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安東会長指針

『 いまできること 』

1.

チャイルド・ファンド・ジャパンから、マイカ
ーシェーンバドゥーアさん（フィリピン人）が、
ハイスクル―を卒業された報告と本人からの支援
への感謝の言葉を記載されたメッセージカードが
届きましたので、報告させていただきます。
チャイルド・ファンド・ジャパンには、
2009年7月（川島会長年度）より21年間継続支援し
ております。
フィリピンの困窮児童を対象に、支援者と児童仮
想里親関係で結ばれ、一年間48000円支援、当クラ
ブは3名分合計144,000円、毎年継続支援を行って
います。
マイカーシェーンバドゥーアさんがハイスクル―
を卒業されました。
今期からカイラ・ニコル・ルシンドさんを他の2名
と併せ継続支援を行っていきます。

2.

地区米山奨学会委員会より、米山奨学生現況調
査票が届きました（張さん分）
。
石田カウンセラーに回答いただきました。

3.

国際ロータリーより国際大会の案内が届きまし
た。社会状況から、本日の理事会において紹介
について検討し、再度ご連絡させていただきた
く思います。

4.

8月3日の例会に野中ガバナー補佐が参席されま
す。当クラブの元気の良さでトレンドあります
ファミリー感のある例会をお見せしたいと思い
ます。会員一同何卒ご協力の程お願いいたしま
す。例会後クラブ協議会となります。ご多忙の
折誠に申し訳ございませんが、各委員会委員長
各位ご参加の程お願いいたします。

5.

地区主催「ためになるロータリーセミナー」が
7月28日15時より、ソシア21にて開催されます。
栁町幹事参加

幹事報告
栁町大介幹事

◎

例会変更のお知らせ
第１グループはありません。
他クラブは、事務局に問い合わせください。

安東会長指針

◎

週報を送ってくださったRC

ありません。
◎

本日の配布物
会報 ７/２０分
卓話資料

スマイルレポート

伊藤康人副会長

安東会員……①増山広報・公共イメージ向上委員長
ご指導の程よろしくお願い致します。
栁町会員……いよいよ梅雨明け間近ですね。コロナ
対策をしつつも、皆様熱中症にはくれ
ぐれも気をつけましょう。
増山先生本日の卓話楽しみです。
増山会員……久しぶりに卓話をさせていただきます。
広報・公共イメージ向上委員長として
の話は勉強不足でできません。コロナ
禍の中、商売は“基本に帰れ”という
話をさせていただきます。
森本会員……よろしくお願いします。
中村会員……①昨日の雷すごかったですね。
②フロンターレすごい。
③フードバンクへの協力よろしく！
森川会員……皆様こんにちは。こうたくん、なべさ
ん、アンディーいろいろとお世話にな
りました。お体に気を付けてください
ね。なべさんが申し訳ありませんでし
たね。
後藤会員……コロナがなかなか収束せず連休中に家
族の温泉旅行をと思いましたが断念し
ました。
石川会員……①先日は娘のお誕生日にお花ありがと
うございました。
②増山さんの卓話久々にような気がし
ます。よろしくお願いします。
佐野会員……本日７３歳になりました。体が動きま
せん。でも、ゴルフ、酒と益々頑張り
ます。女は無理です。遊んで下さい。
飯島会員……皆様こんにちは。私は４連休家でゴロ
ゴロしていました。体温は36.2度でし
た。今日のマスクは大きめです。

『 いまできること 』

渡部会員……先週末は皆様いろいろとお世話になり
ました。おかげで日曜日は死んでまし
た。
本多会員……４連休はお天気も悪い事もあり、コロ
ナ感染の自粛もあってほとんど自宅に
いました。今日は久しぶりの外出？の
ような気分です。梅雨明けも８月初頭
のようですが急に暑くなりそうですか
ら、皆様御体に気を付けて下さい。
石田会員……暑かったり、また降ったり梅雨が明け
ませんね。コロナ禍共々ご自愛下さい。
本日、増山委員長よろしくお願い致し
ます。
小又会員……皆様こんにちは。昨日は釣りに行きま
した。観音崎で泳いで来たら漁師さん
にタコをもらいました。知人にあげま
した。増山さん卓話よろしくお願いし
ます。
長島会員……４連休は何処にも行けずにおとなしく
していました。本日増山様お願いしま
す。
林 会員……梅雨あけは今週でしょうか、熱中症に
気をつけましょう。
伊藤(康)会員…①増山委員長、今日は勉強させて頂
きます。
②皆様、川崎じもと応援券購入されま
したか？川崎活性化のため、たくさん
買って使いましょう!!
1563回 17件

24,000円

累計

88件

1.何故 ＣＳ経営が求められるのか！
お客様主導型の経営が求められている。
「お客機満足・CSカスタマサティスファクション」
から
「お客様感動・ＣＤカスタマーディライト」へ

2.ＣＳ活動は組織を活性化し、
売上増をもたらす。
・スカンジナビア航空のヤン・カールソンの
真実の瞬間（モーメントオブトゥルース）と
逆さのピラミッド
・横浜にあるブティックの経営者
マンツーマン・マーケティングと
ホスピタリティ・マーケティング

3.ＣＳは「利他の心」が基本
マニュアルをなくす
・八百半物語
・マクドナルド

4.給与は誰から頂くか！
・会社、社長、経理、銀行、
自分が稼いだ，労働の対価！

139,000円

5.CSはES（エムプロィーサティスフアクション）
と一体となって達成される。
卓

話

・
「給料が高い」だけでは駄目で「仕事の達成感」
「仕事の面白さ」「仕事の承認」
「昇進」を
与えなければ満足しない。
ハーズバーグ動機付衛生理論

ＣＳ経営の勧め
増山雅久 広報・公共イメージ向上委員長

・ 絶対評価で 「褒めて．認めて，励ますこと」 が
肝要である。
元富士学院グループ校長青木 清氏
・現場に意思決定権を可能な限り委譲する。
・常に社員の自己現実の夢を開いておき、会社は
夢の実現に協力することが大切。

6.お客様は第一印象でCS度の70％を
決定する。
・ある会計事務所
お電話ありがとうございます」
「お客様」の徹底
→言葉エネルギー
・ ハード（5S）、ソフト両面が大切

安東会長指針

『 いまできること 』

7.「凡事徹底」が社内外パワーを生み、
利益をもたらす。
・イエローハット 鍵山秀三郎社長の便所掃除→
継続は力なんなり、一点集中

8.

苦情こそ宝、まっ先にスピーディに
処理（グッドマン理論）

・お客様はお金を払って問題点を教えてくれるの
で「ありがたいJの気持を持つこと。
・ 苦情処理をまっ先に、スピーディにすると再
購買確率があがる。
・逆にいやいや、のろのろやると、お客様を失う
ことになる。
・不満足の口コミの影響は満足客の2倍である。

9.

ＣＳ三原則
ＹＥＳ―ＢＵＴ主義
クイックレスポンス
真実の瞬間

―*－*－*－*－*－*－*－*－*－*－*－*－*－*－

<マイカさんからのメッセージ>
ハイスクル―を卒業された報告と本人からの支援
への感謝の言葉を記載されたメッセージカード

親愛なる川崎中央ロータリークラブ皆様
皆様のチャイルドになれたことは、とてもラッ
キーで恵まれたことでした。この機会に皆様への
感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。皆様が
寄り添って下さった私のこれまでの日々を決して
忘れません。
支援プログラムによって、私自身が成長し、子供
の権利を理解できるようになりました。１２年間
センターに通ったことが私をより良い人間へと成
長させてくれました。これからも努力を重ねて、
夢を実現していくことをお約束します。
皆様とお別れするのは寂しいです。
愛をこめて
マイカ
卓話予定
８月３日(月) クラブ協議会
国際ロータリー第２５９０地区
第１グループ ガバナー補佐
野中 茂 様

マイカーシｪーンバドゥーアさん
今週の担当者
カメラ担当者
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