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￥3,
063,000
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2015 年 10 月 22 日（木）
於：橿原ロイヤルホテル

ソング
「奉仕の理想」ソングリーダー 岩井 常二会員

ゲスト
中西 敏之様（卓話講師）
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ニコニコ
中林 隆男君（橿原 RC）
あすか RC の皆さん、本日の合同
例会お世話をおかけします。
松山 隆一君 本日の卓話講師の中西さん、どう
ぞよろしくお願い致します。
吉田 太三君 41 回目の結婚記念日の花束ありが
とうございました。金婚式までも
つかな。
4 つのテスト 1.真実かどうか
●例会日
毎週木曜日 12：30～

撮影地：大台ケ原 撮影者：井上重行

会長挨拶

第 1164 回 2015 年 10 月 29 日（木）
フォーラム「社会奉仕」
創立 25 周年記念事業説明会

1163 回報告

雲海の秋

○あすか RC 澤 光彦会長
皆さん、こんにちは。今日は橿原 RC とあすか RC
の合同例会です。今から四半世紀前、橿原 RC を
親クラブとして当クラブは誕生致しました。その
節は、ガバナー特別代表・羽根様、会長・阪口様、
直前会長・大見様、直前拡大委員長・常岡様のご
尽力のおかげと感謝しております。あれから 25 年、
我々のクラブは年々会員数を増やし、今や 57 名を
数えるに至りました。またその間、職業奉仕や社
会奉仕に取り組み、数々のガバナー賞もいただき
ました。今年は創立 25 周年の記念事業として、ま
た東日本大震災復興支援の一環として、
「食べて応
援・買って応援」と銘打ち、東松島市の皆さんに
新鮮な海の幸を持って来てもらい大海鮮市を開催
致します。橿原 RC の皆様も、是非ご参加いただ
けると幸いです。また来年 5 月 21 日には創立 25
周年記念式典及び祝賀会を開催する予定です。今
後 50 年、100 年に向かって、より一層奉仕活動に
邁進していきたいと思います。今後とも橿原 RC
の皆様にはますますご教授・ご支援を賜りまりた
く存じます。本日はよろしくお願い致します。
○橿原 RC 中林 隆男会長
本日は、年 1 回のあすか RC との合同例会です。
あすか RC の皆様には本日の例会の準備等お世話
を頂きましてありがとうございました。改めて御
礼申し上げます。あすか RC 様はクラブ設立 25 周
年とお聞きしています。東日本の災害復興支援事
業を毎年継続されているなど、活発な奉仕活動を
行っておられることに敬意を感じる次第です。来
年には奈良県南部のロータリークラブで「音楽を
楽しむ会」が予定されており、橿原 RC とやまと
まほろば RC のホストで執り行われる予定ですの
でご協力よろしくお願い致します。私ども橿原 RC
も来年にクラブ設立 60 周年を迎えます。これから
記念事業計画等を準備委員会等で検討を願ってい
るところです。橿原 RC の皆様には、10 月 24 日
（土）に「第 7 回橿原 RC 杯学童野球大会」の開
会式が予定されていますので、多数の会員様のご
参加をよろしくお願い致します。

2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか

●例会場
橿原ロイヤルホテル

●事務局 〒634-0063
橿原市久米町 652 番地の 2

●0744-28-1698
●FAX 0744-28-2885

●URL: http://asuka-rc.jp/
●e-mail: info@asuka-rc.jp

幹事報告
○次週例会の案内
○ガバナー・ガバナー補佐からの公式訪問礼状につ
いて

次回の例会

創立 25 周年記念事業
「食べて応援・買って応援」

「いまさら聞けない
エチケット・マナーのよもやま話」
ホテルニューオータニ大阪

料飲部
バンケットサービス
副支配人
中西 敏之様

○マナーとエチケットとルールの違い
マナーとは自ら行う気遣いとして考える。エチケ
ットとは社交場で必要なルールとして考える。ル
ールとは罰則が与えられる。
○意外と知らない大きな間違い
＊一本締めと一丁締めの違い
・一本締めは、
「3 回 3 回 3 回 1 回」で手を打つ。
三本締めの 1 回を行う。
・一丁締めは、
「イヨーォ、ポン」と手拍子一発で
終わる。
＊ノックの回数
・2 回 トイレで
・3 回 親しい人に対して
・4 回 正式なノック
＊おしぼり
居酒屋などで出されるおしぼりは塩素剤などで消
毒しているので、お顔を拭かれると荒れてしまい
ます。しかし、飛行機などで出されるおしぼりで
は顔を拭いて下さい。飛行機ではトイレが少ない
為、搭乗者がトイレで顔を洗うと大変なことにな
ります。
○「お・も・て・な・し」とは？お茶の世界
もてなしとは「もの」と「こと」に分かれる。裏
表ない心を意味する。
「もの」とは、その場所にあ
る装飾品、お香など目に見えるリアルな「もの」
で、「こと」とは瞬時に消えてしまう言葉、表情、
仕草など目に見えないバーチャルな事を「こと」
と言います。
○大切な日の使い分け
大切な人と過ごす場所の選び方。プライベートと
社交場との場所をわけるのが重要。店のリサーチ
は必ず自身で行う。1 度や 2 度の利用ではわがま
まは通らない。自分の足で出向き顔を覚えてもら

う。
「おまかせ」という言葉には要注意。非常にカ
ッコいい言葉ではあるが、
「おまかせ」したのなら
それなりの金額と覚悟と文句は言わない。
○ナプキンの使い方
自分のナプキン・パン皿は左側に置いてあります。
ナプキンを拡げ半分に折る。折り目を自分の方に
向けるのが一般的です。口を拭く際はナプキンの
内側を使います。
ナプキンは 1 枚で沢山の仕事をします。1 つ目、膝
においてお召し物を汚さないようにするため。2
つ目、半分から右側は口を拭くため。3 つ目、半分
から左側はフィンガーボールで手を洗ったときに
の手拭き用です。4 つ目、本来着席したら料理が終
わるまで立てないというのがマナーですが、やむ
を得なく中座する場合、折りたたんで椅子の上に
置いておきます。5 つ目、食事が終わったら、きれ
いに折りたたまずに左側に置いておくのが「非常
に美味しかった」、「サービスが良かった」のサイ
ンになります。きれいに折りたたむのは「次は絶
対来ない」というサインになります。なぜきれい
に折りたたまないかというと、
「きれいに折るのを
忘れるほどサービスが良かった」という意味です。
汗以外は全てナプキンを使う。ハンカチを使うの
はナプキンが汚いという意思表示になります。ナ
プキンを落としても自分で拾わず、サービスを呼
んで交換してもらってください。バターも立って
取るのは大きな間違いです。バターに近い人にお
願いして取ってもらってください。
○椅子
椅子に着席するとき、立ち上がるときは左側から
です。世界的に右上位というルールがあります。。
昔日本は刀、西洋はサーベルを左側に挿していま
した。家宝である椅子に傷がつかないように左側
から入ればスムーズというのが理由です。
○ポーションミルク
スターバックスやマクドナルドなどのスタンドの
カフェに行くと取り放題で沢山おいてある。生ク
リームは原価が高い。それを取り放題で置いてお
く店はあり得ない。これは何からできているか知
ってますか？ミルクではないんです。水と植物製
の油に乳化剤を入れて白く色を付けて分離しない
ように品質を保っているだけです。
○最高のパフォーマンスとは
東京ディズニーランドに行ってみる。パフォーマ
ンスは自身で考える。その場、その場の主旨を考
え、お招きする方の笑顔を溢れさせることが最高
のパフォーマンスが完了する。

