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 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1967年4月26日 

 本日の例会 （１月２８日 第３１回）通常例会                  担当：出席・資料管理委員会 

第３０回（通算2４１０回）夜間通常例会報告 

日時：2016年1月21日（木）18：3０～19：30 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 例会場 

プログラム：夜間通常例会 

担当： クラブ奉仕委員会 

進行：ＳＡＡ・プログラム委員会 浅利 美恵子 委員 

四つのテスト：社会奉仕委員会 荒 洋一 委員 

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

 皆さん、こんばんは。先般、「ＡＮＡの

口ぐせ」という本を空港で見かけたので読

ませていただきました。今日はこの一端を

御披露したいと思います。 

 

 ＡＮＡグループには、3万人の社員一人ひ

とりが、日々何気なく使う言葉、いわゆる

「口 ぐ せ」が あ り ま す。「あ れ っ、大 丈

夫？」「自分以外は、みなお客様」「小さ

いことほど丁寧に、当たり前のことほど真剣に」です。これらの言

葉は、ＡＮＡ各部署、職種を問わず仕事の「現場」で交わされてい

ます。これはＡＮＡグループで受け継がれている「おせっかい文

化」であるとの事です。 

 

 「チームＡＮＡ」として成果を求めて競争させたはずが、社員の

孤独感が深まり数字につながらないという声をよく聞きました。経

済が右肩上がりで成長していた時代は「ワンマン社長」や「天才社

員」「カリスマ営業マン」が居る企業が最強だったかも知れません

が、先の見えない経済状況、刻々と変わる現在では、昨日役立った

能力や仕事の仕方が今日も上手くいくとは限らない。みんなの知恵

を集めて成果を出す「チーム戦」でないと生き残れない時代が来て

いるのです。 

 

 2001年に米国で同時多発テロが起き、ＡＮＡをはじめ航空各社

は空と飛行機への不安などから顧客が減り、経営危機に立たされた

そうです。競合各社は経営統合や人材のリストラによる再建策を立

てたそうですが、ＡＮＡは「顧客満足の追求」を掲げ、それを支え

たのはＡＮＡの社風に育てられた社員であり、その「人財力」が

あったからこそ経営のＶ字回復を成し遂げたそうです。 

 

 そこにこういう言葉が書かれていました。たった一言の「おせっ

かい」を加えるだけで、お客様との距離が縮まります。たった一言

の「雑談」がきっかけで人間関係が良くなります。たった一言の

「基本」を徹底する事で、仕事の成果が上がります。この一言が全

ての事に当てはまるかは分かりませんが、御披露させていただきま

した。 

 

 現在、私の業界は本年4月より電力の自由化、来年度は、都市ガ

スの自由化が始まり、エネルギー業界も激動の時代に入ります。

「ＡＮＡの口ぐせ」ですが非常に参考になりました。それでは、本

日の例会、よろしくお願い致します。 

会長挨拶（沼田 常好 会長) 

千歳ロータリークラブ会報 

沼 田 会 長 方 針 

「利己と利他の調和のもと、共に楽しく歩む」 
  会 長 沼田 常好   副会長 大西 信也    幹 事 藤川 俊一 

  会長エレクト 大西 信也    会 計 今野 良紀   

第2510地区ガバナー 嵯峨 義輝 第７グループ・ガバナー補佐 坂井 治 

２０１６年１月２８日 

第２８号 （通算22７９号） 

    ～１月は職業奉仕月間～  

幹事報告（代理：今野 良紀 副幹事） 

新入会員入会式（紹介：大西 信也 副会長） 

 19日火曜日に第7グループ「会長・幹事

会」に藤川幹事と参加してまいりました。

終了後、私は千歳セントラルＲＣの例会に

参加させていただきました。 

 

※第2回第7グループ会長幹事会は1月19日

16時30分よりホテルグランテラス千歳にて

開催されました。内容に関しては各クラブ

の会長より現況報告とオブザーバー参加者

の紹介の後、2016-17年度のガバナー補佐

のご紹介・ご挨拶、今年度ＩＭに関して話し合われたそうです。詳

細や決定事項に関しては今後の幹事報告にて紹介させていただきま

す。（資料提供：藤川 俊一 幹事） 

林 俊樹 会員のご紹介 

 

 ※本年1月1日付けで札幌信用金庫千歳支店長の前会員の須川 美

和 様が札幌に転勤、その後任として同金庫恵庭支店長の林 俊樹 様

が着任され、この度、ご入会されました。（現会員数 58名）  

 
昭和35年10月生まれ 満55歳 

札幌信用金庫千歳支店  支店長 

職業No.1 銀行業務 

配属委員会 出席・資料管理委員会 

 
林 俊樹 会員よりひと言 

 

 林でございます。2週間前の千歳RC新年

交礼会でもご挨拶させていただきました。先

週1週間は恵庭支店に戻り、3連休なしで後

任支店長との引き継ぎを行ってまいりまし

た。今週月曜日から千歳支店で業務がスター

トしましたが、慣れないもので仕事がなかな

か手に付かない状況であります。 

 

 出身は空知郡奈井江町。娘は三人です。妻

とは16年前に離婚し、独り身が長くなって

おります。娘三人はみな成人し、上二人は去年と今年就職が決まり

ました。末の娘は大学三年生です。 

 

 前任の須川支店長は皆さんから非常に人気があり、また貴重な女

性会員だったと聞いております。従いまして、後任は「なんだ、男

なのか」と、皆さんがっかりされたのではないでしょうか。（笑）

私も恵庭RCで2年間活動し、半分以上は出席しておりましたが、千

歳RCではもう少し出席率を高めたいと思っております。まだまだ

分からない事が多く、皆さま方にご指導いただくことが多々あろう

かと存じます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～ 
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出席率 

今回：44.8％（  1月21日＝26／58 実数） 

確定：89.4％（  1月  7日＝51／57､うちMu0名） 

ニコニコＢＯＸ 

1．喜多 康裕 会員 本日の会員卓話、よろしくお願いします。2．大澤 雅

松 会員 ①1月9日、苫小牧民報社の新年会に出席した120人近くの社員の

前で「千歳恋物語」を披露しました。ちなみにダンサースは千歳民報社社員

でした。②1月19日、千歳工業クラブの新年交礼会でも歌わされました。

3．沼田 常好 会長 ①林さん、ようこそ千歳ＲＣへ②本日の例会、よろし

くお願いします。4．林  俊樹 会員 これから大変お世話になります。どうぞ

よろしくお願いします。5．中山 和朗 パスト会長 先ほど鶴岡八幡宮より

紅白梅をいただきました。6．大西 信也 副会長 19日の千歳工業クラブの新

年会でデンソーの酒セーバーが当たりました。根橋 聖治 会員、ありがとう

ございました。 

本日のニコニコＢＯＸ  6名 20,000 円  

クラブ奉仕委員会卓話（喜多 康裕 委員長） 

 皆さん、こんばんは。夜間例会なので

楽しい卓話を、という事でしたので、難

しい内容も一応用意はしてきたのですが

当初のままで卓話を進めさせていただき

ます。今回の卓話は～スーパーカーの世

界へようこそ～と題して卓話を行いま

す。私たち40代後半はまさにスーパー

カー世代な訳ですが、現代の若者の車離

れに対して非常に寂しく感じておりま

す。本日の資料も当社の25歳の社員に手

伝ってもらったのですが、全く興味なさ

げでした（笑）。今日は大人のたしなみという事で、スーパー

カーの世界を皆さんと楽しみたいと思います。私自身、本当はイ

ギリス車が好きなのですが、まずはとっかかりとしてイタリア編

を紹介したいと思います。 

 

※本日はフェラーリとランボルギーニの沿革や紹介がなされまし

た。それぞれ時代と共に洗練され、開発されてきた魅力的な車に

ついて、喜多委員長の思いと共に熱く紹介されました。 

 

 

◇フェラーリ編◇ 

 

1．歴 史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1929年より現在までのフェラーリの沿革です。是非ＨＰをご

覧下さい。 

 

 フィアットグループはフェラーリ、マセラッティ、アルファロ

メオ、ランチァ、デトマソを抱えています。大衆車のメーカーが

スーパーカーなどの少数のお客様に好まれる様な会社を買収して

きているというのが現在の自動車業界の現状です。スーパーカー

では商売は成り立たないのかもしれないですね。 

 

2．フェラーリ・クラシケ  

 

 この制度には賛否両論があります。フェラーリとしての証明が

しっかりなされる反面、その証明に掛かる費用が多額な為、その

ような証明は必要ないという声もありますが、売買する際にはこ

のクラシケは非常に有用です。  

 

3．世界におけるオークションの動向 

 

 クラシックモデルについては億超えが当たり前で、近年の最高

額は約50億円という状況です。スーパーカー雑誌などを見ます

と、現在フェラーリは日本国内には殆ど無く、中国や北米、ヨー

ロッパなどの諸外国に買われているそうです。 

 

4．中古車販売 

 

 世界経済の好調さからか高騰が続いています。 

 

5．現行車種一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．過去の主な車種 

 ※206/246 ディーノ（1968・

69年：V型6気筒）です。エンツォ・

フェラーリの亡くなった息子さんのあ

だ名を付けた車で、フェラーリとは本

来別ブランドであり、フェラーリマー

クもなし。ただ、現在流通している車

には持ち主が付けたのかフェラーリの

マークが付いているようです。20年

前は800万円程で売りに出ていましたが、今は5,000万円出して

も買えない位の価格だそうです。 

 

 ◇ランボルギーニ編◇  

 

1.歴 史  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※同じく1962年からの沿革です。是非ＨＰをご覧下さい。 

 

 現在ランボルギーニはフォルクスワーゲングループの傘下で

す。フォルクスワーゲンはランボルギーニ、ポルシェ、アウ

ディ、ベントレーを所有しています。 

 

2.世界におけるオークションの動向 

 

 フェラーリと同様、億超えの車が続々と誕生しています。 

 

3．中古車市場 

 

 値落ちが小さく堅調に推移しています。 

 

4．現行車種一覧      5．過去の主な車種  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真右側の右に写っている車がキングオブスーパーカーのカウ

ンタックです。 

 

「本日ご紹介したのはほんの一端で、世界にはまだ沢山の車があ

ります。次の機会にはまた違う国の魅力的な車の紹介をさせてい

ただきます。」と話して締めくくった喜多委員長。車に対するそ

の熱き思いは更なる高みへ、という所でしょうか。（笑）次回の

紹介を楽しみにしています。 

～詳しくはホームページをご覧下さい 
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