
                

 

 

 

 

 

 

【2020-21 年度 地区方針】ためになる魅力あるロータリー～自分を磨き品格とクラブの魅力を高めよう〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   例 会 報 告     

 開会点鐘  伊藤 稔会長  

 司  会   鹿島 義久会場監督 

 合  唱   「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 朝倉 和信親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

11・12月 プログラム名 

 11月 24日 休 会 

第 1例会 12月 1日 

年次総会 会員お祝い 

卓話 島 利夫会員 

理事役員会 

出 席 報 告 川口 禮敬出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42 名 38 名 

4 名 

対象外 

（4） 

100％ 

欠 7 名 

対象外 

（3） 

MU1 名 

 

90％ 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員   小林 敏伸会員   

長谷川俊雄会員 小島 満 会員 

ニコニココーナー 佐川 陽子会場監督(補) 

伊藤 稔会長・長戸 隆彦幹事：齊藤会員、入会卓話

よろしくお願い致します。楽しみにしていま

す。 

萩原 ひとみ会員：本日は齊藤かおりさん入会卓話あ

りがとうございます。前回久しぶりにお仕

事を頼めて以来で、未だにお互いに大変

厳しいときですが、一緒に頑張りたいで

す。今日の卓話楽しみにしております。 

伊藤 伊藤 文治会員：齊藤さん卓話ありがとうございます。 

中山 中山 武夫会員：齊藤かおりさん入会卓話ご苦労様で

す。  

廣山 宗一会員：齊藤かおり会員の卓話ご苦労様で

す。よろしく。 

鹿島 義久会員：本日は会員卓話齊藤かおり会員よ

ろしくお願い致します。栗原茂昭会員大戸

神社の菊花展上位入選おめでとう。 

稲冨 正行会員：齊藤さんの卓話楽しみにしていま

す。今月の誕生日で 54歳になります。皆

様に感謝いたします。 

片岡 英之会員：齊藤かおり会員の卓話楽しみです。

おもてなしのプロからどのようなお話を聞

けるのかワクワクしています。 

小丸 日出夫会員：先々週より白内障の手術をしてお

りました。おかげ様で両眼での視力が 1.0

ぐらいに戻り、免許更新時の眼鏡使用は

なくなりました。 

内藤 幸彦会員：齊藤会員入会卓話楽しみです。コロ

ナ禍でもよく出席されていて大変とは思い

ますがご苦労様です。ご活躍期待しており

ます。 
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川口 禮敬会員：齊藤かおり会員の卓話ご苦労様で

す。楽しみに聴かせて頂きます。 

冨岡 昭一会員：齊藤かおり様入会卓話よろしくお願

い致します。 

 

市川 実会員：齊藤かおりさん入会卓話ご苦労様。 

堀一 慶明会員：齊藤かおり会員卓話楽しみにしてい

ます。 

小島 徹会員：齊藤さん本日は卓話楽しみにしていま

す。 

原 敏之会員：齊藤さん卓話楽しみにしております。 

小泉 繁勝会員：会員卓話を楽しみにしている私です

が齊藤新会員よろしく。拝聴させて頂きま

す。いつまでもお元気で！ 

長谷山 尚城会員：齊藤さん卓話楽しみにしていま

す。 

貝田 充会員：齊藤さん卓話楽しみにしています。頑

張ってください。 

野口 新二会員：皆様こんにちは。今日もよろしくお願

いします。 

 

渡邊 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよろ

しくお願い致します。 

合計   21件 27,    23,000円 

累計  231件    286,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 地区より 2020 年 11 月のロータリーレートの

お知らせが届いております。2020 年 11 月 1

ドル＝104 円ご参考）2020 年 10 月 1 ドル＝

105円 

２． 地区より「Ｒ文庫の HP がロータリアン限定に

なり文献検索可能」についてのお知らせが届

いております。詳細は回覧致します。 

３． 地区より 2022 年規定審議会 制定案 承認

手続きのご協力のお願いが届いております。

詳細は回覧致します。 

４． 先般の卓話 デュオアルスターのギタリスト

槐 智明（さいかち ともあき）様よりお礼のメ 

ールが届いております。回覧致します。 

５． 社会福祉法人 川崎いのちの電話より広報

誌が届いております。ポスティングしておりま

す。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

   川崎 11月 26日（木）   休会 

川崎麻生 11 月 20 日（金）例会場変更 点鐘 12：30                       

百合が丘カントリークラブ⇒ホテルモリノ 7F 

         11月 27日（金）   通常例会⇒夜間例会

「新会員歓迎会」                         

アサオガーデン 点鐘 18：00 

  川崎幸 11月 27日（金）    休会 

川崎中央 11月 12日（木）3 クラブ合同親睦

夜間例会中止 

11月 16日（月） 休会 11/28に振替えた為 

            11月 23日（月） 休会 

11月 28日（土） 移動例会（劇団四季 夏 

大井町）17：40 劇団四季「ライオンキング」鑑

賞 

川崎高津 11月 26日（木） 夜間例会ホテル

KSP1F 点鐘 18：00 

川崎とどろき 11月 16日（月） 休会 

       11月 23日（月）  休会 

２． 本日例会終了後、理事役員会を開催致し

ます。関係各位のご出席をお願い致します。 

お祝いごと 

入会記念日 
堀一 慶明会員 
渡邉 新治会員  
長谷山尚城会員  
内田 義治会員 
片岡 英之会員  
会員誕生日 
伊藤 文治会員 
三木 治一会員 
堀一 慶明会員 
小島 徹会員 
萩原ひとみ会員 
齊藤 かおり会員 
稲冨 正行会員 
結婚記念日 
堀一 慶明会員 
川口 禮敬会員 
白井 正男会員 
鹿島 義久会員 
市川 宏会員  
叶野 聡 会員 
大友 徹会員 
内田 義治会員 
津田 篤志会員 
配偶者誕生日 
三木 治一会員 道子様 
井上 裕司会員 美佐子様 
 
  
卒寿（90歳）のお祝い 
 
伊藤 文治会員 
 
おめでとうございます。 
 
 
 



 

 
会員誕生日 

 
稲冨 正行会員 萩原ひとみ会員 
伊藤 文治会員 堀一 慶明会員 
齊藤 かおり会員 小島 徹会員 

 

会 員 卓 話 

 

齊藤 かおり会員 

株式会社スタッフコンシェル 

 

テーマ 「自社紹介とおもてなしについて」 

 

本年 2 月に川崎中ロータリークラブに入会いたし

まして、約１０か月がたちました。 

皆様に温かく迎えていただきまして、大変感謝し

ております。 

新型コロナウィルスの影響もありますが、例会で

は沢山の方々と温かいコミュニケーションを図る

ことができること、そして学んでいけることを体

感しております。 

本日は、入会卓話ということで自社紹介とおもて

なしについてお話をしたいと思います。 

 

＊プロフィール 

1977年 11月３日生まれ 巳年・さそり座・O型 

神奈川県横浜市中区 出身です。 

私のモットーは、明るく・元気に・前向きに、であ

り何かに取り組むときはいつもモットーを思い出

すようにしています。 

明るく元気に振舞うことで自身の中でもやる気が

湧いてきますし、辛いことでも楽しく取り組むこ

とができます。 

 

＊自社紹介 

株式会社スタッフコンシェルを２０１８年１月に

設立いたしました。 

事業内容は、各種イベント・パーティーでの来場者

への対応・おもてなし等のサービスのご提供、主催

者の方のサポートをしております。 

これまで経験してきた、おもてなしの心の大切さ

をこれからも伝えていきたいと思いまして、本日

のテーマとさせていただきました。 

 

＊おもてなしについて 

おもてなしの語源は、「モノを持って成し遂げる」

からきており、相手に対する扱い待遇のことを指

します。ここで言う「モノ」とは、目に見えるもの

だけではなく、目に見えない気配りや心配りも含

まれています。もう一つの語源は、「表裏なし」つ

まり表裏のない心で相手をお迎えすることを指し



ています。相手に喜んでいただけるかを常に考え

動くことなど日本人の心遣いであり、おもてなし

の真意かと思うのです。日本人ならではの精神性・

感性を活かしたものその心こそが、おもてなしだ

と考えております。 

だからこそ、そこに感情が生まれ、おもてなしを受

けた方の心を魅了するのではないでしょうか。ロ

ータリークラブを通じて、これから素晴らしい人

と出会っていきたいと思っております。今後とも

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 


