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母 子 の 健 康 月 間
次週（４月１９日）のお知らせ
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☆☆ ４月度の在籍表彰 ☆☆
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先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

４月度は母子の健康月間です。本日の例会は、
御木威会員が「金融機関の裏話」のテーマで卓話
してくれます。会員の皆様にはご清聴ください
ますようお願い致します。先週の例会終了後、４
月度定例理事会が開催され、審議事項として、髙
田会長エレクトより次年度委員会の再編それに
伴うクラブ細則の変更について、ソング・プログ
ラム、広報委員長も次年度理事にする旨の説明
と提案が為され、その為、前回理事会で承認され
た細則の変更にその分を付け加えて変更したい
との発言が有りました。会員向けの説明及び４
月１９日㈭の臨時総会を開いて細則の変更を決
議する事で承認されました。その他審議事項と
して、大保事務局員の２、３月分の交通費を除い
た給与通常支給、山本喬一会員の出席規定免除、
タイの浄水器提供事業、５０周年記念誌の支払

いが終了後、５０周年記念事業の最終の決算と
なる、深田会員の退会届け、ＲＡＣのライラセミ
ナー、松久曜子会員、普山勝貴会員についての登
録等の報告が有り夫々が承認されました。本年
度の会期も後３ケ月となり、社会奉仕事業とし
て５月１２日㈯児童院のＢＢＱ事業、５月１６
日㈬天満天神繁昌亭への北区老人会招待事業、
５月１９日㈯親睦委員会による春季家族会（中
之島ラブセントラルＢＢＱラウンジ、ノクター
ン）、カナダ・トロントにて開催されるロータ
リー世界大会参加（当クラブから６名参加）を残
し、大方の事業が終りに近づいています。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて4月号推奨記事のご紹介をお配りしてお
りますのでご覧いただきます様お願いいたし
ます。
②次年度理事・役員・委員長に「2018-19年度活動
計画書提出」のお願いをさせて頂いておりま
す。4月26日（木）までに必ずご提出お願いい
たします。
③「新年度名簿作成についてのご訂正お願い」
を本日お配りしております。次年度ロスター
の原稿になりますので必ずご確認をお願いい
たします。なお、ご訂正のない場合もOKとご記
入のうえ必ずご提出をお願いいたします。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

０名
３名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

54名
40名(50名)
18名
10名

④座席表（4～6月分）を本日お配りしております
⑤新入会員歓迎会のご案内を本日お配りしてお
ります。多数のご参加をお願いいたします。
⑥「My ROTARY」未登録の会員の方は登録にご協
力くださいますようお願いいたします。
⑦「春の家族会」出欠のご返事を事務局までお
願いいたします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日、卓話よろしくお願い致します 御木 威
誕生日自祝
箕村 保
誕生日自祝、55才がんばります
平尾 彰彦
自分の誕生日を自分で祝います
西井 幾雄
中川 政照殿には日頃種々ご高配をいただいて
いますが、先日は結構なお写真をたくさん頂き
感謝して
坂本 一民
仲西会員、パクチー有難うございました。大好
物です
中村 健輔
第3回橋本会長杯コンペ、皆様のお陰をもちま
して優勝させて頂きました。ハンデきびしくな
りましたが次回もがんばります
平尾 彰彦
第3回橋本会長杯、準優勝させていただきあり
がとうございました。又、連続欠席のおわびと
して
坂東 信幸
第3回橋本杯、皆様おつかれ様でした。今回
メーカーでした。次回ガンバります 中村 修
坂東さん幹事ごくろう様でした
箕村 保
先日のゴルフ楽しかったです
西原 潔
御木さん、本日の卓話楽しみです。ガンバッテ
下さい。
SAA一同
平成30年4月5日

合計金

54,000円

累計金 2,505,000円

☆☆ 先週（4 月 5 日）の卓話 ☆☆
「金融機関の裏話」

4月5日の出席率
80.00％
４週間前（3月15日）の
メークアップを含む出席率 81.63％
メークアップ実施会員
4名（欠席者13名)
つく、その結果、客への追求が厳しくなり、財務
局クレームが飛びぬけて多くなるという悪循環
になっていました。私が在籍していた３年半の
間でもノルマはどんどんエスカレートしてい
き、他社は回収など３か月のスパンでしたがこ
こでは単月のノルマ、それが一週間のノルマに
なり、１日のノルマになり、２時間ごとのノルマ
になりました。それだけでは足りず、最後には電
話掛け回数のノルマまで設定されるようになり
ました。月で一番多いときは１万件にものぼる
電話掛け回数をわずか３人で行わないといけな
いこともありました。こんな時は仕事どころで
はなく、ひたすら電話を掛けたという記録をパ
ソコンに入力をするだけでした。当然に離職率
も高く、１日で辞めることはざらで３年勤めれ
ば大ベテランの域です。このような会社に就職
しましたが、もし、まともな会社に就職していれ
ば今でもサラリーマンをしていたかもしれませ
んし、そうなるとロータリークラブにも入会し
てなかったでしょうから今となっては非常に感
謝しています。今では債務者からの相談の方が
多く、逆の立場になりましたが債権者側の経験
が非常に役立っています。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
うるい 玉葱 蛍烏賊 酢取り防風
酢味噌掛け
鰆 芽キャベツ ヤングコーン ミニトマト
木の芽 若布餡かけ
鯛菜の花焼き 蕗きんぴら 酢蓮根
白飯 香の物
澄まし仕立て 蛤真丈 桜大根 桜人参
三つ葉 柚子
桜杏仁プリン 桜花塩漬け
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水谷暢宏

相模原南ＲＣ

作曲

真実か どうか

みんなに 公平か

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

御木 威会員
私が大学を卒業し、最初に勤めたのが大手消
費者金融でした。その会社では企業利益の追求
をゲーム感覚にシステム化し、高卒２年目でも
支店長に抜擢しておりました。まず出社したと
きに創業者の写真に向かって挨拶をし、退社の
時も写真に向かって挨拶をする。初任給と賞与
をもらった時には、創業者、創業者のご子息、支
社長にお礼の手紙を書くことを強要され、ある
新入社員が茶封筒で手紙を送ったことが大問題
になるような会社でした。業界でも私が勤務し
た消費者金融のノルマは業界でも飛びぬけてき

）内は会員総数を基準とした値

