
■ソング：それでこそロータリー

■ゲスト：休暇村 大久野島 支配人 義本 英也様

各会員各記念日（12月）

■会員誕生日 藤中 保 梶谷 寛康

久藤 孝仁 下山 生修

堀越 賢二

■結婚記念日 今井 敏明 藤中 保

土居 敏昭

■事業所創立 尾野 剛章 小田 邦治

スマイルボックス

■特別スマイル

・去る２３日聖恵文化祭のお手伝いご苦労様でし

た。私は代理を出しましたが失礼致しました。

（市川重雄）

・聖恵授産所文化祭ボランティアに参加いただき

まして有難うございました。 （佐々木秀明）

・先週、倅三男坊が婚儀調い、ささやかな華燭の

宴を開くことができました。有難うございまし

た。 (下山生修）

会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明

休暇村大久野島支配人 義本様、竹原ロータリーク

ラブの例会にお越し頂き有難うございます。

納涼例会には大変お世話になりました。又、おい

しい料理をいただき参加された方は大変満足され

たことと思います。今日は後ほど卓話を宜しくお

願致します。１１月２３日聖恵授産所文化祭には

１１名の会員の方が参加されました。お忙しいな

か有難うございました。又、市川さんの奥様お孫

さん、重友さんお手伝いいただきまして有難うござ

いました。今週から来週にかけて家庭集会が行な

われます。ロータリー創設以来、知り合うことと

話し合うことは親睦の基本的な条件とされてきま

した。この会合は少人数が集まって自由に討議す

る会合で本来会員の家で開かれるものです。家庭

集会の目的は会員がロータリーをよく知りこの会

合に参加し、発言し、そして他人の意見を聞くこ

とによって会員はロータリーの持つ一層深遠な人

間味をより明確に認識するようになります。今回

の家庭集会でも大いに討議して下さい。以上で会

長の時間を終わります。

年 次 総 会

次年度理事及び役員選挙を実施。先に議長よりク

ラブ細則第三条第一節の規定により候補者氏名委

員会に指名を求め、中川指名委員長代理尾野委員

より次のとおり候補者が指名されました。
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2010－2011年度 国際ロータリー会長

レイ・クリンギンスミス

今週のプログラム １２月２日 次週のプログラム １２月４日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕 生 該 当 者 会 員 卓 話

忘 年 家 族 例 会
in 大広苑
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佐藤 守幸

森 照明

吉本 きよ子

大成 義彦

次年度の理事役員は指名委員会のとおり決定され、

年次総会は終了しました。

委 員 会 報 告

■Ｒ財団・米山奨学会 委員長 朝比奈勝也

先週の米山奨学生卓話ご清聴有難うございました。

米山奨学会事業の使命は、将来日本と世界とを結

ぶ架け橋となって国際社会で活躍しロータリー運

動の良き理解者となる人材を育成するとあります。

奨学生は奨学金があるから日本に来ているのでは

なくて、既に日本に来ている留学生、その中で優

秀な方々であります。留学生として日本に来てい

るわけですから殆どの留学生は日本に好意的で、

卒業後は半分位は日本に残られるそうで、今後も

日本で活躍される人材です。今後、日本との友好

的な橋渡し役を担ってくれるものと思っておりま

す。今月はロータリー財団月間です。財団・米山

への一層のご協力宜しくお願い致します。

■１,２班合同家庭集会 ２班リーダー 川本照夫

１１月２５日(木）午後６時より大広苑に於いて家

庭集会を行います。

■３班家庭集会 リーダー 市川重雄

１２月１日（水）午後６時３０分より竹原シーサ

イドホテルに於いて家庭集会を行います。

■４班家庭集会 リーダー 久藤孝仁

１１月２６日（金）午後６時３０分よりがんこ寿

司に於いて家庭集会を行います。

■親睦活動委員会 委員長 吉本きよ子

１２月４日（土）午後６時より大広苑に於いて忘

年家族例会を行います。

（スケジュールについて報告）

・森さんのお孫さん石川真帆さんに２曲歌ってい

ただきます。

・抽選会を行います。（該当：中学生以上）

皆さんに楽しんでいただけるようにしたいと思い

ますので宜しくお願い致します。

出 席 報 告

卓 話

休暇村 大久野島 支配人 義本 英也様

昨年から、何回か講演させて

いただく機会がありまして、

テーマを最近あまり聞かれな

くなりましたが、「Yes、we

can！」にしておりました。

Yes we canのその前に「Chan

ge！」と言うのがあって「自

分たちは変わるんだ！変わる

ことが出来るんだよ！」っていう流れに乗って、

アメリカが変わり日本もとうとう民主党政権が誕

生しました。最近は「No,we can’t」やっぱりだ

めか･･･No，you didn’t あなたは何もやってく

れない、みたいな状態ですが、みんなやっぱり

「変わらなきゃ」って思ってるんですが。アメリ

カも日本も強いリーダーシップをとれる人がいな

い。オバマさんももうちょっと強いかと思ったら

そうでもない。菅さんも、野党の時は鋭く切れ込

んだのに、なんかこじんまり、竹原もそうです。

みんな、誰かがやってくれるだろう、とか、行政

は何もやってくれないなんて言ってちゃダメなん

です。行政は何もやってくれない、自分でやらな

きゃ！と私は決めてるんです。

みなさん、最近「くれない族(賊)」が多いと思い

ませんか？或いは自分が既にくれない族になって

いるかもしれません。「くれない族」行政に例え

ば、何かお願いします。屋根の雨どいに枯葉が貯

まってるから取って欲しい。野良猫がいるから駆

除して！ハチが出る、ネズミが出る、救急車をタ

クシー代わりに使う人も居ます。昔、何でもやる

課が出来てそれが行政の過剰サービスに結び付い

て、その分、人を増やさないといけないから人件

費がかさむ。救急車を手配しないといけない、税

金をいっぱい取られるんです。

今、竹原では「道の駅」ができました。色々と物

議を醸しているようですが、道の駅一つが出来て

も、そんなに変わるもんじゃない。打出の小槌じゃ

ないんです。今やあちこちに道の駅はあります。

突然、観光客が増えるわけでもありません。街の

住民がそこに繋げてこそ、町が活性化するんです。

しかし、悲しいことに既に敵対ムード。あんなも

の作りやがって、あんなレストランで食べるもの

がない。きっと、ラーメンとか丼物のレストラン

を作ると、あんな何所でもあるようなもの作りや

がってって言うんです。そこで、また出てくるの

が「くれない族」です。市は箱物だけ作って、何

もしてくれない、あれもしてくれない、これもし

てくれない。みんなで盛り上げないと。高級レス

トランで良いじゃないですか。食べるものがなかっ

たら、中華そば屋さんが儲かり、遊山に人が流れ、

街が活性化します。今までになかった、おらが町

の高級店としてみんなで盛り上げればいいんです。

この前、ある方が言ってましたが、竹原の人は、

隣に蔵が建つと腹が立つって言うんです。きっと、

「しまむら」が出来るときも、古くは「イズミ」

ができる時も、みなさんで騒いだと思いますが競
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３８名 ２５名 ４名 ５名 ４名 ８９．４７％



争相手ができることは良いことだと思いませんか？

私が着任して、最初売店を見た時、「まぁなんと

売る気のない売店だなぁ」と思いました。もう、

のっぺりとした、普通、それ以下の売店です。最

近はご近所との付き合いも少なく、お土産を買わ

なくなった、これが定説、業界の常識だったんで

す。何処に行っても同じお菓子「博多の人」が

「広島の人」になって「大阪の人」になるんです。

そりゃ買いませんよね、買いたいものが無いんだ

もの。

うちで、売店が今すごく売れてるんですが、なぜ

か？ラーメンも尾道ラーメン一種類だけだと余り

売れないんですが、なんとかラーメンと牡蠣ラー

メンとおばあちゃんのなんとかラーメン、カレー

もそうです。アヲハタの牡蠣カレー一種類だと売

れなかったものが、いろいろ置いたらアヲハタの

牡蠣カレーがよく売れるようになった。バカヤロー

カレーとかトマトカレーとか、比べるものが無い

と駄目なんでしょうね。東京秋葉原や大阪日本橋

の電気店街しかり、大阪梅田の百貨店街、阪急、

阪神、大丸があるのに、三越がまた出てゆく。で

は、竹原はどうだったんでしょう？イズミや、

「しまむら」しかり反対するより、如何にそれを

利用するかです。人の流れが確実に変わるわけで

すから、要はライバルがいないと駄目。独占はよ

くないんです。休暇村だけが儲かってもダメ！大

広苑さんやかんぽさん、みんなが儲かって、竹原

に人が来てくれなくては駄目です。よく言われる1

00年に一度の不況なら、100年に一度のチャンスだ

と、私は思います。誰もやってくれませんし、自

分ができるようになるんです。まさに「Change！」

は自分の中にあるはずです。笑う門には福が来る。

私の個人の年賀状は毎年「笑門来福」って書いて

るんですが、私の座右の銘も「笑ってごまかせ」

なんです。とにかく笑ってごまかそう、とういよ

り、常に笑顔でいようと心に決めてるんです。難

しいですが、なるべく、どんなに腹が立っても、

今なら笑顔を作る自信がある。大げさですが、笑

いは世界を救う！って本気で思ってるんですが、

とりあえず自分を救ってくれます。

今、楽天のネットサイトで「広島の温泉宿」の口

コミで大久野島が1番です。じゃらんでも、夕食の

評価が4.8、総合でも4.6頂いて、休暇村の中では

トップです。

ＣＳ･･･カスタマーサティスファクション Custome

rSatisFaction

ＥＳ･･･エンプロイーサティスファクションEmploy

eeSatisfaction

(従業員満足度)をあげよう：内部顧客･･･自分以外

はお客様！）どうしたら仕事しやすいか、相手の

立場に立つ。チームワーク）→最終的にはお客様

に還元される

雲仙に赴任した時、どうにもならなかった。普賢

岳の噴火から売り上げは下がりっ放し。自分が10

月に着任しましたが、その年の計画は1億3千万円

でしたが、もう既に何千万か下がってました。売

上げも少ないし、人件費もかけられない。朝食は3

0人位のお客様がいてもスタッフは1名。これでは

サービスが悪くて悪循環そのものです。人件費が

かけられないんだったら、自分が出れば済む。夕

食は良いのが当たり前で、インパクトを与えるに

は、お帰り前の食事が良かったらいい印象でお帰

りいただけると思ったので、朝食をテコ入れしよ

う！そこで、食事材料費をかけずに印象を良くす

る為に、おにぎりを始めました。お客様が白ご飯

としてお茶碗で食べるのを、握るだけですから。

漬物入れて、海苔で巻く。最終的に雲仙には3年半

おりましたが、1億8千万位の売上げまで戻せまし

た。2年半前に、様子がわかってる大久野島に2回

目の転勤。20年度からは全国で伸び率トップ、415

00万の計画が45500万と4000万延ばすことが出来、

昨年は46000万の計画が52000万と6000万円伸ばし

ました。今年は52500万の計画ですが、恐らく5600

0万円位いける予定です。

今、大久野島が受けているのは連泊プランなんで

すが、3泊やったら来てくれて、5泊やっても大ヒッ

ト！30名×5泊で150名、それに気をよくして、作っ

たのが30泊プラン。400泊の人もいるんです！400

名呼ぼうと思うといろんな営業努力をしないとい

けませんが、1名呼べば、400人と同じなんです。

楽でしょ？？基本自分は楽をしたい。めんどくさ

がりやです。発明はなんとか･･･如何に楽しく楽を

するか？っていつも考えてます。

私の自慢話ばっかりですと、怒られてしまいます

ので、まず皆さんで、

今日から出来る実戦教室～～～！

まず、姿勢。座ったお仕事でも、立ってるお仕事

でも、姿勢が綺麗ですと、好印象を与えられます。

ちゃんとしてるなっ。てね。

姿勢･･･チェック お辞儀は、最初にサッとさげて

ゆっくり上げる。余韻を残す。低反発枕状態

笑顔･･･笑ってごまかす、第一歩です。まず、表情

を変えずに目だけで笑ってみてください。眼球だ

けで。口角を上げる、筋肉を鍛える。ほっぺがた

れない。目尻は仕方ない。ドモホルンリンクルで

も塗って下さい。イとエの中間の口にして、目の

周りの筋肉で笑顔を作る。鏡を見てナルシスとし

てください。あとはメンタル面･･･売れないな～と

嘆いても何も変わらない。どうすれば売れるか？

を考えないと。気持ちの持ちようです。

例えば、自動販売機や何かの機会が壊れたとしま

す。よくあるのが「故障中」（直そうとする意思

が見えない）「修理中」（今直してますよ！）

今まで本気を出してない人は、簡単！本気を出せ

ば売れるんです。たぶん、今日も皆さんの感想は

「それはわかるんだけどね～」「どうせ、私一人

くらいがやっても変わらないし･･･」と思ってると

思うんです。が、変われるんです。「どうせ」を

「せめて」に変えてください。「せめて、私一人

くらいやらないと・・・」ってね！街でゴミが落

ちてます。「どうせ、私一人くらいが拾っても街

はきれいにならない」「せめて私一人くらいが拾

わないと街はきれいにならない」アイドリングス

トップ「どうせ」「せめて」･･･やれば気持ちいい

ですよ！地球に良くて、財布に良くて、なにより

良いことをしているという自分の気持ちが一番い

い！ご清聴ありがとうございました。
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