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前回例会の報告 
2013年 9月 6日(金)第 1581回 

卓   話「 新世代部門月間 」 

卓 話 者 新世代委員長 澤井久和 

外部卓話「 美容について  」 

外部卓話 川北 祐美様 

紹介者  澤井久和会員 

今週の歌「奉仕の理想」｢君が代｣ 

    「バースディソング」  

お客様の紹介 米山奨学生 レン・リン様 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

○会員・奥様誕生祝い（9月度） 

 那須宗弘会員( 2日) 澤井久和会員( 7日) 

 米澤邦明会員(11日) 徳田 稔会員(17日) 

 北側 和代様(13日) 池田美千恵様(15日) 

 小西 恵子様(18日) 米澤 洋子様(21日)   

○結婚記念祝い（9月度） 

 北側一雄会員(9日) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0024堺市堺区向陵中町2丁5-10 杉本ビル5-B・Tel:(072)255-1200番 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 PANTARON   Tel:(072)228-3988番  （魚太郎直通電話） 

 URL   :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第2640地区) 久保治雄（クボ ハルオ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.org/kubo/ 

         E-mail ： kubo-2013@rid2640.org 

会長：城岡陽志  幹事：中川 澄  広報委員長：塩谷圭一 編集者 :池田茂雄 

2013年 9月 13日第 1581号 

本日の例会 

 

時間 

 

2013年 9月13日(金)第 1582回 

卓   話「 新堺病院建設について 」 

卓 話 者 地方独立行政法人 堺市立病院機構 

     法人部門 新病院建設室 

     室長 萩田俊昭様 次長 佐々木 康夫様 

紹 介 者  國井 豊会員  

今週の歌「四つのテスト」｢赤とんぼ｣ 

お客様の紹介 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

○皆出席表彰（9月度） 

  坂田兼則会員（第 7回） 

2013年 9月20日(金)第 1583回 

卓   話「  雑話（数字遊び） 」 

卓 話 者 村上強志会員  

次回の例会 

 

時間 

 

＜9月 6日(金)の出席報告＞ 

会 員 数(会員32名･準会員１名) 33名 

出席会員             28名 

出席準会員              1名 

欠席会員               4名 

ゲスト                2名 

ビジター              0名 

7月 27日(金)の出席率  93.75％ 

 

http://www.sakai-kita.jp/
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卓   話 
 

 

 

「新世代部門月間」 

新世代委員長 澤井久和 

 

・新世代部門についての卓話 

私は入会してから新世代委員から始まり今は地区ライラ委員をさせて頂いております。 

まずライラとはですが、ＲＹＬＡ（Rotary Youth Leadership Awards）の略です。 

日本語訳ではロータリー青少年指導者養成プログラムです。年齢は１４歳～３０歳の若者

が集まり、リーダーシップスキルと人格を養いながら、ロータリーについて学ぶ集中研修

プログラムです。 

 

・今年度の予定 

今年度のライラセミナーの内容は、例年のようにただ若者を集めてセミナーを行うのでは

なく、現時点において、すでに各方面で活躍している方々を各クラブに選出してグループ

を作って頂き、例年の様なセミナーが出来ればと予定しております。 

それともう一つは、その中から将来のロータリアンになって頂ければと思っております。 

 

・「仕事に自信をなくしました。仕事を辞めようと考えているんです。」と同僚や部下が言

った場合、どのタイプで解決しますか？ 

 

タイプ１ <芸能記者質問型>  

矢継ぎ早に質問を浴びせてしまうタイプ。相手は「探りをいれられている」とか、「尋門

されている」と感じてしまい、本音を言いにくくなってしまいます。 

 

タイプ２ <過保護同意型> 

「わかる、わかる」と言うようにと簡単に同意してしまうタイプ。 相手は、「そんな簡

単に自分の悩みが理解されてたまるか」など思ってしまいます。また、いつも同意しなが

ら話しを聴いていると、相手は聴き手をいつのまにか頼るようになり、いつも誰かが同意

をしてくれないと不安になる。そのような甘えの感情を植え付けてしまう可能性もありま

す。 

 

タイプ３ <おせっかいな助言型> 

「お給料もらってんだから、もう少し割り切って考えたら？」など勝手に相手に助言を与

えてしまうタイプ。このような対応は、相談者に依頼心を植え付けるか、「言うのは簡単

だ。あなたに、こちらの立場はわかるまい」と反発心をもたせてしまう。また、本人自身

が解決策を見つけ出す成長の機会を奪ってしまうことにもなりかねません。 

 

タイプ４ <冷静な学者型> 

「仕事の結果が上手くいかないから、焦ってるんだよね」と勝手に聞き手主観で決めつけ

てしまう。「現場のことも知らないくせに」と話し手が不快になる。このように相手の情

報をシッカリ聴かないでアナリストになると判断を誤ることになります。 

 

タイプ５ <うるさい説教型> 

「仕事はそんな甘いもんじゃないよ」と自分の考えを押し付けるように、いきなり説教を

してしまうタイプ。聞き手の方が偉いのだと無意識にアピールしてくるので、相手はプラ

イドを傷つけられ心を閉ざすか、面倒だから「そうですね」とその場だけの本音とは裏腹

の反応をする。「自分はダメだ」と自信を失うか、強い反抗心を持つこともあります。 

 

タイプ６ <ノー天気なごまかし型> 
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会長の時間 

「明日になったら気が変わってる」とごまかしたり、論点をそらして真剣に相手の話を聴

かないタイプ。相談者は「どうせこの人に真剣な話しをしても聴いてくれない」とあきら

の感情を抱くようになる。 

 

以上の６つの対応はカウンセラーや心理療法家が相手が問題を抱えている時には決して

使わない例です。こういった対応の仕方は反治療的、破壊的な面を内包しています。相手

が話すのをやめ、劣等感を持たせ、自己の評価を下げ、防衛的になり怒りを爆発させ、受

容されていないと感じる。などの危険が伴うやり方です。 

 

援助者のおかしやすい、よくある失敗 

悩みを抱える人は誰かに助けてほしい、理解してもらいたいと考えます。その時に聞き手

は自分が問題を解決しなければならないと気負うものです。ですから相手の悩みをこちら

が解決する情報を一生懸命に聴き出そうとしますが、それは解決を急ぐあまり相手の悩み

を心のレベルで聴けていないのです。問題が発生した手がかりを相手から聴き出そうとし

たり、こちらの解釈で勝手に悩みを捉えたりしているのです。 

「正そうとする前に、わかろうとせよ」カールロジャース博士はこれを言っています。 

 

最後に１０月６日朝日放送で「大改造ビフォーアフター」の番組に澤井工務店として出ま

す。観てやって下さい。 

 

 

 

「美容について」 

卓話者 川北 祐美様 

 

高校を卒業して歯科衛生士になりました。歯科医院で働いていた時に感じたことは、歯

をなおしに来られる患者さんの本音は「若く見られたい」から治療に来られているという

ことでした。その後、化粧品販売をしながら、女性の本音をたくさん聞きました。間違っ

た情報を信じている人が多く「基本の本音」を聞き出しながらお客様とのコミニュケーシ

ョンを取っていっております。 

本日は「基本の本音」を感じて頂けたらと思います。 

・感謝していますが。 

・気をつける「クセ」。 

・美白について。 

・成分の効果。（浸透する化粧品の怖さ） 

 

 

 

「トップの器」 

会長 城岡陽志 

 

 どんな経営書を読んでも、トップの器以上には会社は大きくならないと、書いています。 

では、会社を大きく発展させるには、トップの器を、大きくしなければいけない。 

逆にトップの器が大きくならなければ、会社は発展しないと言える。では器を大きくする

にはどうすれば器が大きくなるのかとの問いには、何も書かれていない。私も器を大きく

しなければ、会社が大きくならないのであれば、どうすれば器を大きくすればいいのか、

ずっと悩んできました。 

そんな時ある本にこんな答えが書いてありました。 
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Ｓ Ａ Ａ 報 告 

委 員 会 報 告 

それは器を大きくするには、よく学び行動するとありました。禅問答のような答えです。

私なりに理解したのは、人間学と時務学を学び実行すると理解しました。人間学とは‐‐

徳性を養う学び。 

時務学とは‐‐知識、技能を修得する学びである。 

素直に学んで実行すれば気が付いたら、器が大きくなっていたということなんだろうと思

います。 

ロータリーは人間学、時務学を学ばせてくれる最高の道場と会長を引き受けてから、特に

強く思います。 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

社会奉仕委員長 坂田兼則 

 

「秋の交通安全運動」 

 

会員の皆様には日頃より社会奉仕委員会の活動にご協力頂き、有難うございます。 

さて、下記の通り、恒例の秋の交通安全運動が行われます。会員の皆様は万障繰り合わせ

の上、ご参加頂きます様お願いします。 

 

記 

日時：平成 25年 9月 20日（金）7：45～8：30 

場所：堺市市役所 市民広場前 

※ジャンパー・帽子 着用お願い致します。 

※雨天の場合は中止とさせて頂きます。 

 

 

 

 

那須宗弘会員 坂田会員昨日は土地の御垂戒を有難う御座いました。 

那須宗弘会員 池田会員囲碁一味会御招待有難う御座いました。 

又、宇瀬会員準優勝おめでとうございました。 

山中喜八郎会員 少し良い事がありまして。 

宇瀬治夫会員 囲碁クラブ一味会池田会員有難うございます。ラッキー準優勝しました。 

嶽盛和三会員 来週 13日は釜石に行きますので、ホームクラブ欠席、20日は彼岸法要で 

続けて欠席させて頂きます。 

城岡陽志会員 スタートして２カ月経ちました。皆様の協力で順調に運営できて感謝して 

います。今日も出席率が良く活気があって嬉しいです。 

徳田 稔会員 特に何もなし、忙しい！！！ 

塩谷圭一会員 川北さん、今日は卓話宜しくお願いします。 

澤井久和会員 本日、卓話お願い致します。 

米澤邦明会員 御誕生祝い有難うございました。来年から９日にしましょうか？ 

塩見 守会員 先週の北輪会への沢山の参加有難うございました。 

次回の予定を早めに案内したいと思っていますので、皆様ご参加宜しく 

お願いします。 
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藤永 誉会員 北輪会の時のオープンコンペで入賞しました。８０位です。 

畑中一辰会員 台湾から帰ってきました。本日皆様の元気なお顔を拝見出来た事が 

ニコニコです。 

池永隆昭会員 御疲れ様です。 

村上強志会員 澤井会員、１０月放送楽しみにしてます。 

合 計 ４９，０００円 

 

 

 

（１）配布物 

   ・週報 

（２）連絡事項  特になし。 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

   該当クラブなし。 

 

 

 

９月度定例理事会 

2013-2014年度理事会構成メンバー 

城岡、山ノ内、綿谷、中川、藤永、國井、那須、中田、山中、坂田、宇瀬、徳田、

辰、塩見 

計１３名出席により理事会成立 

 

日 時  ２０１３年９月６日（金）例会後 

場 所  「ＰＡＮＴＡＲＯＮ」 会議室 

議 案   

１．８月度 １１ＲＣ連絡会報告 －承認 

 

２．細則、基金管理規約改正の件 

國井会員を座長として規約等検討プロジェクトチームを作り、規約、文書の全面点検を

行う。メンバーの選出は國井会員に一任。 

 

３．米山梅吉記念館への寄付について 

  米山梅吉記念館に直接寄付金を支払う。 

 

４． 地区大会、晩餐会出席について 

・ 晩餐会は会長、幹事とも欠席 

・ 地区大会は自由参加とし、参加者は自分で登録費を負担する。 

 

５．その他 

(1)「声」の箱投書について 

・月１回、例会の席を指定席にしてはどうか 

→ＳＡＡにおいて検討する 

・何回か夜間例会を設けてはどうか 

→９／２８ 夜間例会実施予定。 

それ以外にも積極的に夜間例会を設けることを検討する 

幹 事 報 告 

そ の 他 
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・卓話、報告等スピーチをしている時は聞く姿勢を徹底したほうがよい。 

スピーチ中に席を移動して打合せをするのもやめるべき 

→気を付けるよう幹事報告でアナウンスする 

・会員に対して情報開示をしっかりするべき 

→気を付ける 

 

堺１１ＲＣ連絡会 

 

日時：平成25年 8月 19日(月)14：30～16：00 

    場所：アゴーラリージェンシー堺３Ｆ「蘭の間」 

【議案】 

１．堺市展開催に伴う優秀作品に対する賞交付の件   （堺市文化振興団体） 

各クラブの判断で連絡する。 

２．子ども囲碁フェスタ開催に対し堺１０ＲＣの後援名義使用の件（堺北ＲＣ） 

  全クラブ承認 

３．次回連絡会に大阪府立大学留学生弁論大会案内のため出席依頼の件（堺北ＲＣ） 

  次回連絡会に出席する事を承認 

４．諏訪湖ＲＣからピアニカ収集お願いの件   （堺フェニックスＲＣ） 

各クラブの判断で堺フェニックスＲＣに連絡する。 

５．地区の現状について 

  谷野ガバナー補佐より説明がありました。 

 

次回連絡会 

開催日時 平成 25年 9月 19日（木）16：00～ 

場  所 サンパレス３Ｆ 

ホ ス ト 堺東南ロータリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

今週の歌 「赤とんぼ」 

 

夕やけ小やけの赤とんぼ 

負われて見たのは いつの日か 

山の畑の 桑の実を 

小籠に摘んだは まぼろしか 

 


