
★司会　安本好勝 SAA
点鐘　増田敏雄 会長★
ロータリーソング★

「四つのテスト」「手に手つないで」
　
ソングリーダー  松中秀司 会員

　　

　

伊藤秀司　幹事幹事報告
　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.地区大会のお知らせ11/8（土）
　パンフレット配布 出欠票回覧
2.ロータリアン芸術祭開催のご案内と作品出店
　のお願い ※11/8(土)地区大会展示コーナー
3.ロータリーレート　9月より　1＄＝102円

今後の予定

委員会報告

◎ 9月 4日(木)「ロータリー情報と研修について」　
　　　　　　　　鈴木 慎二郎 会員

◎ 9月11日(木)「米山を楽しもう」　
　　　　　　　　地区米山学友委員会 島田 精二 会員

◎ 9月18日(木)「クラブフォーラム全体会議」

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)
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なし

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

なし

●川崎高津南ＲＣ
　　9/15(月)　休会（敬老の日）
　　9/29(月)　⇒30(火)　夜間納涼例会に変更
　　　　　　　 点鐘 18：00
　　　　　　　 場所　クインアリス日吉　　　
●川崎北ＲＣ
　　9/17(水)　親睦移動例会（一泊）
　　　　　　　 湯本富士屋ホテル　点鐘　18：00
　 10/29(水)　休会（定款・細則により）　

■河口武生 クラブ奉仕委員長
　地区委員長会議についての報告
■山本栄次 広報雑誌記録委員長
　ロータリーの友9月号の掲載記事の紹介
■茶谷龍太 親睦活動委員長
　9/9(火)親睦活動委員会の第1回定例会開催
　今後の活動予定について
　

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

山本 千秋 様（元マリーンロータリー会員）

     演題「今だから話せるこっそり話」

増田敏雄　会長 スピーカー紹介スピーカー紹介

茶谷龍太　親睦活動委員長 ビジター紹介　　　　

　
山田 紘充 様（川崎南ＲＣ）

 伊藤恒満　　　　　　出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

                                           　　出席委員長

1.御幡直前幹事へ名古直前会
　長の納骨式出席への交通費
　をお渡しする。
　御幡直前幹事より、納骨式
　のご報告がありました。
2.今期べネファクターを増田
　会長、河口副会長で送金し
　ました。
3.奉仕活動前の8/22までに全員にクラブのロー
　タリーポロシャツを配布致しました。
4.8/22(金)Ｒ財団委員長会議に出席
　（河口副会長）
4.8/23(土)水辺の楽校、8/24(日)ロボット競技
　会出席の方々有難うございました。
5.9/6(土)8：00～学童軟式野球大会開会式
　(大師球場）

6.9/9(火)会長幹事会　19:00～21：00
7.9/11(木)15：00～17：00
　職業奉仕委員長会議(小枝委員長)
8.9/19(金)15:00～17：00
　社会奉仕委員長会議（伊藤恒満副委員長）
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クラブ会報担当：山崎美津夫 委員長

　　　

　　

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 河口武生　副会長

★ご無沙汰しています。メーキャップで参りました。
　本日はよろしくお願いします。（山田紘充　川崎南RC）

◆森野会員
　それなりにーーー。
  8/23水辺の楽校参加楽しかったです。
　8/24ロボット競技大会も毎年楽しんでいます。
◆増田洋一会員
　忙しいです。
◆増田敏雄
＜奉仕活動報告＞
  8/23(土)水辺の楽校、御幡青少年奉仕委員長、伊藤幹
　事、河　口会長エレクト、鈴木さん、轟さん、山崎さ
　ん、森野さん、と私８名の方がご出席。
    8/24(日)川崎ロボット競技大会、鶴田社会奉仕委員長
、伊藤　幹事、河口会長エレクト、内田さん、鈴木さん、
　轟さん、松中さん、森野さん、山本さん、増田洋一さ
　ん、私と１１名出席。鶴田委員長、審査員対応一日有
　難うございました。
  PS.交通費2,000円追加で入れます。
◆伊藤秀司会員
　山本千秋様、以前の卓話もすごく面白かったです。
　今日も楽しみにしています。今日ラジオのテレフォン
　人生相談で加藤諦三氏が「借金を作って逃げてしまう
　人。そう言う人は大抵　日頃大きな事を言っています。
　と話してました。「ヤバイ」
◆河口会員
　山本千秋様お久しぶりです。
　本日は卓話よろしくお願いします。

◆野口会員
　山本千秋様、本日は卓話を快くお引き受けをいただ
　き有難うございました。
◆轟会員
　山本千秋様、本日の卓話ご苦労さまでした。
◆松中会員
　山本さん、卓話の程宜しくお願いします。
　ロボット大会は真剣な若者の顔が印象的でした。
◆小山会員
　山本千秋様、復帰おめでとうございます。
◆鈴木会員
　山本千秋様、お帰りなさい。
　本日の凱旋講演楽しみにしております。
◆小枝会員
　山本さん、本日の卓話よろしくお願いします。
◆秦会員
　山本様、お久しぶりです、今日は卓話楽しみにして　
　いました。
◆山本会員
　宮本様、先日はご苦労さまでした。
　山本様、本日は卓話よろしくお願いいたします。
◆山崎会員
　先日の水辺の楽校お疲れ様でした。電話が水没して
　しまいバックアップしていないデータがすべて消え
　てしまいました。
　山本様、卓話楽しみにしています。

本日の卓話

東日本大震災義援金　 2.000　円

　　　累計金額 　　 19,000　円

本日のニコニコ　　  31,000　円

　　　累計金額  　 263,000　円

『 今だから話せるこっそり話 』

　

　山本 千秋 様

　

親睦活動委員長　茶谷龍太 会員（写真左）

国際奉仕委員長　佐藤明彦 会員（写真右）

■販売の近代化？
企業の近代化という大義名分で、企業の合併・大型化が進められているが、販売
（セールス）という分野に絞れば、大型化が必ずしも良いとは限らず、さらに販売
の近代化とは何かという疑問点が残る。
販売とは（セールスとは）。現在、セールスという言葉には不当にマイナスの意味
が込められている。 本来、販売とは消費者が正しい選択をする為の行為であり、正
しい情報を伝達するための一助をなすものであった。
商品の特長と人の特徴が合致して、そこに売買という行為が成り立つ。つまり、良
いもの（Goods）が、必要なもの（Needs）になって…それを可能にするのがセール
スマンの使命であったはず。今、情報が過多になり正しい情報が埋没することが多
く、販売活動は常に値下げ競争に終始する傾向がある"セールスは大きなお世話"に
なり、勧めないことが善とされる傾向にある。ヤクルトレディはそこから脱して販
売の原点に回帰する努力をしている。
■合併のメリット・デメリット
合併により１+１が２に増大することで利益は格段に大きくなるが、その反面にきめ
細かなサービスがおろそかになり易い。<網が大きくなり、漁獲高は増えるが網の目
も大きくなることにより漁獲モレが生じる>また、地域エリアが拡大することで、マ
ンパワー1.5人といった場合も3人で倍のエリアで対応することができる。
一方、人材が豊富になると同時に傍観者も増え、相互秩序が相互依存になりがちに
なる。従業員に与える効果については、今はまだ話せる段階ではないが、今後、経
済が悪化したりした時、経営統合によるメリットを感じられるのではないかと思い
ます。

本日は、元川崎マリーンＲＣの山本千秋様にお越しいただき、大変貴重なお話をい
ただきました。誠に有難うございました。また、是非お待ち申し上げます。

理事・役員・委員長　退任挨拶
　　　　　

理事・役員・委員長　就任挨拶



川崎マリーンロータリークラブ 協賛　

第21回かわさきロボット競技大会
　　　　　　
　 8/24（日）決勝戦　川崎市産業振興会館

写真撮影　河口武生クラブ奉仕委員長

【参加者】　
　増田(敏)会長、河口副会長、伊藤(秀)幹事、鶴田社会奉仕委員長、内田会員、鈴木会員
　轟会員、増田洋一会員、松中会員、森野会員、山本会員（11名） 　　　　　　　　　　


