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第1256回 例 会

2017年9月22 日（金）

2017 - 2018 年度

国際ロータリー  本年度テーマ

国際ロータリー　第 2780 地区　第 8グループ

週  報
事務局：〒254-0014 平塚市四之宮 5-8-20
TEL 0463-51-4870   FAX 0463-51-4840
http://www.hiratsuka-shonan-rc.com/

例会場：ホテルサンライフガーデン

例会日：毎週金曜日 12：00～13：30

◆ロータリーソング ～それでこそロータリー～　
◆委員会報告
　【職業奉仕　佐藤会員】【社会奉仕委員会　真道会員】

　【友好クラブ　杉崎会員】【黒柳会員】

◆卓話【湘南話し方センター所長　松永洋忠様】

◆ロータリーソング ～それでこそロータリー～　
◆委員会報告
　【職業奉仕　佐藤会員】【社会奉仕委員会　真道会員】

　【友好クラブ　杉崎会員】【黒柳会員】

◆卓話【湘南話し方センター所長　松永洋忠様】

三富会長三富会長

◎ロータリーソング ～それでこそロータリー～   

◎ 幹事報告　【近藤幹事】
先週の地区大会の参加有難うございました。大変有意義な会だったと思います。自
分も初めて最初から最後までいましたが、とても為になりました。皆様も是非次回
は最後まで参加してください。先日、会長幹事会で、３年未満の会員を対象にした「新
会員の集い」が開催されます。参加者の方は宜しくお願いします。後、９月のガバナー
月信来ていますので、お持ち替えり下さい。

◎ 会長挨拶　【三富会長】
人生１００年時代で働き方のお話をしてきましたが今日は働く上での生き方考え方
についてお話します。
日本を代表するエンターテイナーとして活躍しているタモリはビジネスパーソンに
根強い人気があます。
タモリの生き方のモットーは「自由気ままに生きる」ことと言っています。
ここでタモリ語録の中から自由かつ気楽に生きるヒントをご紹介します。
①「意味をずぅーと探すから、世界が重苦しくなるんだよ」と
ビジネスパーソンの人生は山あり、谷ありです。時には不本意な異動があるかもし
れません。
でも、左遷したさせた上司を恨んでも何も始まらない。それなら、「これでいいのだ」
と現実を受け入れて、明日から何をすべきか考えることが気楽になる秘訣といって
います。
②「やったことはすぐに忘れる。それが大事」
タモリは挫折してもすぐに忘れて立ち直ることが出来るといって言います。こうす
ることで、同時に打たれ強くもなるそうだ。
仕事の失敗も同じで、「後悔、先に立たず」で「次の仕事で取り返せばいい」と気持
ちを切り替えが大事だということです。
③「友達なんか、いなくたっていいじゃないですか。」
人間関係は、ほどよい距離感を保つことが大切だと。
「話 (Speak) せばわかるのではなく、離（Separate）せばわかる」こともあるといっ
ています。
べったりだと貸し借りができて、自縄自縛（じじょうじばく）になり、期待通りに
ならなかった時の失望も大きいので距離感が大事だということです。



会長挨拶続き
 ④「緊張できるような仕事ができるっていうことを幸せに思うことですね」
アイドルから本番で緊張しない秘訣を聞かれた時に、タモリはそう答えた。
若手のビジネスパーソンは大型プロジェクトのリーダーに抜粋されたら、ひるむよ
り、大きな仕事を任されたことに喜び、気負わず取り組み心から自分は幸せだと思
うことだといっています。
 ⑤「すべてのジャンルで入門編はありえない」
チマチマ考えず、まずは担当分野でトップの成果を目指してみよう。
目標は高く・高みを目指すことです。
頂点を極めれば、視野が広がり、精神的な余裕もできるので物事に寛容になり、そ
の後の人生や仕事のスタイルも大きく変わると思います。
プラス思考・気持ちの切り替え・適度な距離感・幸せに思う・全力投球で会員の皆
さんも自由気ままに生きてみましょう。

◎ 委員会報告
【職業奉仕　委員長　佐藤会員】
１０月２１日の第１４回市民のためのなんでも相談会が開催されます。
できれば継続事業ですので、皆様ご協力をお願いいたします。告知ポスターが出来
上がりましたので、持ってきました。平塚市の公民館等は柏木会員にご尽力いただ
き掲出が完了しております。又、７クラブの方も会長幹事会を通して掲出依頼をし
てあります。皆様も帰りに掲出可能分をお持ちください。

【社会奉仕委員会　真道会員】

１２月４日に７ロータリーの１００回記念コンペがありますので、是非皆様ご参加
お願いします。表彰式は「葦」で行いますので、よろしくお願いします。

来年「ポリオ撲滅キャンペーン・チャリティーゴルフコンペ」を三富会長の強い要
望で開催することに成りました。趣旨等について資料を読んで是非、ご理解・ご協
力をお願いいたします。

【友好クラブ　委員長　杉崎会員】

先月お知らせいたしました、「高山」行きですが来週末までには必ずお返事ください。
行くつもりの方でも大丈夫ですので、追加は難しいので、とりあえず申し込みして
ください。

【黒柳会員】

ロータリーの友９月号の７２ページにシキホールの原田さんの記事が載っておりま
す。中段に湘南ロータリーの記事が載っていますので、是非見てください。現在２
７８０地区のクラブを「モリンガ茶」の販売促進で回っています。その際にアキノ
大統領と吉野会員が映っている記事を持ってまわっているそうです。ますますクラ
ブと吉野さんの顔が売れます。

真道会員真道会員

杉崎会員杉崎会員

黒柳会員黒柳会員
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2017「ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会」例会用002.pdf

2017「ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会」例会用001.pdf
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◎ 出席報告
会員４１名　出席義務者３９名　出席者２４名　出席率　６２％

◎スマイル報告【川内会員】
スマイル　２０名　２２，０００円

◎卓話　湘南話し方センター所長　　松永　洋忠　様
 卓話者紹介

【松永洋忠様プロフィール】
北海道生まれ。1977 年日本ビクターへ入社。
表現能力の重要性を痛感し、都内にある「東京アナウンスアカデミー研究科修了、
更に日本話し方センター（故江川ひろし所長）を受講し、指導員・講師を経て
1985 年、地元平塚市内に「心とことばの研究所」として教室を開設。
現在は平塚教室に加え、小田原教室も新設。
シリーズ受講生は 4000 名を超え、個人指導その他受講生は全国で 20万人以上、
人財育成の湘南話し方センター所長として、心の持ち方と話し方・生き方の指
導に当たり、多くの支持者を持つ。中でも王貞治氏の実兄（当時 54 歳）医師・
王鐡城氏が受講者として修了している。
教室活動以外では 1992 年から神奈川県警察本部教養課講師、2002 年から神奈
川県警察学校教務課話し方教養講座講師として現在まで継続中。
その他、病院・医療・教育関係や公的機関、大手中小企業における経営者・管
理職者を対象にした出張教室・研修・セミナー等も毎年好評を得て継続している。
又、イベント構成から司会者養成、更には結婚披露宴や国会議員・県・市会議
員の決起大会の司会まで幅広く活動している。

上手な自己紹介の仕方や、話し方についてお手本を示してくださりながら
わかりやすくお話をしていただきました。時間の決まっている中で、どのように収
めていくのか、何を話したら良いのかを教えていただきました。
皆様、是非お勉強したい方は先生のセンターに通ってください。

川内会員川内会員

松永洋忠様松永洋忠様

松永洋忠様　三富会長松永洋忠様　三富会長



◎スマイル報告
三富会長　 松永先生、卓話宜しくお願いします。話し方のこつや極意を教えて下さ

い。
近藤幹事　 松永様、卓話お願いします。
小沢会員　 本日は松永様ようこそいらっしゃいました。私事ですが、長男が来年 4

月 22 日（いい夫婦の日）に結婚することになりました。京都の下賀茂
神社で行うことになりました。家族顔合わせから 2 週間ですべてが決
まりました。有難うございます。

柏木会員　 1 ヶ月休みまして申し訳ありません。1ヶ月後は投票日です。相手は共
産党だけですが、必ずご投票をお願い申し上げます。

川内会員　 地区大会初参加！！！ありがとうございました。10 月 4 日井出さんの
110 周年があり、感動しました。

黒柳会員　 ロータリーの友、P72 にシキホールの記事が載っていますので一読して
ください！湘南 RCの事業も紹介せれています。

佐藤会員　 8 月より筋トレを再開して 2ヶ月弱、まだ 100％ではないですがだいぶ
戻ってきました。

下田会員　 入会して初めての例会で緊張しています。ご挨拶出来ず席に着いてしま
いすみません。今後ともよろしくお願いします！

真道会員　 市民ゴルフ会にご協賛をいただきましたメンバーの皆様ありがとうござ
いました。9 月 18 日秦野 C，C で 7 回目のエーヂショートを達成しま
した。

高橋会員　 松永様、卓話宜しくお願い致します。
田中会員　 こんにちは。松永先生、ようこそお越し下さいました。一年会長をしま

したが話し上手になれませんでした。残念です。今日はしっかり聞きま
す。

中村会員　 先週、久しぶりに「原点の会」に参加しました。セミナーでは、吉野会
員の財団、米山の講義があり、内容も素晴らしく、その後の懇親会も楽
しく過ごさせて頂きました。改めて湘南 RC の良さと底力を再確認でき
た時間でした。

長谷川会員　 松永様、本日の卓話宜しくお願い致します！
原 ( 康 ) 会員 暑いですね。松永様、卓話よろしくお願いします。
原 ( 茂 ) 会員 今日は早退致します。すみません。
原 ( 博 ) 会員 松永様、ようこそ。卓話よろしくお願いします。
古木会員 今日は二日酔いです。帰宅したら 4:00 でした。
細野会員 ぎっくり腰で休もうと思いましたが、横山さんに会いたくて来ました。

（仕事です。）
吉田会員 やっと涼しくなりましたね。今年の夏は、現場仕事は大変でした。松永

先生ご講演楽しみにしております。
吉野会員 来週、箱根ロータリークラブにグローバル補助金の件で卓話に行ってき

ます。
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