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◆長谷川会長 【会長報告】
◆誕生祝い 【小沢先生 兼松会員】
◆結婚祝い 【笠原会員】
◆米山奨学生 奨学金贈呈 【サイ・ユチさん】
◆卓話 【柳沢友紀子様】

◎会長報告
来週はガバナー公式訪問です。皆様参加の程宜しくお願いします。今週は全米オープンで
錦織選手が大活躍しましたが、伊調馨選手が世界選手権１２連覇という事で、錦織以上にす
ごい事だと思います。
さて、今日はコーヒーの話をしたいと思います。
皆様ご存知のスターバックスがオーストトラリアの運営権をウイズアウトグループに売却
をする事になったというニュースが流れました。２０００年に第一店舗を開店しましたが、
２００８年までに約１００億円の赤字を出し、７００人のリストラをしたそうです。ですが、
連結決算では売上１兆２千億で、２万店舗の展開をして参りました。昨年度の開店の数と閉
店の数を比べても１７００店舗増えています。それがなぜオーストラリアでそういった状況
長谷川

になったのか興味が有り調べてみました。最大の理由はオーストラリアに進出した時にはも

会長

う国内では本格的なエスプレッソのカフェが根付いていたという事ではないかと思います。
イタリアでも余りスタバは伸びていないようです。コーヒーの世界ではバリスタという人が
いるのですが、オーストラリアでは世界一の人を多数輩出しています。その世界大会で昨年
日本人が優勝しました。バリスタはチェーン店に入るのではなく小さなお店に入りバリスタ
目当てのお客を増やすという事ですが、そういうお店をスタバが崩せなかった様です。余所
でやっているやり方をそのままやったところオーストラリアには通用しなかった様です。小
が大を制したという事で、連合艦隊がバルチック艦隊を破ったという話を思い出し、「坂の
上の雲」という本が読みたくなりました。

◎幹事報告
ガバナー公式訪問のスケジュールをお渡ししてありますが、再度認してください。地区大
会の案内ですが、１９日に行われます。今年度は横須賀と遠いですが全員参加でお願いしま
す。詳細は後日お知らせいたします。広島の水害の寄付もまだ受け付けておりますので、ま
だの方はお願いします。

長谷川

会長

と

関口

幹事
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◎誕生祝い 【小沢先生 兼松会員】
■小沢先生
１３日が５５歳の誕生日です。ロータリーに入り一生会わなかったような人に会うことが
出来て感謝しています。まだ若輩ですが余のために人のために頑張ります。「一生青春、一
生勉強」です。

■兼松会員
７日で４７歳になった、乙女座、半分独身の兼松です。病院で血液検査をしたところ肝臓・
左から、
兼松会員、小沢先生、長谷川会長

尿酸値がひっかかりましてダイエットをすることにしました。頑張ります。

◎結婚祝い 【笠原会員】
9 月１日の防災の日に結婚しました。会社が休みだったからですが、３６５日の中で一日
だけ結婚していると思う日です。たまには何かをしようと思って車を買いかえてあげました。
お金は責任を持って払います。

◎委員会報告
笠原

会員

と

長谷川

会長

■三富会員

ホームページリニューアルしました。是非、見てください。

■河合会員

１０月８日金目川清掃の件、何とか参加してください。手ぶらで来ていただいて結構です

が、できれば長ズボン、長靴のほうが良いと思います。小学生の純粋さに触れて日頃の垢を
落としてください。

■奉仕委員会

井出会員

１１月１日「職業奉仕のなんでも相談会」１１月１5 日盲学校の牛の乳しぼりをやります。

各奉仕が続きますのでお忙しいと思いますが宜しくお願いします。
河合

会員

◎出席報告
会員４０名

原

出席義務者３８名

出席者２９名

出席率

原

博章

会員

野崎

会員

７６％

◎新会員のスポンサーお礼
◎米山奨学生

博章

関口

幹事

奨学金贈呈

会員

■サイ・ユチさん

参加出来て心から感謝しています。

素晴らしいスピーチを聞いて勉強にな
ります。これからも宜しくお願いしま
す。
サイ・ユチさん

と

長谷川会長
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柳沢友紀子様

ご紹介

三富

会員

平塚生まれで平塚育ちです。学校を出てからどこもショップに勤務されています。趣味は
フラダンスとハワイ旅行で、ハワイ旅行のために頑張っています。現在彼氏募集中ですが、
お父さんが厳しいので、気を付けて下さい。

■卓話

柳沢友紀子様

ドコモショップの窓口で携帯の販売、故障受付をして

ではなく、人単位で見ることができるので、とても便利

です。画像もインターネットメールだとかなり長いのが
います。三富さんより依頼が有って今日はお話をさせて
クロエ ウー さんです。カナダのブリティッシュコロンビア出身です。
ラインだと瞬時に送れるし、ボイスメッセージでも送れ
いただきます。
２１日に来ました。今は井出さんのお宅で預かっていただいています。 江南高校に通って
ます。既読サービスというのが有り、自分が送ったメッ
ガラ系の人がとても沢山いられると思いますが、スマ
いまして２７日より学校に行っています。１６歳の一年生で、ダンスクラブに入りました。
セージを見たかどうかが分かるサービスですが、善し悪
ホの利便性についてお話させて頂きます。スマホって
もう友達も３人出来たそうです。 かわいいので日本のお父さんだよと言ってしまいました
しがあります。ライン通話というのも有ります。通話の
何？というと小さなパソコンと一緒で YOU チューブ等
ので、楽しく過ごせるように努めます。皆様もよろしくお願いします
品質が落ちるという欠点が有りますが、ライン通話だと
が見られるとても便利なものです。シルバー向け楽々ス
マートホンというのも有り、誰でも使えます。
ガラ系との大きな違いはまず操作性です。ガラ系はボ

海外でも使えます。
ＦＡＣＥブックというのも有ります。お友達と認定した

タン式で、スマホの場合はタッチしてスクロールして使

人が送ったメッセー

うという違いが有ります。次にアプリが沢山あるという

サービスです。自分が送ったメッセージも見ることが出

事です。もともとソフトはあまり入ってなくて自分でダ

来ますが、個人向けだけでなく企業版がいまとても普及

ウンロードして自分用に作れるという事です。３つ目に

しています。

はスマートホンはパソコンで見られるサイトはみんな見

性が高いという利点が有ります。

られることです。４つ目が、使えるメールアドレスが多

楽しいアプリに、「マップ」というのが有ります。車の

いという事です。ガラ系では一つの番号に１アドレスで

ナビより高性能でタイムリーに見ることが出来、新しい

すがスマホは普段パソコンで使っているメルアドやウエ

道もすぐ反映されるので、とても便利です。

ブメール等自由に使えます。実際にスマホで何ができる

プリで「話して翻訳」をダウンロードして使うと、自分

かというと、離れている人と情報共有が出来ます。一つ

が話した言葉を英語にしてくれたり、中国語や韓国語と

はＳＭＳという番号だけでやりができるがというサービ

フランス語などかなりの言語に翻訳してくれます。オオ

スですが、メールで７０文字しか入れられないので、

シマテルというアプリがあり事故物件を表示してくれる

ちょっと不便です。もう一つはインターネットメールが

アプリです。とても役に立つと思います。スマホの良い

使えます。容量でカウントされるので大分長文でも送れ

所を理解していただき是非楽しく使っていただきたいと

るので、便利です。それからスマホだけでしか使えませ

思います。今日はありがとうございました。

んが、ラインというのが使えます。送受信ごとに見るの

ジだけ見ることが出来るという

タダだという事と拡散性が高いのと信用

翻訳のア
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◎スマイル報告
長谷川会長

柳沢さん、本日の卓話宜しくお願い致します。

関口幹事

柳沢さん、本日の卓話楽しみにしております。宜しくお願いします。

芦川会員

柳沢友紀子さん、ようこそお越し下さいました。卓話楽しみにしております。

井出会員

９月８日に海老名ＲＣに呼ばれ吉野さんのお伴で行ってきました。すばらしい
卓話で、海老名ＲＣの方々から大変喜ばれました。平塚湘南ＲＣのイメージアッ
プ大成功でした。

河合

会員

小沢会員

本日は柳沢さんようこそいらっしゃいました。卓話よろしくお願いします。また、
明日で５５歳の誕生日を迎えます。御祝有難うございます。
「一生勉強・一生青春」
をモットーにこれからもやっていきます。

笠原会員

花火大会を最後にロータリーに来ていませんでした。申し訳ありません。７・８・
９月と東京電力の予算削減により埼玉県に仕事へ行っています。（私はたまにだ
けです）お願いして行っている仕事なので文句も言えず毎月マイナスです。９
月２０日までなのでもう少し頑張ります。宜しくお願いします。

柏木会員

ＮＹの同時多発テロから早１２年。いつ終わるのか、テロとの戦い「祈、世界
平和！」

兼松会員

寒かったり、暑かったり身体壊さないようにしていきます。一つ年を取ってし
まいました。諸先輩方に近づくように頑張ります。

河合会員

１０月８日（水）８：５０〜１０：２０にかけて昨年は雨天中止となった「金
目川クリーンキャンペーン」が行われます。是非、多くの会員の皆様のご参加
を宜しくお願いします。

黒柳会員

３連敗で行楽どころではありません。六甲おろしが体に沁みてきました。

小泉会員

小さい頃「ニッコリさん」と呼ばれていたそうです。錦織選手は夢の実現に向
けて決勝進出でした。日本人に勇気を与えてくれました。ありがとう。私もニッ
コリで３，０００円です。ちょっと休みがちで申し訳ありません。

佐藤会員

先月から筋トレを始めました。今までいかに怠けていたか実感しています。年
末には牧石さんのように直にワイシャツが着れるようにしたいです。

清水会員

先週のスマイル覚えていますか？１０８円に近づいています。円安が続いてい
ます。円安というよりドル高な感じです。この先はＦＲＢ次第ですね。

真道会員

一昨年「なんでも相談会」に来られた人で管理不動産会社の不始末で家賃の回
収が出来ずに困って居られましたが、当社で管理を委託され、管理会社及び保
証会社からも回収し、大変喜んでもらいました。これは長いコメントとなりま
した。

徳永会員

昨日、エル・パティオでロータリークラブならず、ロートルクラブが開かれま
した。参加者はロートルでしたが話題はヤングマンでした。

古木会員

行楽日和ですね。

細野会員

先週は休会致しましたが、今週は早退させていただきます。

牧石会員

日本に膨大な損害を与える、嘘の記事を書く朝日新聞は潰したほうが良いと思
います。長年の間、世界は朝日の記事を信じているので撤回するのは大変だと
思います。

三富会員

柳沢さん、本日卓話宜しくお願いします。

柳沢会員

柳沢さんようこそ。貴重な時間を無駄にしないように、しっかりと卓話お願い
します。

吉野会員

柳沢さん、卓話楽しみにしています。

