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私は、この場所にいないでしょう。
話は変わりますが、
世界景気３大リスクの順番が、オバマ再選後に変

本日のお客様

わったそうです。

元ＣＡ 行政書士

大石 聖子 様

オバマ再選前までは、

小川会員のお客様

大浦

明 様

１．欧州債務危機 ２．中国経済の失速 ３．ア

石川 允朗 様

メリカ「財政の崖」でしたが、再選後、ねじれ国

〃

会
山本

長

挨

拶

成人 会長

会が継続するということで、
１．アメリカ「財政の崖」 ２．中国経済の失速
３．欧州債務危機
と順番が逆転したそうです。
欧州債務危機が１番から３番になったからとし
て、改善されてリスクの順番が下がったわけでは
なく、アメリカと中国が悪くなって下がっただけ
なので、景気リスクがさらに悪化したと考えた方
がいいのかもしれません。景気リスクが上がれば
上がるほど、仕事の判断も難しくなります。
個人資産の運用方法も気になるところです。心配

みなさん今晩は！
先週からかなり寒くなってきました。みなさん、
健康管理に気を付けて忘年会シーズンのりきって

な方は、今日、卓話してくださる大石先生がＦＰ
（ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ）の資格を保持者されてい
ます。心配の方は相談されてはどうでしょうか？

幹

もらいたいと思います。

事

報

告

さて、寒くなったと同時に騒がせているのは 衆
院解散・総選挙です。やっと、大統領選が終わっ

吉田

たと思ったら国内での選挙です。



今回は、大丈夫だとは思いますが、一つだけ願っ
ているのは、米国のようにねじれ国会を継続させ
ない結果になって欲しい事だけです。
案件がきまらない国会はどれだけ経済に負担を

朋令

幹事

１１月１６日

分区ゴルフが無事終了しまし

た。


千葉西ＲＣ忘年例会の案内が来ております。
１２月１５日（土） 18：00 点鐘
１１月２５日～２９日五福ロータリークラブ

かけているか考えて欲しいです。あれだけ、自分

の皆様の来日中の予定です。

の会社で判断できない２つの派閥があったら、派

11/25

13：05 成田着

閥が出来た年に解散していると思います。そして、

11/25

18：00 かんたろうにて歓迎夕食会

委
親睦委員会

11/26

18：30 第９６０回例会

11/29

18：30 成田発 帰国

11/26

簡単なバス旅行をと呈しております。

11/26

例会後二次会カラオケを予定してお

ります。


員

会

報

告

田中委員長

１２月１０日は忘年家族例会でございます。
点鐘は１８：００お間違えのないように。場所は

３月２０日からの五福ＲＣ訪問の出欠の件

「シェルハウス」です。内容等詳細につきまして
は後日ご連絡いたします。

米 山 功 労 賞

飯田

功

会員

１２月９日に今年度第２回「ワンダラー会」ゴル
フコンペを開催いたします。場所は真名カントリ
ークラブ。３組用意いたしましたが、まだ枠が空
いております。スタートは７：１３と少し早いで
すが、宜しくお願いいたします。

ゲ
元ＣＡ
1 1

ス

行政書士

ト

卓
大石

話
聖子

様

月 の お 祝 い

結婚記念日祝い

皆様、こんばんは。お招きいただきましてどう
もありがとうございます。
中央区で行政書士事務所をしております大石聖
子と申します。
私は、２０１０年の１１月まで２０数年間、(株)
日本航空（ＪＡＬ）の国際線客室乗務員をしてお
りました。まだご記憶に新しいとは思いますが、
池田

会員

会社更生法による人員削減策で退職いたしました。
昨年、行政書士の勉強をいたしまして、今年の５
月に開業したばかりの新人でございます。高山先

生の運輸業務研修会に参加しておりまして、その

なっているワインの銘柄や、お風邪を召している

ご縁で今日のような機会をいただきました。先生

ことなど、サービスに必要なことばかりですが、

どうもありがとうございます。

その中でやはり「１６Ｈのお客様とても良い方で

ちょうど２年前の１１月１８日は、私のラスト
フライトでございました。

～す！」などの情報は皆に伝わります。
機内で私たちに明るく接してくださるお客様は

良き時代のラストフライトですと、お祝いムー

とても人気がございました。

ド一杯で、好きなフライトや一緒に飛びたい友人

他、良くある失敗としては、一日に国内線を何

を選び、帰着すると溢れんばかりのお花が出迎え

便か飛んでいるとドコに着いたのか一瞬わからな

ているものでございましたが、私の時は、ベース

くなることです。到着後の機内アナウンスで福岡

ではない羽田着しかも夜遅く知り合いもいない。

空港なのに「ただ今当機は東京国際空港羽田に着

お花は電車で帰るのに邪魔なので辞退…と大そう

陸いたしました。
」などしてしまうこともたまにあ

物悲しいものでございました…

りました。

しんみりしてしまって申し訳ございません。

思い出すと懐かしく楽しい出来事ばかりのフラ

本日のタイトル「ＣＡ時代の失敗談」でござい
ますが、ずっと考えていましたら夜、ＣＡ時代の
夢でうなされてしまいました。

イト人生でございました。
これからは、元ＣＡのキャリアを生かしておも
てなしの心を大切に、行政書士として新しい空に

現役時代に一番怖かった失敗は「遅刻」です。
それこそ職場が飛んで行ってしまいます。

飛び立ちたいと思っております。
本日はお招きいただきましてまことにありがと

次は忘れ物でした。パスポートや社員証がない

うございました。

と飛べませんし、機内で使うエプロンやローヒー
ルの靴も忘れると大変です。また外地のホテルで
使用するパジャマやスリッパも簡単に入手できる
所だと良いのですが、そうでないとかなり悲しく
なります。

に こ に こ B O X
石川允朗様X ・・・・・・・
大浦 明様 ・・・・・・・

うなされて起きて、今ＣＡを辞めて心から良か
ったと思うことは、お食事のオーダーを取らなく

山本 会長 卓話ありがとうございます。
高山 会員 大石先生 本日はありがとうござい

て良いことです。

ます。

ビジネスクラスでは、通常３、４種類のお食事

池田

をご用意してありますが、数が限られるのでお客

いました。
高柳 会員 大石さん卓話ありがとうございまし

はなぜかお肉が大好き！ご希望にお応えできない
と…「朝からず～っと楽しみにしていたのに。何
とかならないのか！それならいらない！」など頭
から湯気を出して怒る方もたくさんいらっしゃい
ました。

結婚記祝いありがとうございました。
大石先生楽しいお話ありがとうござ

様全員のリクエストにお応えできることは稀です。
海外からの便ですと和食が人気ですし、関西の方

会員

た。
飯田 会員 ・・・・・・・
辻

会員 ミャンマーへ行ってきました。

佐藤 会員 ・・・・・・・
小川 会員 人生 出会いに感謝！！

機内でモテモテになる秘訣は…「お食事のご希
望が通らなくても、にっこり許してくださること」

計

です。

累計

フライト中、ＣＡは常にＧＬＹの中などでお客

２６，０００円

７３４，３００円

様の情報を交換しております。内容は、お飲みに
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