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※例会日

毎週水曜日
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熊本市中央区城東町４の２

熊本ホテルキャッスル内



※事務所

〒８６０－０８４６

熊本市中央区城東町４の２

熊本ホテルキャッスル内

TEL 354-4521 FAX 354-4053

※ URL

http://www.serc2720.org

※ email

serc@serc2720.org

■誕生祝い

■点鐘
■国歌斉唱「君が代」
■ロータリーソング
「四つのテスト」
( ソングリーダー

古田哲朗 )

■熊本東南ロータリークラブの歌
「未来」
( ソングリーダー

古田哲朗 )

■来訪者紹介
米山奨学生

ティティコンサコルウオング，
サクピシット君

■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )

■新会員紹介
渡邉俊一郎

（推薦者

会員

内田信行

「接客」

会長の時間

会員）

「接

客」
2021年12月 1日

会長 吉田

嘉昭

1.接客マナーの基本7大用語

② 少々お待ちください
お客さまをお待たせする時やその場から離れる時に使用す
るフレーズ。「少々お待ちくださいませ」「少々お待ちい

① いらっしゃいませ

ただけますでしょうか」も同様に使用できる。お待たせし

② 少々お待ちください

て申し訳ないという気持ちを込めて言う。

③ かしこまりました

経験から

④ お待たせいたしました

人は時間を使わされることに非常にストレスを感じる。

⑤ 申し訳ございません

1~2分程度であればよいが、5分以上の場合は、

⑥ 恐れ入ります

「（これこれこういう理由で）、10分以上お時間をい
ただくかもしれません。恐れ入りますが、お待ちいただ

⑦ ありがとうございます

■奨学金の授与
米山奨学生

けないでしょうか」

2.お客様に選ばれる接客の基本
社員教育に使用していた事例

4

(1) 接客話法の基本7大原則
お客様の気分を害さない、お客様の立場を尊重する姿勢
を示すための「７大原則」

ティティコンサコルウオング，

ポイント

NO.

サクピシット君

1

－１－

×

否定形(～ではありません)

○ 肯定形(そうです)

2

命令形ではなく依頼形で

3

話し終わりを丁寧に

×悪い例

○望ましい例

×

そんな修理はできません

○

ここまで修理することになっております

×

明日まで待ってください

○

明日までお待ちいただけませんでしょうか

×

間違いないと思いますが

○

間違いございません｡ご安心下さい。

ポイント

NO.

5

お断りは「恐れ入りますが」の
依頼形で
断言しない。お客様に決めても
らう

×悪い例

値引きはできません

○

誠に恐れ入りますが、値引きはお許しいた

だけませんでしょうか。
×

自分の責任領域にして話す

この部品は、交換が必要ですよ

○

この部品は、交換された方がよろしいかと

存じます
×

6

○望ましい例

×

追加修理の件は確かにご説明しました

○

私の確認不足でした（自分の責任として話

す）
修理内容を誉めらた時
7

ほめ言葉や感謝の言葉を多く

×

当社の社員は良い仕事をしているでしょう

○

ありがとうございます。お目が高いです

ね。(自分の評価ではなくお客様の評価として
ほめる)

(2)

要望の聞き取り

顧客満足度を高めるためにはお客様の要望を正確に聞
き出すことが大切である。要望を聞く時は、「お客様
の訴えはお客様の言葉で記録する」のが鉄則。質問す
る時は専門用語を使用せず、お客様にもわかる言葉を
使用する。お客様の話しを丁寧に聞く態度を見せられ
れば、顧客満足度をさらに高めることができる。

保険会社等から依頼があった場合、事前に事故状況・

ンプルを用意しておき活用する。説明能力や知識に
差があっても、一貫した説明ができる。

③ P7 ～ P16

損害箇所を把握してお客様とお話をする。場合によっ
ては、お体の具合を気遣うことから、会話をはじめる。

特集疾病予防と治療月間として、特集記事が掲載されています。

(5) 会社の接客品質は?
Aさん

(3) 資料の活用
お客様に修理内容を説明する際には、説明資料やサ

RI 会長メッセージに疾病予防と治療について述べてあります。

(4) 初期の電話対応(保険会社等からの依頼修理)

④ P17 産業カウンセラーが勧める『健康経営』について

顧客満足度が高い接客をする

Bさん

そつのない接客ができる

Cさん

説明不足が時々ある。

述べてあります。

もし、Cさんが接客をすれば、会社の接客品質はCさん

⑤ P18 ～ P22

の品質となる。

「障害は個性」と思える社会に！
⑥ P48

(6) ファミコン言葉の禁止
・「こちらランチセットになります」

表紙について説明記事あります。

・「温めてよろしかったでしょうか?」
・「ご注文のほうは以上でしょうか」
・「5,000円からお預かりします」

◎ 右側ページより（縦書き）
⑦ P4 ～ P8

筋肉を保持「貯筋」する大豆のチカラとして掲載されて
ますが為になるかも知れませんー読下さい。

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

⑧ P9 ～ P12

公認会計土から運送業へ！

■来信案内

この人訪ねて… 村田裕之さんの人生掲載あります。

１）

ー読下さい。

大森克磨 ２０２１～２２年度ガバナー、小野弘雅 ２０２１～

２２年度財務委員長、硯川昭一 ２０２０～２１年度ガバナー、

■委員会報告

吉川榮一 ２０２０～２１年度財務委員長より、２０２０～２１
年度地区資金決算報告。

（青少年奉仕担当

２）

大森克磨 ガバナー、川﨑誠治 ロータリー財団部門長より、補助

今期２名からスタートした東南アクト

金管理セミナー開催の案内。
（今回は、
特例として Zoom にて開催）
日

時

出席者

２０２２年１月２９日（土）１３：００～１６：００

（Zoom 登録開始 １２：００～）

も小畑さんの協力で現在５名で活動し
ています。昨日はアクト会長の櫻井君

と２人で古庄会員の事務所を訪れ、古庄会員より新入社員の雪田
君を紹介して頂きました。ありがとうございました。松田会員か
らも紹介を予定されています。沼田会員からもお孫さんの紹介の

会長エレクト、次年度財団委員長、

次年度国際奉仕委員長、次年度青少年奉仕委員長、
次年度社会奉仕委員長、希望者

お話を頂いています。宜しくお願いします。これからも魅力ある
アクト作りに努めていきますので皆さんのご紹介、ご協力をお願
いします。

※各クラブ１名以上の出席義務があります。

１２月のアクト例会は、第１例会１２月１４日２０時から、第２

例会１２月２１日２０時から、いずれも中央公民館で行われます。

■一般

皆さんもお気軽にお越し下さい。

１）

社会福祉法人 藤崎台童園より、クリスマス会中止のお知らせ。

■出席報告（出席・プログラム担当 松田和成 )

■クラブより

月日

１）

本日例会後に、第６回定例理事会を開催いたします。
■今後の行事
2022 01 月 29（土）

地区補助金セミナー

Zoom に
て開催
新着

■ロータリーの友紹介

（会報・雑誌担当委員

沼田敏雄）

※ 読んで欲しいページを紹介します。

① ◎ 12 月は疾病予防と治療月間です。
◎左側ページより（横書き）
② P5

宮川義行）

Zoom にて開催

会員数 出席者数

43
11 月 17 日 （免 2）
41
44
12 月 01 日 （免 2）
42
☆新入会

☆出席免除
11 月 17 日

住江正治

12 月 01 日

住江正治

山本浩之

－２－

川崎直樹

山坂哲生

出席率
（％）

5

32

78.05

30

渡邉俊一郎

堀内健太郎

修正出
席者数

27

12 月 01 日

☆欠席者
11 月 17 日（9 名）

MU

71.43

島村徹男
島村徹男

白石 繁

矢野敬之

堤 勝也

吉永陽三

武末直大

■スマイル

（親睦・スマイル担当

◎彌冨照皇 2,000 円
今日、佐野さんに会えてすごく嬉しいです。２０１７
年１２月６日入会させて頂きました。あと１週間で５
年目に突入です。今後とも長くロータリーに居られる

草村安宏）

◎鈴木義親 10,000 円
本年も残り１ヶ月となり
ました。今期もコロナウ

ように頑張ります。キャサリン！ファイト！！

イルスに悩まされた１年でしたが会員の皆様の健康に
接することができ、うれしく存じました。本日は又、誕生祝い誠にあ
りがとうございます。
◎佐野 茂 5,000 円
コロナの動静で、暫くオンラインで参加しましたが、
ようやくコロナも落ち着き、今日は出席しました。
◎福井学 5,000 円
誕生祝いありがとうございます。
今日から師走です。２０２１年も残すところ１ヶ月と
なりました。これから朝晩が冷え込み、寒さを増して
いきますので、会員の皆様、くれぐれも体調に気を付けてお過ごし下
さい。

◎宮川義行 1,000 円
２５日、グランメッセで防災フェアがあり、最先端の
土木技術やドローン活用の防災事例などの展示や人吉
水害と復旧の取り組みの紹介がありました。トンネル
内の避難看板を暗闇で光る蓄光材で作っている関西の会社があったの
で、意見交換してきました。２６日は甲佐町の乙女小学校で、不審者
から子どもを守る子供防犯スポーツ教室を開催しました。１２０名の

児童と父兄、先生たちと共に不審者からの逃げ方や護身術の訓練をし
ました。学校ＰＴＡからも大変喜んでもらいました。犯人役のスタッ
フは全員筋肉痛になりました。でも楽しい１日でした。

■社会奉仕委員会卓話

（社会奉仕担当委員 杉本整哉 )

◎内田信行 5,000 円
渡邉君、入会おめでとうございます、プラス、入会し
て頂きありがとうございます。東南にも若い会員の方
がいらっしゃいます。みんなで力を合わせ、今後東南
ロータリークラブが発展するよう頑張ってください。期待をしており

社会奉仕委員会
杉本 整哉

ます。嫁の誕生祝いありがとうございます。

◎吉田嘉昭 3,000 円
渡邉会員、入会おめでとうございます。熊本東南ロー
タリークラブへようこそ！共にロータリーを楽しみま
しょう。

本日の議題
① 慈愛園の子どもたちへのランドセル提供
について
② ペットボトルのキャップ回収について

◎松岡泰光 3,000 円
渡邉会員のご入会を心より歓迎します。ロータリーラ
イフを楽しんでください。

①慈愛園の子どもたちへのランドセル
提供について

③ 「NPO法人外国から来た子ども支援ネット
くまもと」の活動についての視察報告

林田園長先生にお話を伺いました。

◎松本 繁 3,000 円
心待ちにしていた親愛なる渡邉俊一郎君の入会を祝し
てスマイル致します。
◎松田和成 3,000 円

渡邉会員、入会おめでとうございます。一緒に頑張り
ましょう。

◎渡邉俊一郎 3,000 円
入会させていただきありがとうございます。

◎古庄浩二 2,000 円
渡邉さんの入会をお祝いします。JC とは似たようなも
のです。楽しんでください。

－３－

来年度の小学校進学の児童は、
男の子 １名
女の子 １名

計２名

とのことでした。
ご支援の協議をお願いいたします。

②ペットボトルのキャップ回収について

ガバナー補佐

熊本 RC 副会長
③「NPO法人外国から来た子ども支援ネット
くまもと」の活動についての視察報告

現在は、交流会、進路ガイダンスなどを企画運営すると
ともに、毎週定期的な学習会を開催して、小学生から大
人までの学習者に日本語指導や教科学習のサポートなど
を行っているとのことです。

R3,11,21 国際交流会館での活動風景

会員発表

 定期学習会


① おるがったステーション ＠国際交流会館



毎週日曜日 １０時 ～ １２時
１３時 ～ １５時









毎週土曜日 １３時 ～

小学生対象 (※今回視察した現場）
小学生対象
中学生対象 ＠合志事務局

② ひだまり学習会 ＠鹿本市民センターひだまり
毎週水曜日 １９時 ～ ２１時

小学生から大人対象

※コロナ禍なので、少人数にわけて学習を行っているそうです。

代表の竹村様にお話を伺いました。
こんなお話がありました。
・ここに来ている子たちの中には、学校へ小さな外国から通っているような感覚の子もいる。
(家庭では母国語で会話が行われているため、１歩外に出れば外国のよう）
・ダブルリミテッド(２つの言語どちらも年齢相応の言語能力がついていない状態）
の子どもも多くいる。

この日は午前中の部で小学生５名とボランティアスタッフ６名が
参加されていました。この後、午後の部があるとのことでした。

・学習会に通う子供たちの昼食代や保険料を団体で負担している。
・企業様からの寄付をいただくこともあり大変助かるが、単発での寄付の場合
が多く、次年度の計画へ反映させることが難しい。
・永続的な支援がいただけると、ボランティアスタッフへの金銭的サポートや
計画的な活動が行えるのでありがたい。
・県や市に活動へのサポートを再三お願いしているが、現在のところ、全く
サポートされていない。

・外国には授業参観やPTAなどの文化がないところも多く、子どもが親に説明しても理解
できないことがある。

・日本語指導は難しく、素人ではうまく伝える事が出来ない場合も多いので、行政が
きちんとした体制を整理して運営してほしい。

・駐車場費や交通費等を自腹で払いながら、毎週参加してくれるボランティアスタッフ達がいる。

視察で感じたこと

・３月に総会があるので、また是非見に来てほしい。

今回の訪問を大変喜んでいただきました。

ボランティアスタッフがマンツーマンで日本語指導を行っていました。
見ていて、マンツーマンでないと理解できない程大変な学習なんだろうと感じま
した。
竹村さんが、「近年のコロナ禍において、２年ほど子供たちが来日しておらず、
コロナ禍が終息した時には例年の３倍くらいの子どもたちが来日するであろう。
そうなったときには、今の受け入れ体制では到底追いつかない。」と仰っていま
した。
この活動を支える為には、個人や企業からの永続的な金銭的支援も大切ですが、
そればかりでは限界があります。市や県・国が対応し、運営していかなければ
大きな問題解決にはならないだろうと思います。
まずは、市議会議員や県議会議員に実際の活動の現場を見たいただいて、その
声を議会にあげていただければ、行政の動くきっかけになるのではと感じました。
また、東南RCとしても社会奉仕・国際奉仕の観点から、有意義な支援が行える
のではないかと考えます。

■点鐘

（編集者

沼田敏雄 )

熊本第 3 グループ IM 2021 年 11 月 26 日開催の模様

IM 会場

ガバナーエレクト

－４－

熊本東南 RC 出先会員

熊本 RC 会長

熊本 RC ソングリーダー

