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進んで行動をCREATEAWARENESSTAKEACTION
2000～2001年度RI会長フランクJ~デブリン

意識を喚起しNo.43

私はこのクラブにお邪魔しますと身近な親戚に会っ

たような気がします。というのも私のおります名北

RCは千種RCさんより1年早くチャーターナイトし

た経験から色々参考にして頂いたり、例会も数回こ

ちらで行ったこともあり親しみを感じているからで

す。先程次年度水野ガバナー補佐にご挨拶致しまし

たが、 10クラブ訪問させて頂く中には格式高く、足

の麓えるクラブもありますが一歩入ってみますとど

のクラブも非常に紳士的で温かく迎えて頂きました。

又、今年度は私共クラブが1Mのホストを務めさせて

頂き、その折には皆様に大変お世話になりました。

来月からは位地ロータリアンに戻りますが、これか

らもご友情賜わりますようお願い致します。賞クラ

ブの益々のご繁栄と皆様のご健勝、企業のご発展を

祈念いたしましてお礼のご挨拶とさせて頂きます。
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囹出席報告

会負 70(63)名 出Wif (19名

出席率 79.03％

前々回 6月51二I (修IMWiﾘ率) 100%

囹ビジター紹介

東名古屋分区がバナー櫛li佐 型川 1l:1:志渦

他l橋

囹ケスト紹介

東海学|関|大学経営学科研究科教授奈禽道|聡氏

財団奨学生 '(!jj珊今|」子さん

池田君ゲスI、 北卿 ｜膳さん

尾関会長挨拶｜
傍さん、 こんにちは。技術の進歩は日進月歩どこ

ろか秒進分歩と云われる程速いIT業界は､そのスピー

ドの速さにトップ企業が．夜にして負け組にならな

いとは限りません。 IT業界ほど速くないにしても、

いま様々な分117でこの主役交代が起きています。

たとえば流通業界では、長い間売上げのI､ツプを

占めていたスーパーダイエーが、この2月決算では、

前期比で10.5%減少して1兆9800億円でした。これに

対してコンビニエンスストアのI､ツプ、セブンイレ

ブンジャパンは前期より4％伸びて2兆468億円を売

_I二げ、小売業界の主役にコンビニが躍り出ました。

コンビニ、スーパー、百貨店、この並びは最近の

若者を対象にした全国消費実態調査とも符号してい

ます。30才未満の若年層の購入先の割合の最も高い

のは、コンビニで169%、 5年前と比べて7.6ポイン

I、k界しました。続いてスーパーの16.1%、百貨店

10.5%とつづき、 この年初めてコンビニがスーパーを

I辿ったのであります。若者のスーパーヘの不満で

一悉多かつたのは「どこに何があるのかわからない

ので不便だ」と云う事であります。これに対してコ

ンピニは「必要なものが手に取り易い位置におかれ

ている」と云う事です。

スーパー側からすれば、売場表示やPOPをつけて

選び易くしていると思っているのが、若者の実感で

は乖離していると云うことです。実は「スーパーの
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|伊豫田幹事報告’
1 ．次lml#l1会は午後6時より松棚I&lにて第2侭|ワイ

ワイ例会を|淵催致しますので、社II}lの例会はこ

ざいません。

|東名古屋分区星lll直志ｶﾊﾅｰ補佐挨拶

皆様こんにちは。今年度は大変お世話になり誠に

ありがとうございました。又、艀さまから色々お教

え頂き、寄せられたご友怖に亜ねてお礼I:|:Iし上げます。
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漁葬華度裳暴テーマ 奉綴陸藏鐙紙瀞侭用iしております。



|ﾊ1 1fl係をl'}雌~ｳ:する恵欲が沸いてくる。仕 il『上の|水｜

雌に直iliしたときも|｢1様で、企堆の進成| l隙や戦lliff
がIﾘ}らかにされ、従業此全体がこれを此ｲｲして話し

合いがもたれるとき、前|句きに取り組む恵欲がﾉkじ

てくる。ただし､Izﾉ|2から従業典が援助的、共感的な

人llil l卿係を体験し、社会的連滞感が実感されている

ことが前提となる。生活文化を異にする世代IHlには、

怠図的な交流を促す働きかけがなければ、枇極的な

ふれあいがもたれにくい。 1葡齢背・若年者にはそれ

ぞれ異なる特'|'|§があるが、 これによって初めから役

削分ｲuを決めることは必ずしも適切とはいえない。

むしろ職場全体が達成課題や達成1 I標を典ｲ『してI活

し合う!|!で、 11t代|H1交流をはかり、 |'|己の特'lvl畠をi'1
党しつつﾒﾊいに#li完し合う|塊l係を確立していくこと
が蛸まれる。

売場は消費者にではなく、スーパー側に部合よく榊

成されている」と云った指摘もあり、主役交代の喫

因は案外こんな所にあるかも知れません。

週刊誌やマンガ雑誌の売上げがilﾄ店を抜き、川が
ないのにコンビニに入るとムう若者の心理にも'－1を

向けなくてはならないと思います。

昔からの嘘り場商店街の凋蒋も著しいものがあり

ますが、 21世紀も激変の時代がつづくとAえると思
います。

囮講演 “新時代の経営と世代間共生”

東海学I倉l大学経営学科研究科教授奈倉
（紹介

道隆氏

I色関ｲｷ）

BRI会長賞披露

認ご聾〃罪･･-基霊慧璽曲ﾄ ･”“52’一
一

へ

錫．劉粥旛謹墨渤ゞ
名古屋千種

ロータリー・クラブ厳

命届寅ﾌﾛｸﾗﾑ遥副【"て､ｸﾗﾌに｡地域社会に、“に
戯身”1，伊鑓さ札たことを張廊し漢T・

世代間共堆が確立していない職場で、中岡年と符

年の労働荷とが共に働く際には、作業テンポの不・

致や効率の低ド、若々しい雰囲気が減退するといっ

た問題も生じよう。これは、高齢打によってI起こる

問題というよりも職場のあり方の問題として考える

必要がある。今Hまでの職場では、パフォーマンス

を高めるために統一的な行動がとれる集IJIを理想と

し歩調を合わせることに努めた。しかしこれからは、

個人の個性を認め合い、 ホII補的に協調し合うことに
よって無理なくi-t事が達成されることを理想とすべ

きである。話し合いによって職場の雰囲気が協,凋的に

なれば、それは可能である。企業におけるパフォーマ

ンスは、課題達成あるいは目標達成のための実践活

動であり、話し合いによって方向性を共有すること

が大切である。これによって、済行だけが意気さか

んになったり、高齢肯が過去の体験で腓省をリード

しようとしたりする弊審が除かれよう。また、 11t代

によって考え方の違いがあることも明らかとなって

意思の疎通が円滑となる。このような努力はパフォー

マンスを高めるためだけでなく、 メインテナンスに

も役立つ。 ‐上意下達によって郡ら成絞を高めようと

する職場では、不満が苔枝したり、人間関係が悪化
して組織の健全な維持が|ｲ1雌となる。が、職場で話

し合いがもたれて不満が表Iﾘlできるとか、柵'l1昔が
カウンセリングマインドをもって従業員の恵見にH、

を傾けるようになると、 ｜ﾊj題解決の糸1_1も|ﾘjらかと

なって組織の健全化が111能となる。 llt代間共生にお

いても、商齢昔のプライドの問題とか、勝年者が-'二

渉を嫌う問題などが生じやすいので、 カウンセリン

グによって心理的問題の解決を|叉|る必要がある。

職場に対する/f《満や人|Ⅲ関係の問題をもつ人は、

自己の発言を共感的にIIM解したり感'l,'iを受容してく

れる人と対話することによってIfILLを肯定する気1.W

と他人を認める気持が湧いてくる。そのことによっ

て冷静に問題解決をはかる道が|ﾙ1けたり、新しい人
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◎61:l l6I I 、地区役興、会艮、榊輔懇親会にて擶出
ガバナーより会長歯を頂きました。

、－．－－－…－－＝麻雀会成績一------…
於：松楓|#1 6/14 (木）

|"蝋蝋
i 3 位 加藤亜雄 +13.4()0
i B B 森 、;噂 ~ △22.600

（参加背 8名）

｜ 今《股の収切り,州勝醤は成川良治徴に決
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1 今i股の収切り‘剛勝欝は､成川良治苔に決i9
i定致しました。
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〆例会場・事務局住所変更のお知らせ
名古雌みなとRC(61 127H(水）移IIK)

例会場：名古朧マリオッl､アソシアホテル

ﾋｼﾀｰﾌｨｰ: '10001LI

小務IIj :〒′150-6002 111村.Ⅸ名駅1－1－4

名古爆マリオットアソシアホテル2222号餅

TEL&FAX従来と|耐lじ
、 _一ノ

勘ニコボックスは紙面の都合上、次回掲載致します。

囹次回例会（7月3日）

新・ lI l会災挾拶

前ｲ|:度拷,' lll,'if箭衣形
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