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第 918 回例会

平成21年１月29日（木）

◎本日の例会プログラム
ゲスト卓話「中津市民病院の現状と今後」
中津市民病院 総務課長 吉田基晴氏
◎次回例会プログラム

会員卓話「新入会員の卓話」長野修士会員、長野定生会員

前回
（ 917 回例会）の記録
平成21年１月22日
（木）
■ビジター
ガバナー補佐
江田喜代人君
（日田中央RC）

◎ロータリーソング

■出席報告
会 員 数 28名
免 除 者 数 １名
対 象 者 数 27名
本日出席者 24名
欠 席 者 数 ３名
出 席 率 88.89%

それでこそロータリー

◎会長の時間 会長 加来敏男
日本時間の昨日午前２時、アメリカ合衆国でオバマ大統領の就
任式が行われました。残念ながらテレビの生中継はありませんでし
たが、就任式に立ち会うため全米からワシントンに２百万人の人々
が詰めかけたそうです。ホテルは全て満杯で、宿泊料もかなり高額
になったそうで、泊まれないためにほとんどの人がバスに乗って当
日集まって来たそうです。黒人系の初めての大統領ということで、
色んな人種の民衆が彼に大きな期待をしていることが判ります。
オバマ大統領は、敬愛するリンカーン元大統領をお手本にして、
演説内容を専任ライターと練り、
「米国再生に取り掛かる」と宣言。
約80年前の大恐慌以来とされる経済危機克服への決意を表明する
一方、
「新たな責任の時代」が来たと述べ、国民一人一人の努力も
求め、また責任ある形でイラクから撤退を始める方針を示しました。
オバマ氏は８年間に及んだブッシュ前共和党政権時代の単独行動
主義から脱却、国際社会の信頼回復を目指しています。
私が驚いたのは、パレードの時にロケット弾で攻撃されても大丈
夫というリムジンに乗っていましたが、途中で降りて婦人と手をつ
ないで歩いたことです。
この行動で民衆との距離が一気に縮まったのではないでしょう
か。これでアメリカが良い方向に変わって行ってくれると良いので
すが。期待して見て行こうと思います。

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」

■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
３名
メイクアップ
２名
欠
席
者
１名
修正出席率 88.89%→

96.30%

●メイクアップ
岩渕（中津）、江渕（中津中央）
●欠席者
向笠

◎幹事報告
幹事 矢頭和敏
●例会変更 中津RC（2/11（水）→休会）
●週報受理 津久見RC
●会報受理 沖代ライオンズクラブ
●幹事報告
・ロータリアン誌届く（英文）
・ガバナー事務所より「会長エレクト研修セミナー、次年度ガバ
ナー補佐会」開催のご案内、地区協議会開催のご案内
◎委員会報告
・親睦委員会
２月７日（土）の地区大会の参加の皆さんへ、当日は７時に中津
を出ます。詳しくは後日お知らせいたします。
・江田ガバナー補佐
今年度の半分が無事に終わりました。地区の報告です。ガバナー
の公式訪問が終了しました。会員増強は若干の増加です。R財団
への１人当り100ドルの寄付をお願いします。米山財団への寄付も
お願いいたします。次期のガバナーノミニーの選出を大分県側でお
願いしています。
◎ニコニコボックス
担当：職業奉仕委員会
○若松会員
仕事の都合で早退いたします。

He Profits Most Who Serves Best

○江田ガバナー補佐
残り半分の期間、ご協力をお願いします。
○熊谷会員
記念講演の講師の松井氏に会ってきました。
○加来会長
江田ガバナー補佐ようこそおいで下さいました。スターフライヤー
の鈴木さん、今日の卓話宜しくお願いいたします。
○辛嶋会員
次期のガバナー補佐になりますので江田さん、宜しくお願いいた
します。先日、警察の検死の仕事がありました。
○岩渕会員
父が入院していましたが、無事退院しました。
◎ゲスト卓話
「スターフライヤーの企業運営について」
㈱スターフライヤー営業副本部長 鈴木紀男氏
社名 ㈱スターフライヤー（英文表記：Star Flyer Inc.）
本社 〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町２丁目２番１号
新小倉ビル JR小倉駅より徒歩10分
東京支店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町３丁目10番２
号 フローラビル 東京メトロ日比谷線・都営浅草線人形町駅より
徒歩1分
設立日 2002年12月17日（ライト兄弟フライヤー号初飛行から100
年目）
資本金 58億３千３百万円
主要株主 TOTO ㈱、㈱安川電機、北九州エアターミナル㈱、九
州電力㈱、日産自動車㈱、羽田タートルサービス㈱、全日本空輸㈱、
鈴与㈱、新日本製鐵㈱、西日本鉄道㈱、第一交通産業㈱、ドール
キャピタルマネジメント、大和証券㈱、大和証券エスエムビーシー
プリンシパル・インベストメンツ㈱、投資事業有限責任組合エヌア
イエフグローバルファンド、アイ・ティ・エックス㈱、SBIブロードバ
ンドファンド1号投資事業有限責任組合、SBIビービー・モバイル投
資事業有限責任組合、㈱ドリームインキュベータ、その他
代表者 代表取締役社長 堀 高明
従業員数 429名（2008.1.1現在）
※従業員数は、外部からの出向者を含んでおります。
※従業員数には、臨時社員並びに派遣社員は除いております。
事業理念
もっと便利
小型機ながら、多便数シャトルを早朝深夜まで運航。ビジネス
の活動時間を広げます。 徹底した低コスト体制で、運賃は大手よ
り割安を堅持します。安全運航がすべての基本です。
もっと快適
小型機ながら、大手航空会社の飛行機より座席の間隔が広く、
前の人が気になりません。 さらさら感のある革張りシート、個人用
機内TVを装備し、他社よりワンランク上のエンターテイメントを提
供します。
もっと優しく
私たちは
「ひとと環境に優しく」を第一義に掲げ、お客様へのサー
ビスを考え、ご提供します。また、スタッフは日ごろから「楽しく仕
事をし、楽しさをお客様に分かち合っていただく」ことを心がけます。
もっと挑戦
大手や既存会社とは明確に違う事業展開をします。
「故郷」の北
九州を事業のベースとして大事に守ります。
「九州からアジアへの窓
口」になります。常に新しいことに挑戦します。
ブランドコンセプト
Mother Cometは空を飛びながら何万個もの光輝く流星群を生
み出す。同じようにSTAR FLYERは快適なフライトと共にお客様
の夢や希望に輝きを与える。ライト兄弟が生み出した航空産業の情
熱と哲学を今なお受け継ぎ、無償の愛から喚起されるホスピタリ
ティをお客様に提供する。
お客様が輝くための移動体であること
お客様が輝くための宿であること

「夢をかたちに」

お客様が輝くためのホスピタリティであること
〜 blaze through the world like a comet 〜
彗星のように、輝きを生み出し世界を駆け巡る航空会社、STAR
FLYER。
企業理念
私たちは、安全運航のもと、人とその心を大切に、個性、創造性、
ホスピタリティをもって、
『感動のあるエアライン』であり続けます。
私たちスターフライヤーは、既存の航空会社にはない新しい航空
輸送サービスをお客様、社会に提供する目的で設立された航空会
社です。
航空会社として一番重要なことは、安全、確実にお客様、貨物
を目的地にお届けすることであり、安全運航こそが私たちの使命で
あり事業基盤です。
その安全運航の下、新たな輸送価値をお客様に提供するために、
私たちは「人」と「心」を大切にすることをその核に据えました。
お客様、お荷物を単に運ぶのではなく、お客様ご自身やご家族の
お気持ち、荷物に託されたお心までも大切にお運びする、それが
私たちが提供する輸送価値の核となるものです。また、
「人」と「心」
を大切にすることは私たち社員相互間も同じです。新たな輸送価
値を提供するには、私たち社員も互いに尊重し合い思いやりを持っ
て日々の仕事に当たることが不可欠です。
「人」と「心」を大切に
することは、私たち社員が仕事をするときの核でもあります。
「人」と「心」を大切にするという核を発展させ、私たちならでは
の輸送サービスをご提供するためには、社員一人ひとりが個性、創
造性を余すことなく発揮しホスピタリティをもってお客様に接するこ
とが重要です。定められた手順や方式にとらわれるのではなく、そ
の時々の、その場面々々でお客様が求められる、さらには望んでお
られるサービスをホスピタリティをもって提供していく、このことが
私たちのサービスの基本姿勢です。他社にはない追従を許さない
私たちの個性、創造性、ホスピタリティをいかにお客様に提供しご
満足いただけるか、これがスターフライヤーという新しい航空会社
の存在理由です。
お客様から選んでよかった、利用してよかったとご満足の笑顔を
いただけることが私たち自身の歓びであり仕事に対する励みです。
私たちは、お客様に新しい航空輸送、新しい輸送価値を提供し、
お客様と一緒に新たな感動を求め続けます。
行動指針
安全運航に徹します。
安全運航は、私たち航空輸送に従事するものの至上の責務です。
また、安全運航は、航空輸送を営む我が社の使命であり事業基盤
です。私たちは、持てる知識、経験、技量を活かし、叡智をつくし
て安全運航を維持し続けます。
（安全憲章より）
自らの仕事に責任と誇りを持ちます。
私たちの事業が航空輸送という社会生活において重要な交通機
関の一翼を担っていること、そしてその輸送を提供するには私たち
一人ひとりが受け持った仕事を確実に遂行してはじめて成り立つと
いうことについて常に意識し、日々の業務に責任と誇りを持って取
り組みます。
お客様の視点から発想し、創造します。
私たちは、常にお客様の視点、立場から提供するサービスを考
えます。前例や職域、枠組みに囚われることなく、お客様にご満
足いただけるよう柔軟に発想し、創造し、行動します。
仲間とともに輝き、ともに挑戦します。
私たち一人ひとりが力を合わせてはじめてお客様に輸送サービス
をご提供することができます。私たちは互いに信頼し協力し合って、
つねに新しいつねに一歩先の輸送サービスを提供できるよう活き活
きと働き、挑戦します。
感謝の気持ちと謙虚さをもって人と社会に接します。
私たちは、お客様、株主・地元の皆様をはじめ多くの方々に支え
られ今があることを常に忘れず、感謝報恩の気持ちを持ち、謙虚
に人と社会に接し貢献していきます。
（文責：田原）

Make Dreams Real

