
◦ロータリーソング◦

ソングリーダー
杉本　忠重君

◦ゲ ス ト 紹 介◦

富士ロータリークラブ　佐野力哉さん

◦会　長　挨　拶◦

会長　望月啓行君

みなさん、こんにちは。いよいよ地区大会が

やってきます。本年度の一番大きな山場とな

ります。さて、ここで「地区大会」の定義を

再確認したいと思います。「親睦と、感銘深

い講演と、クラブおよび地区の業務に関する

事項の討議を通じて、ロータリーのプログラ

ムを推進するために、毎年、各地区で開かれ

る会合」ということです。そして「一般的に

ガバナーの所属クラブがホスト（世話役）と

なって、ガバナーが主宰する」となっていま

す。ということは、静岡ロータリー全体がホ

スト役になるということになります。是非、
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静岡ロータリークラブの「ホスピタリティ」、

そして「おもてなしの心」を持って他のクラ

ブの皆さんをお迎えしたいと思います。さて

ここで「ホスピタリティ」と「おもてなし」

は似たような言葉という感じですが、少し確

認してみましょう。「ホスピタリティ」は外

来語で「旅の途中に立ち寄る訪問客を、家に

迎え入れ歓迎する」お客様と自分たちは対等

になり「分かち合う」というようなことが「ホ

スピタリティ」のもともとの意味と言われて

います。一方「おもてなし」は茶道がベース

になっており、「無言」で歓待し　、相手を

推測しながら客との心理的な距離や位置関係

を操り、客の満足感を高めていくとなってい

ます。そのためには「気づき」が一番大事だ

ということです。日本では「おもてなし」が「ホ

スピタリティ」より上位というような話もあ

りますが、デビット・アトキンソンさんは、

「ホテルや旅館、レストランなどで受けた『お

もてなし』が素晴らしいとなどという声はあ

まりないのが現状。むしろ、日本のホテルや

旅館、レストランなどは、一方的に日本のや

り方やサービスを押し付ける、臨機応変が利

かない、堅苦しいなどと、評されているケー

スの方が多い。」ということを言っています。

反論もあると思いますが、日本人が評価され

ているのは「礼儀正しさ」「親切さ」という

事です。また別の外国の方は「おもてなしの

力学では、客人にとって何が 最良のものな

のかをホスピタリティーを提供する側が理

解しており、客人の意志は重要視されない。」

というような意見もあります。日本では「お

もてなし」が上位というようなことを言いま

すが、外人の方は違う意見もあるようです。

「おもてなし」は型を重視すぎるというよう

な傾向があり、それが過ぎるとかえって押し

付けになってしまうという意見です。ニーズ

を先取りして柔軟に対応する。そして控えめ

にするというような形にしていく必要がある

のかもしれません。さて、今回の地区大会で

はこれらの良いところをミックスし、「静岡

ロータリーのおもてなし」をみなさんと作り

上げていきたいと思います。自由な発想の「お

もてなし」新しい驚きを与える「ホスピタリ

ティ」そしてロータリーの「フェローシップ」

という三つを全員で表現して、皆さんを迎

え入れていきたいと思います。さて「リッツ

カールトンのおもてなし」には『人との出会

いに感謝することをもって、その人にイキイ

キ わくわくとした想いを届ける、 それが私た

ちの おもてなし』とあります。この中の「人

との出会い」の『人』とはお客さまはもちろ

んですが、私たち静岡ロータリーの『仲間』

も当てはまります。ですから静岡ロータリー

のこのメンバー全員で、今回の地区大会を作

り上げられることをイキイキわくわくという

気持ちで楽しんでいきたいと思います。それ

が ほかのクラブの方々に対しても、いい地

区大会と感じてもらえる事につながると思い

ます。ぜひ、大会を今いるメンバーみんなで

作ることを楽しみましょう。よろしくお願い

します。

いよいよ地区大会が
開催！

本年度の
大きな山場です！

静岡ロータリー全体が
ホスト役（世話役）

になります

古来、旅の途中に立ち寄る訪問客を
「保護する」といったような意味。そ
のため相手への優しさや慈しみの気持
ちによる自発的な行為。
C. W.Nicolは、ホスピタリティーの
本質は「分かち合い（Sharing）」
ホスピタリティにおいては、提供す
る側とされる側の立場は対等。対等で
あるから、相手を喜ばすことができる。

茶道からとされている。お点前では、
ほぼ「無言」で進行し、亭主と客は
「対等」であるとされている。客の要
望を推理・仮定し、客との心理的な距
離感や位置関係を巧みに操りながら客
の満足感を高めていく。
一番大きな特徴は、「気づき」。気
づくためには「様々な角度」から客人
を観察し、言葉に出されない 要望を推
し量りつつ実行する必要がある。

おおももててななしし
JJaappaanneessee  HHoossppiittaalliittyy

ホホススピピタタリリテティィ
HHoossppiittaalliittyy

どちらがよりレベルが高いか？がよく議論になる

ロータリーの地区大会とは
「親睦と、感銘深い講演と、クラブおよび地区の業務に関す

る事項の討議を通じて、ロータリーのプログラムを推進する

ために、毎年、各地区で開かれる会合」

一般的にガバナーの所属クラブがホスト（世話役）となって、

ガバナーが主宰します。

『ロータリー百科事典』より

静岡ロータリー全員で

最大の「ホスピタリティ」と

「おもてなし」の心をもって

他クラブのみなさんを

迎え入れたいと思います

日本の「おもてなし」についての意見

ホテルや旅館、レストランでなどで受けた『おもてなし』が素晴らしいとなどと
いう声はあまりないのが現状。むしろ、日本のホテルや旅館、レストランなどは、
一方的に日本のやり方やサービスを押し付ける、臨機応変が利かない、堅苦しい
などと、評されているケースの方が多い。
「外国人が評価しているのは、あくまで『日本人の礼儀正しさや親切さ』であっ
て、日本という国に『おもてなし』という高いホスピタリティー文化があると
思っている人はかなり少数派だということです」（デービット・アトキンソン）
「“Omotenashi” の力学では、客人にとって何が最良のものなのかをホスピタリ
ティーを提供する側が理解しており、客人の意志は重要視されない。
“Omotenashi” の理念は、たとえそのサービスが求められなくても、そのサービ
スを提供することであるからだ。主客が対等どころか、客人がもてなす側に従わ
なければならないことに外国人は戸惑いを感じていることもある。

「型を重視しすぎる」という傾向がある



◦退  会  の  挨  拶◦

梅原弘充君

◦委  員  会  報  告◦

ジェニファー・ジョーンズ会長歓迎臨時委員会

久保田隆君

国 際 ロ ー タ リ ー の ジ ェ ニ

ファー・ジョーンズ会長が

１１月１８日、静岡へ立ち寄

られることの案内がありまし

た。

公共イメージ向上委員会　小林武治君

１０月１８日付の日本経済新

聞朝刊に掲載された国際ロー

タリーの広告記事を紹介され

ました。

国際奉仕委員会　石塚直美君

グルーバル補助金事業とし

て、タイ北部１５病院での出

産前後に必要な医療機器の贈

呈事業について報告がありま

した。

　

新会員親睦委員会　木村絵美君

新会員同士の親睦を深める第

一回委員会が１１月２８日に

開催されることの案内があり

ました。

同好会小委員会　八木義仁君

今年度第二回目となる親睦ゴ

ルフコンペが１２月１８日、

富岳カントリークラブで開催

される案内がありました。

◦幹　事　報　告◦

【誕生祝い】 

該当者なし

【結婚記念日】

●●月●●日　渡辺忠彦さん・美保さん

◦ス　マ　イ　ル◦

満席テーブル・・・堀池さんテーブル、大石

さんテーブル、山元さんテーブル、梅原さん

テーブル、淺原さんテーブル

～リッツカールトンのおもてなし～

「人との出会いに感謝すること」

をもって、その人に

「イキイキ わくわくとした

想いを届ける」

それが、私たちの「 おもてなし」。

静岡ロータリーの

仲間と一緒にこの大会を作ることを

是非楽しみたいと思います。

それが、来る人達の楽しみにも

つながります。

おもてなしの「 3 つの行動規範」

1.他人のニーズを先取りする（気づく力）
もてなす側は客が必要性を感ずる前に行動するようにする
2.状況に柔軟に対応する
形式通りやったほうが良いか、打ち解けた雰囲気が良いか、
双方のバランスに気を付ける
3.万事控えめにする（Understatement）
もてなすための努力を客にひけらかせない。何も手を加え
ていないように感じさせよう。 Kerstin Blanchy

静岡ロータリーの「おもてなし」を作りたいと思います静岡ロータリーの「おもてなし」を作りたいと思います

静岡RC

おもてなし

フェローシッ
プ

ホスピタリ
ティ

●●自自由由なな発発想想ののおおももててななしし

●●ロローータタリリーーのの友友情情でで迎迎ええままししょょ
うう

●●新新ししいい「「驚驚きき」」

「人との出会い」の人とは？

静岡に来る他クラブの人

静岡ロータリーの仲間



富士ＲＣ　佐野力哉さん

先日、富士３クラブで開催したウクライナ人

道支援コンサート大盛況でした。本日は世界

ポリオデーですね。見学させていただきます。

淺原諒蔵君

４件、スマイルしますので超大口でさせてい

ただきます。静岡市の産業功労者として表彰

される栄誉に浴することとなりました。来月

２３日に表彰式が執り行われるそうです。地

区大会がいよいよ来月の１１月５日、６日に

迫ってまいりました。実行委員会の皆様方、

地区副幹事の皆様方には、これまで色々とご

雑作をお掛けしました。あと少しですので引

き続きよろしくお願い致します。そして静岡

ロータリークラブの皆様方には当日、ホスト

クラブとしてご協力を賜ることとなりますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。●

月●●日結婚記念日のきれいなお花ありがと

うございました。●●月●●日の誕生日祝い

ありがとうございました。

歌川鉄夫君

誕生日のお祝いをいただきました。ありがと

うございました。●●歳になりましたが、何

と昨年孫ができました。この歳で“じいじ”

になるとは．．．少しショックです。

梅原弘充君

本日を以て静岡ロータリークラブ退会となり

ます。●年●ヶ月間の短い期間でしたが、あ

りがとうございました。後任の中部カンパニー

長が会員申込させていただきますが、引き続

きよろしくお願いいたします。

◦出　席　報　告◦

例会日 全会員数
（出席計算人数）

出 席
会 員 数

欠 席
会員数

暫 定
出席率

10/24 107（105）
72 名

現地 71 名
Zoom 1名

35 名 68.57％

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！

なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに

変更が無い場合は全会員出席扱いとします。

◦地区大会決起集会◦

１１月５日（土）、６日（日）の二日間にわた

り開催される地区大会について、山崎純男地

区大会実行委員長は、「静岡ＲＣの名誉にかけ

て成功させたい。開催まで２週間足らず、参

加される皆様は当日の役割をよく理解して臨

んでほしい」と意気込みを語った。続いて登

壇した淺原ガバナーは、地区大会の目的を、

２日間かけてＲＣの会員同士が最新情報、状

況を互いに学び合うことと、交流を通して親

睦を深めることにあることを説明し、「３年ぶ

りのフルスペックの開催となる。分刻みの進

行なので、皆さんの協力・連携が必要である」

と訴えた。続いて、寺戸副実行委員長が地区

大会実行委員会事務局作成の地区大会の冊子

をもとに、会期中の運営に関する留意事項に

ついて詳細説明した。その後、各部会に分か

れて、大会までの準備、大会期間中の運営に

ついて確認が行われた。


