｣｣｣｣♪♪♪♪    
････卓話卓話卓話卓話    
｢｢｢｢なぜ日本のラグビーは急に世界に通じたのか？」なぜ日本のラグビーは急に世界に通じたのか？」なぜ日本のラグビーは急に世界に通じたのか？」なぜ日本のラグビーは急に世界に通じたのか？」    
株式会社パフォーマンスアカデミー代表株式会社パフォーマンスアカデミー代表株式会社パフォーマンスアカデミー代表株式会社パフォーマンスアカデミー代表    
天理大学ラグビー部ストレングスコーチ天理大学ラグビー部ストレングスコーチ天理大学ラグビー部ストレングスコーチ天理大学ラグビー部ストレングスコーチ    
啓光学園高校ラグビー部啓光学園高校ラグビー部啓光学園高校ラグビー部啓光学園高校ラグビー部 BKBKBKBK コーチコーチコーチコーチ    全国全国全国全国 3333 連覇連覇連覇連覇    
トップリーグの選手のパーソナルトレーナートップリーグの選手のパーソナルトレーナートップリーグの選手のパーソナルトレーナートップリーグの選手のパーソナルトレーナー    

山下山下山下山下    大輔大輔大輔大輔氏氏氏氏    
((((久保久保久保久保    友志郎友志郎友志郎友志郎会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    中田章中田章中田章中田章「「「「早春賦早春賦早春賦早春賦」」」」    

2012012012015555－－－－2012012012016666 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか        ４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the world    

世界へのプレゼントになろ世界へのプレゼントになろ世界へのプレゼントになろ世界へのプレゼントになろうううう    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

本日は、3 月 11 日、あの忌まわしい｢東日本大

震災｣から 5年経ちます。5年前の 3月 11日も金

曜日でした。その時の卓話が、どなたの紹介かは

失念しましたが、気象庁かその関係の専門家の方

が来られて、爆弾低気圧のお話と共に、津波のお

話をされたことを覚えております。 

普通の水の流れなら、ひざの高さぐらいの水で

あれば平気で歩けるものを、津波となると成人で

もひっくり返って波にさらわれるほど、強いエネ

ルギーを持っている恐ろしいものであると。とい

うようなお話を聞き(へぇ～～、そういうもんなん

や！！津波って恐いんやな～～。)と思いながら事

務所に戻り、3 時半に来所予定のお客様をお迎え

しようとお待ちしていた矢先、人生初のめまいに

襲われたと思い、動揺している私の部屋に｢所長！

地震です！｣とスタッフが入って来ました。体の不

調では無かったことに一安心したものの、外へ出

てみると電線が大きく揺らいでおりましたが、そ

れほどたいそうな地震とはその時思わず、時間ど

おりに来られたお客様と話をしておりました。 

お客様が帰られてから、ニュースによると、震

源地は遠く離れた宮城県沖であり、非常に大きな

地震であったことを知り、近くの喫茶店のテレビ、

帰宅後は自宅でのテレビで甚大な被害の様子をた

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン｣♪｣♪｣♪｣♪    

････広報委員会担当広報委員会担当広報委員会担当広報委員会担当卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢広報と広報と広報と広報と My RotaryMy RotaryMy RotaryMy Rotary｣｣｣｣    

国際ロータリー第国際ロータリー第国際ロータリー第国際ロータリー第 2660266026602660 地区地区地区地区    

広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長                栗原栗原栗原栗原    大氏大氏大氏大氏    

((((大阪フレンド大阪フレンド大阪フレンド大阪フレンド RRRRCCCC))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    バッハバッハバッハバッハ「「「「GGGG 線上のアリア線上のアリア線上のアリア線上のアリア」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    同好会同好会同好会同好会報告報告報告報告    ――――    



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 0名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  10名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  23名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  3名 

<3 月 11 日の出席率 90.00％>  

Make up を含む 2/19 の出席率 96.15％ 

犬伏・・・松田さん、いつもシャンパンの差入れ

有難う御在居ます。 

木村・・・何もありませんが！ 

小林・・・先週欠席のおわび。 

松田・・・あの日から 5年。本日、卓話よろしく

お願い申し上げます。 

中村(不)・3.11 から 5 年経ちました。復興を祈り

ます。松田さん、卓話楽しみにしてい

ます。 

西尾・・・震災復興祈念します。松田さんの卓話

楽しみです。 

岡田・・・4/16(土)大手前 RCゴルフコンペです。 

岡本・・・松田さん、卓話楽しみです。今週、次

年度委員会にご出席の皆様ごくろうさ

までした。 

佐々木(宏)・いつも欠席ばかりで申訳ありません。 

佐々木(裕)・松田さんが卓話なので。 

瀬尾・・・松田さん、卓話お願いします。 

曽我部・・企業創立記念のお祝いをいただいて。 

山本・・・松田さん、卓話宜しく。楽しみです。 

｢｢｢｢125125125125 年の伝統を紡いできた年の伝統を紡いできた年の伝統を紡いできた年の伝統を紡いできた Made in Made in Made in Made in 
JapanJapanJapanJapan のホテルとしての矜持のホテルとしての矜持のホテルとしての矜持のホテルとしての矜持    
    ～～～～100100100100－－－－1111＝＝＝＝0000 のおもてなしの心～のおもてなしの心～のおもてなしの心～のおもてなしの心～｣｣｣｣    

松田松田松田松田    喜則喜則喜則喜則会員会員会員会員    

１．帝国ホテルの歴史と発祥のおもてなし 

帝国ホテルは、明治 23年 1890年 11 月 3日

に井上馨、渋沢栄一といった明治の政財界の

要人が発起人となり開業。 

125 年の歴史があるホテルゆえ、ホテルとし

て初めて導入したサービスが沢山あります。 

・バイキング 

1958 年(昭和 33 年)、北欧のスモーガスボ

ードという料理を日本に初めて持ち込み、

当時映画館で上映されていたカーク・ダグ

ラス主演の映画｢バイキング｣から命名。 

・ホテルウエディング 

関東大震災で全ての神社仏閣が崩壊し、ホ

テルの中で挙式も披露宴もすべて行う方式

を実施した。 

・アーケード 

大正 11 年ライト館ソフトオープン時にホ

テル内に｢街｣を作った。 

そのほか、ランドリー、ホテル内郵便局、ク

リスマスパーティー、サービス料などがあり

ます。 

２．帝国ホテルの今 

企業理念 帝国ホテルは創業の精神を継ぐ日

本の代表ホテルであり国際的ベストホテルを

目指す企業として、最も優れたサービスと商

品を提供することにより、国際社会の発展と

人々の豊かでゆとりある生活と文化の向上に

貢献する。 

行動基準 

従業員は、社会人としての基本｢挨拶 清潔 

身だしなみ｣、ホテルスタッフとしての基本

｢感謝 気配り 謙虚｣、帝国ホテルスタッ

フとしての基本｢知識 創意 挑戦｣以上 9

つを行動基準として胸に刻み業務にあたっ

ている。 

さすが帝国ホテル推進活動 

お客様の評価は｢さすが｣か｢ともあろうも

のが｣に二分される。常に｢さすが｣といわれ

ることを目標に表彰制度を 1999 年に導入

した。 

100－1＝0 ホテルのサービスは一つでは成

立せず、幾つものサービスの連鎖。その一

つでもよくないサービスがあると、お客様

からの評価は 0点になってしまう。それを

示したのがこの数式です。 

帝国ホテルは 125年、帝国ホテル大阪は 3月 15

日で 20 年です。今後ともよろしくお願い申し上

げます。 

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて
いただきました。必要な方は、幹事までお問合せいただきました。必要な方は、幹事までお問合せいただきました。必要な方は、幹事までお問合せいただきました。必要な方は、幹事までお問合せ
下さい。下さい。下さい。下さい。    

会長エレクト会長エレクト会長エレクト会長エレクト    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    
 3月 12日(土)大阪国際会議場に於いて、｢会長エ

レクト研修セミナー(PETS)・懇親会｣が開催され

た。 

次年度 RI 会長のジョン・ジャーム氏のテーマ

｢人類に奉仕するロータリー｣について方針説明が

あった。『｢人類の奉仕｣という大きな目標に向け、

リーダーシップを持ちうる会員を増やし、ポリオ

撲滅をはじめ｢世界でよいことをする｣ため伝統を

継承しよう。限界はない。』という内容である。 

それに続き 2660 地区松本ガバナーエレクトよ

り地区方針の説明があった。 

そのあと IM 別に郡次年度ガバナー補佐が中心

に意見交換会が行われたが、会議テーブルの並び

方そして会場内他テーブルの話し声などが障害と

なり、ほとんど聞き取ることができなかった。 

その後懇親会が開催されたが、本会議よりその

会の方が意見交換もでき、よかったと思う。 

 

 

 

 

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥44441111,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,444444444444,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    ――――    PETSPETSPETSPETS 報報報報告告告告    ――――    


