
 

 

  

 

  

平成３０年 ２月 ５日（月）第 1925回例会 

19：00   開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱 

会長挨拶  金 定基  会長 

祝  事  ２月  会員誕生日・結婚記念日 
夫人誕生日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 米山奨学会 終了式と歓送会の案内 

３月１０日（土） メルパルク京都にて 

② ロータリー財団より 

 確定申告用寄付金領収証 

平成 29年 7月～12月 個人寄付分 

③ 米山記念奨学会より 

確定申告用領収証 

2017年１月～12月 

普通寄付金・特別寄付金分 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  外部卓話 

 福井税務署長 伊東 秀一氏 

『分かりやすい国際課税』 

20：00 閉会点鐘 

     
 

        

平成３０年２月５日発行 

本日の例会  

平成３０年 ２月２６日（月）第 1927回例会 
坂井市丸岡包括支援センター長 山道 伊久江氏  

『 地域包括支援センター役割 』 

平成３０年 ３月 ５日（月）第 1928回例会 
職場訪問例会  ≪時間場所変更≫ 

 １１：００ 職場訪問 嶺北丸岡消防署 

 １２：００ 例会 食事あります 

 

 

平成３０年 ２月１２日（月）祝日にて休会 

平成３０年 ２月１９日（月）第 1926回例会 
ロータリーの友（２月号）解説 

担当者：未定 

２月分奨学金授与 

 

福井県内クラブ例会日・開催場所　

福井東・アオッサ3FWelAossa 福井南・繊協ビル8F大ホール

福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

勝　山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武　生・武生商工会館
若　狭・ホテルせくみ屋

敦　賀・福井銀行敦賀支店2F
鯖江北・神明苑内 * 福井水仙・福井パレスホテル
大　野・大野商工会館1F

福　井・ユアーズホテルフクイ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・リバージュアケボノ

福井西・バードグリーンホテル

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・グランユアーズフクイ
*丸岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　無印＝12:30開会　　＝19:00開会*

金 曜 日木 曜 日水 曜 日火 曜 日月 曜 日

今後の予定  

次回の例会  

ビジター受付のみ 12：00～12：30 

福井 RC 木 3/8 

福井南 RC 火 2/20,27 3/13,27 

福井あじさい RC 金 2/9 3/16 

三国 RC 金 3/2 

武生 RC 火 2/13 

鯖江 RC 金 2/9 

大野 RC 水 2/14 

 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 2/22 

 

立春が過ぎても、今年は、まだまだ寒

い日が続きます。 

車の運転等皆様お気をつけ下さい。 



  

最近、子供から若者の間でスマホ依存症・インターネット依存症と言う病気が問題にな

っています。英語の造語にファビイと言うのがあるそうです。「スマホに集中して、目の

前の人を無視する」ことを言うそうです。電話の Phone と「お高く留まって相手を無視

する」と言う意味の Snobby をつなげたものです。 

相撲の貴ノ岩関もこれが問題の発端であったそうですが。それから、テレビゲームの事を

アメリカではＮintendo と言うそうです。 

昨年の「山の日」にバス旅行で、立山に行ったというお話をさせて頂きました。徳光イ

ンターからバスに乗ったのですが、私の席の前列 4 人は金沢から乗り込んできたご家族で

した。４０代前半のご両親と中学生・小学５～６年生と思しき坊主頭の男の子でした。 

身なり、持ち物を見ても、それなりに裕福そうなご家族でした。微笑ましくて様子を見ていたのですが、バスに乗

ってしばらくすると、４人ともスマートフォンに集中です。時々ものを食べたり、短い会話は交わすのですが、ほ

とんど外も見ずにスマートフォン。その内容までは見ませんでしたが、なんとも異様な雰囲気に感じられました。

また、自宅ではどんな様子なのか、空恐ろしい感じまでしました。 

北米放射線学会に「１０代のスマホ依存症・インターネット依存症」に関する研究が報告されています。スマホ

依存症かインターネット依存症の１０代の男女１９人と、依存症のない健康な同じく１０代の１９人に対し、ＭＲ

Ｓ（ＭＲＩの一種で脳内の代謝物を測定する装置ＭＲスペクトロスコピー）を用いて、脳の機能評価を行った研究

です。結果は依存症の群にγ・アミノ酪酸（ＧＡＢＡ 脳内の神経伝達物質で抑制的に働く）の活性レベルが高か

ったという事です。また、そのレベルは依存レベルや抑うつ・不安症状と有意に関連していたという事です。この

発表を受けて、「インターネットあるいはスマホへの依存症はギャンブルやポルノへの依存症に匹敵する病態なの

かもしれない。（中略）もし我が子がスマホ中毒ではないかと心配なら、ためらわずにスマホやコンピュータの使

用を制限すべきだ。」とコメントされています。皆さんのお子様や、お孫さんはいかがでしょうか。 

 

金 定基 会長挨拶                            １月２９日（月） 

表 彰  

 大口寄付の認証式 

会長自らが表彰を受けられましたので、直前会長の私、山下から授

与せよとの幹事よりの指名でありますので、認証式を執り行いま

す。 

メジャードナーといいまして、１０，０００＄を超えた人への表彰

です。金会長ご本人と、奥様の節子様へとピンが二つ届いています。

レベル１～４があり、２５万ドルを超えるとソサイヤティとして、

財団本部で、表彰を受け経歴と肖像画が飾られます。 

この寄付は、ポリオ撲滅や、先日丸岡ＲＣでも申請したグローバル

補助金、地区補助金の資金となります。 

『感謝の辞』（管理委員会より） 

本日は、国際理解と平和という目的のため多大な支援を寄せてくだ

さった金さんそして奥様の節子さんにロータリー財団管理委員会

に代わって感謝の意をお伝えすることができ、誠に喜ばしく感じて

おります。金さんはロータリー財団プログラムのために、多額の寄

付をお寄せくださいました。このようなご寄付は多くの人々の人生

を大きく変える財団の人道的・教育的プログラムに対する金さんの

熱意とご支援の証であります。よって第１レベルの大口寄付者とな

られた金さんにささやかな感謝の品をお渡ししたいと思います。 



 外部卓話                      １月２９日（月）  

 

「おもてなし」という言葉、最近では東京オリンピックが決まった時のシーンで、身振

りも添えて「お・も・て・な・し」と言った事が一番印象に残っている方が多いと思いま

す。「おもてなし」のイメージはわかっても意味までは深く知らないことはありませんか？

まずは「おもてなし」は、もてなすの丁寧語として「お」を付けた言葉であり、又は「表

裏なし」の意味であり、表裏なく真心込めた応対をする事であり、最近は相手に対して最

高級の心配りをする事ともいえます。 

「おもてなし」をするにあたり最初にできてほしいことが３つあります。 

①目配り・・・周りを注意して、あちらこちらを見回すこと 

②気配り・・・気付く、気を配る、気配を感じること 

③心配り・・・字を見て感じると思いますが「心配」することです。 

そして、出来れば「大丈夫ですか？」と一声かけてさしあげれば「おもてなし」の心を相手も充分に感じて頂ける

と思います。又、人は何かの要望がある時は言葉の前にボディシグナルをします。たとえば寒い時には手をこすっ

てみたり、体を摩ったりし、その後「寒いですね」と言います。このシグナルをのがさない為にも目配りが一番大

切だと思います。 

特に人はだれでも認めてほしいという「認知の欲求」⇒（認めてほしい）があります。 

おもてなしの第一は「無視」しない事です。目配りが出来れば必ず気づき「無視」は無くなります。 

「おもてなし」を体で表現すると以下の５つになります。 

１、笑顔 ２、信頼の立ち方と挨拶 ３、話し方聴き方 ４、みだしなみ ５、動作になります。 

＊笑顔の上手な作り方 

笑顔ぐらい簡単に出来ると思っていませんか？実は笑顔が一番むずかしいのです。何故ならば人間が最後に出来る

様になった表情だからです。人は笑顔の人に集まります。皆さま、是非、毎日声にだして「ミッキー、ラッキー、

ハッピー」と口を大きく横に開けて笑顔の練習をしてみてください。 

＊信頼の立ち方、挨拶の仕方 

美しい立ち方をすると、好感度はもちろん信頼度も上がります。つま先から頭まで一本の線になるように胸を張っ

て立ち、手は左手を上に前に組みます。そのままの姿でお辞儀をします(お辞儀は心の鏡) 

基本は語先後礼・・・言葉が先で動作が後のほうがより丁寧で心がこもった形に見えます。又、椅子に座る時には

「失礼します」と言ってから座ると信頼度がより高くなります。 

＊話し方や聴き方で教養がわかります 

気持ちのいい話し方では３つ 

１、ゆっくり  

２、はっきり 

３、わかりやすく 

信頼の聴き方も３つ 

１、うなずく 

２、相槌をうつ 

３、繰り返す 

＊第一印象をよくするみだしなみの３つのポイント 

１、清潔感  

２、TPO に合わせる 

３、機能的 

第一印象は、変える事ができませんので十分に 

注意致しましょう 

『おもてなしの心の表し方』  接客アドバイザー 大濃 節子 様 



 
丸岡ロータリークラブ 
会員数：３５名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日 19時 00分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 委員長―下村晴夫 会報委員会 委員長―瀬野友伸 副委員長―笹埜 博 

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

委員会報告                   １月２９日（月）  

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 1 月 29日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 13,000円 514,000円 1,034,000円 

ロータリー財団 15,000円 401,100円 

米山記念奨学会 10,000円 288,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １０名 

金会長  寒さ厳しくインフルエンザはＡ・Ｂともに少し

も減ってきていません。ご自愛下さい。 

林田幹事 大濃さん今日はありがとうございます。 

ご主人とは親しくさせていただいています。 

北    大濃様 卓話ありがとうございます。 

下田   大濃節子様 卓話ありがとうございます。 

倉本   本日は大濃様 卓話ありがとうございます。 

貴女の健康をお祈りいたします。 

倉田   大濃節子様 卓話有難うございます。 

杉本   大濃様 卓話宜しくお願い致します。 

松井   大濃様 卓話よろしくお願いします。 

道木   大濃様 ご苦労様です。 

竹澤   大濃様 卓話よろしくお願いします。 

◆ロータリー財団◆   寄付者  ９名 
南  林田千之 下田 金  倉本 杉本 松井 

道木 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  ８名 
林田千之 下田 金  倉本 杉本 松井 

道木   竹澤 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

1/29 ３５ ２１ １２ ０ ２ 63.64% 

【メーキャップ】 1/29～2/5 事務局受付分 

 2/2 福井西RC 倉田 2/5分 

例会日 会員数 出 席 
ﾒｰｷｬｯ

ﾌﾟ 
欠席者 

出席免除者 

欠席 
修正出席率 

1/15 ３５ ２６ ０ ８ １ 76.47% 

 

＊その他、感じの悪い動作では 

腕を組んでいたり、 

下から上にジロジロ見たりなども 

感じが悪く思われおもてなしに 

欠ける行為になります。 

最後に一期一会の大切さを知る人が 

トップ営業の道を歩く 

（営業の智慧より 中村信仁作） 

 ●また、会えるだろうと思う油断 

 ●今度でいいやと思う甘え 

 ●後からやろうとするだらしなさ 

すべてのご縁を粗末にすることが出会いを無くしていきます。 

何故なら、また会ってもらえるほど今のお客さまは暇ではありません。 

だから一期一会を大切にし、最高のおもてなしの心で日々感動をあたえてください 

 

≪会員感想≫ 

『おもてなし』は、日本の誇れる文化です。 

人と人とが関わるコミュニケーション全てにおいて、『おもてなしの心』をもって接することが大事です。 

ロータリアンとして相応しい『人と接する上でのマナー』・『おもてなしの心』を考える良い機会になったと思い

ます。                                      （文責 倉田教信） 

 

美しい立ち姿からの心のこもったお辞儀 


