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今週のプログラム 

「青少年奉仕月間に因んで」  

丸山 泰典青少年奉仕委員長 

 

前回例会報告（４月２５日） 

点      鐘：松本 恭一会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジターなし 

会長挨拶 

 早くも４月最後の例会です。あいにくの荒れ

た天気になりましたが、今年の春は暑い晴天と

風雨の強い荒天が極端です。先日の日曜日は初

夏のような晴天でしたので、干潟東庄山田町あ

たりを自転車で走り回ってきましたが、鯉のぼ

りが全く無いことに気が付きました。少子化の

影響でしょうか、習慣が無くなってきたのでし

ょうか。この時期の水を張った水田と鯉のぼり

という風物詩が無くなり、寂しい気持ちになり

ました。 

 この一週間ですが、２１日（土）船橋西 RC５

０周年記念式典に島田 P 会長と出席してまいり

ました。創立以来品格あるクラブを目標にして

いるとのこと、式典にもメンバーの振る舞いに

もその品格が感じられました。２２日（日）には

勝浦 RC５５周年記念式典が御座いました。宮内

（龍）会員、大里会員、小林幹事、宮内（秀）会

員計４名が出席されましたので、後程宮内（龍）

会員より報告をお願いします。 

 さて、３月末に国立社会保障・人口問題研究所

より、「日本の将来人口推計について」発表があ

りました。２０１５年の国勢調査を元に、２０４

５年まで３０年間の人口の推移を予測したもの

です。これが実に考えさせられる結果となりま

した。 

 全国では、３０年間に人口が△16.3％、

106,421 千人になります。増加は東京のみでそ

れでも+0.7％です。千葉県は△12.2％、県内３７

市１７町ありますが増加するのは４市のみ、流

山市＋14.7％、印西市＋4.4％、木更津市＋0.8％、

浦安市＋0.4％です。流山市は驚異的な増加です

が、「母になるなら流山市」のキャッチフレーズ

の元、子育てしやすい街をアピールし、子育てと

教育環境を充実させ住環境の整備にも力をいれ

た結果、３０代の若いファミリー層が増加しま

した。また木更津市は、アクアラインができ後に

通行料金を大幅に下げ、そして郊外に良質な住

宅街を整備した結果、京浜地域への通勤者が大

きく増加しました。駅を中心とした中心市街地

は惨憺たる状況ですが、古い歴史のある街が全

く別の街に生まれ変わった珍しいケースです。 
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 一方ワーストを見ますと、県内３７市中では

勝浦市△54.0％、銚子市△53.8％、半分以下にな

るのは１７町を入れても２市１町（鋸南町）のみ

です。この２市、全国レベルではどの位か調べて

みました。全国８１４市のうち、半分以下になる

市が４９市（除く福島県１３市）ありますが、銚

子市がワースト２８位、勝浦市ワースト２７位

となります。銚子市の人口は、２０１５年６万４

４１５人から２０４５年に何と２万９７４９人

となる見込みです。参考までに近隣の市町は、匝

瑳市△42.1％、香取市△44.1％、東庄町△47.3％、

旭市は健闘し△30.6％、神栖市は流石ですがそ

れでも△17.9％です。 

 人口の話をするとどうしても暗くなります。

おまけに今日は天気も良くありません。この後

信太会員の卓話ですが、元気とパワーをいただ

けることを期待しまして会長挨拶といたします 

幹事報告 
【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ 

1. 第51回 インターアクト指導者講習会 開催案

内（訂正とお詫び） 

2. RLI ファシリテーター養成講座 開催案内 

3. フェアウェルパーティのご案内 

…ガバナー事務所 

4. 50周年記念誌拝受   …富津中央ＲＣ 

5. 電子配信に関わるご許諾のお願い 

…ロータリー文庫 

6. 平成 30年度年会費納入のお願い 

…千葉科学大学おうえん協議会 

【例会変更】 

銚子東ＲＣ 

5月 1日(火)定款第 8条第 1節Ｃにより休会 

  29日(火)創立記念例会のため  

点鐘 18時 30分 銚子プラザホテル  

会員の記念日 

☆結婚記念日 金子 芳則会員(4月 21日) 

☆創業記念日 信太 秀紀会員(4月 25日) 

☆入会記念日 櫻井 公恵会員(4月 24日) 

小田島國博会員(4月 25日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧松本 恭一会長 

千葉科学大学の「銚子学」教科書完成しました。 

✧阿天坊俊明会員 

銚商野球部は四月新入部員 28 名が入り総人員

56 名となり 4 月 28 日より始まる春季大会にの

ぞみます。この大会は夏の 100回記念大会県２

校出場のシード権を取る大事な大会ですので

がんばらせますので応援よろしくお願いしま

す。 

✧金島 弘会員 

１８日例会終了後有明よりフェリーに車を乗

せて徳島港に着き 20 日倉敷芸術大学に寄って

坂本元会員に会って来ました。12：30に岡山西

南 RCにメークアップして島根・鳥取・富山・新

潟に廻り 2000K 自走して昨

日帰って来ました。 明日の

ゴールドアイランドゴルフ

コンペ大勢の参加ありがと

うございます。 

✧高瀬 幸雄会員 

４月１９日の大衆日報にふるさと納税者を紹

介した人物として記事に掲載されました。 

✧副島 賢治会員 

先日 4/7(土)に息子の幼稚園の入園式に出席し

ました。それにまつわる投稿を今週の会報に掲

載していただいておりますので宜しければお

読みになってください。 

✧永澤 信会員 

先日、肉そばが人気の丸源ラーメンつくば店に

行ってきました。社長の知人である事を伝える

とうわさ通りギョーザをサービスしていただ

きました。信太さんありがとうございます。 

 

委員会報告   

宮内 龍雄会員 

4/22（日）勝浦ＲＣ55周年式

典に会員4名で出席しました。 

 

 

 

 

 
金島 弘クラブ奉仕委員長 

先日、岡山西南ロータリーク

ラブへメークアップしてき

ました。 

皆さんも是非  

メークアップしましょう！ 
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卓  話 「共感力」  信太 秀紀会員 

皆さんこんにちは。

私は新生運輸株式会

社をメインとして６

つの会社の経営をし

ております。１０年

前に、丸源ラーメン

つくば店をオープン

させていただきまし

た。この店の客席は

１００席、駐車場は

５５台駐まれる、ちょうどファミレスタイプの

お店です。この店には土日になりますと、６００

名前後のお客様がいらっしゃいますが、その６

割が「肉そば」というラーメンを召し上がられま

す。是非皆さんもつくばにお越しの際はお立ち

寄りください。そして店員に一言「今日は信太社

長に聞いてきました。」と告げていただければ、

もれなく餃子一皿無料とさせていただいており

ます！よろしくお願いいたします。 

 さて、実は、私は、叔父が設立した新生運輸株

式会社のあとを継いだのですが、当初は社員に

相手にしてもらえず、大変つらい時期を過ごし

ました。当時は毎日が不安でたまらないため、な

んとかならないのかという思いから、徹底的に

本を読んでいました。今日はその本の中から、選

りすぐりの一冊をご紹介しましょう。それはナ

イチンゲールコナント社の「LEAD THE 

FIELD」という本です。この本には「この世の

中で成功するためには職業の種類は全く関係あ

りません、そのやり方がすべてです。皆さんは人

生も仕事も家庭もすべてうまくいかせたいと思

っていますよね。それらを全部うまくいかせる

ためにたった一つのキーワードを挙げるとすれ

ばそれは何でしょうか？」と書かれています。そ

のキーワードは「態度」です。皆さんは自分の態

度を自分で決めることができます。周りの人は

皆さんの態度に合わせるようにして、自分の態

度を決めていきます。つまり皆さんの普段の言

葉、行動、がすべてその通りの結果をもたらしま

す。すばらしい態度にはすばらしい結果、ふつう

の態度にはごくふつうの結果、だめな態度には

だめな結果がもれなくついてきます。この本の

中ではどういう態度が成功する態度なのか、具

体的に４つ挙げています。 

それは①言われたことを今すぐにやる、②心の

こもったものでやる、③そこまでやってくれた

かと思われるぐらいやる、④そのすべてを笑顔

でやる。この４つです。 

 どうぞ皆さん、「成功するためには職業の種類

は全く関係ない、そのやり方だ！」ということを

ぜひ参考にしてください。 

 よくよく考えてみますと世の中のすべてのこ

とは他人が決めています。皆さんの会社の売り

上げは自分では決められませんし、サラリーマ

ンの給料の金額や、働く場所、仕事の種類も他人

である社長が決めます。つまり人とのコミュニ

ケーションが人生で最も重要なのです。「お金は

必ず人の手を伝わって自分のところに入って来

る。」ということがわかれば、一日一生懸命働く

より、一人でも多くの人脈を持っている人の方

が成功する可能性が高いということが明確にな

ってきます。では、多くの人脈を持つためにはど

うしたらいいのでしょう。それは魅力的な人間

になることです。それは人間として、たくさんの

長所をもっていたり、多くの特技を身につけて

いることではなく、他人に心から共感できる人

になることです。この共感力を応用した営業の

スーパーテクニックをご紹介しましょう。 

①SOS 話法 

 お客様と会話するときに「スゴいですね！」

「驚きました！」「さすがですね！」を連発して

ください。営業に行ったら、この３つの単語以

外、一切使わなくて結構です。お客様は皆さんの

身の回りに起こった話題などは全く興味ありま

せん。自分の話に聞き入ってくれる皆さんに感

動して、取引を初めてくれることでしょう。 

②大波小波理論  

  商談するときのうなずき方は、２回小さく

うなずいたあと、大きく１回うなずいてくださ

い。これを５セットやります。そして５セット目

に手元のメモ用紙に、ぐるっと輪を描いてくだ

さい。お客様は自分の話に熱心に聞き入り、自分

の話を重要と思ってくれるあなたと取引したい

と思うはずです。 

③つむじ理論 

  お客様に対する、最高の礼は最敬礼ですが、

これには問題点二つあります。まず９０度とい

う角度が難しくて、よろけてしまいます。また、

朝から晩まで最敬礼をしていると精神的に疲れ

てしまいます。最敬礼のコツは、相手に自分のつ

むじを見せるだけです。簡単に最敬礼できます

し、つむじを見せているだけですから、内面的に

も決してつらくありません。 

これらの努力のいらない営業テクニックは全部

で七つありますが、本日は残念ながら時間が来

てしまいました。あとの四つは次回お招きいた

だきましたときにご披露させていただきます。

本日はご静聴ありがとうございました。 
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会 員 投 稿 

【勝浦ＲＣ創立 55 周年記念式典に参加して】 

小林 昭弘幹事 

4 月 22 日勝浦ロータリークラ

ブ創立 55周年記念式典に私を含

め合計 4 名で参加してきました。   

勝浦市は、人口 18000 人余り

と、人口減少に歯止めがかからな

い銚子より更に少ない街です。に

もかかわらず、勝浦ロータリーク

ラブの会員数は現在 40 名と当クラブとほぼ同じ

でまた永年在籍会員(30 年以上)8 名そのうち皆出

席会員が 2 名と会員の質の高さを感じました。奉

仕活動も活発で、地元地域の美化清掃事業から、青

少年育成事業、長期交換学生事業、近年ではロータ

リー財団の地区補助金、グローバル補助金を活用

した国際的な事業や地域に密着した事業を展開し

ています。これらの活動の中で、この 5 年間で行

ってきた補助金事業と、55 周年事業を式典当日、

記念式典報告会「ロータリー財団を活用した事業

の紹介」と題して、スクリーンに映し出されたパワ

ーポイントとジャズピアニスト(ケイコ・ボルジェ

ソン)の演奏を交えて発表されました。その一部を

紹介します。  

まず地区補助金プロジェクトとして 2012 年、東

日本大震災の被災地への支援活動として福島県立

盲学校の生徒とそのご家族を 2 泊 3 日の行程で勝

浦に招待し、2015 年には、プロ野球選手を招いて

国際武道大学と共同で地域の中学生を対象とした

野球教室の開催。2016 年には、校外授業として地

元の食材を使った、「手まり寿司」を小学生と一緒

に作るなど料理教室を開催。昨年 2017 には、創立

55 周年記念事業として、地元の保育園、幼稚園、

特別支援学校、介護老人保健施設などの参加でパ

ネルシアターの開催をしました。 

そして勝浦ロータリーが初めて取り組んだのが、

グローバル補助金プロジェクトです。プロジェク

ト名は「スリランカ国アヌラーダプラ県に清潔な

飲料水を」です。2016 年からはじまった、このプ

ロジェクトはスリランカの北の内陸部、とりわけ

アヌラーダプラ県とその周辺の既存井戸は、農薬

の多用により酷く汚染され、人体に悪影響を与え

ていたため、グローバル補助金を利用して、水と衛

生のプロジェクトとして実施が決定されました。

アヌラーダプラ地域の 5 か所の既存井戸に浄水設

備を設置し、安全な水を人々に供給することを目

的として、コロンボロータリークラブ、ドイツ国ニ

ュールンベルグ・シゲナロータリークラブ、シンガ

ポールＲＣ、そして勝浦ロータリークラブの４ク

ラブでのコラボレーションでグローバル補助金事

業を行いました。このプロジェクトでおよそ１２

００世帯６２００人程に清潔な飲料水を供給でき

ることとなったそうです。このように、勝浦ロータ

リークラブは

他のクラブの

模範となる事

業を遂行され

ております。人

口の減少に苦

しむ中、常に

40 名前後の会

員を維持して

更にロータリ

ーとしての活動も活発。当クラブも是非参考にす

べきクラブだと思います。 

                       

【出席報告】 

会員総数４２名 出席計算３６名  

出席：２８名 欠席：８名 出席率７７.７８％ 

欠席 青野君・淵岡君・丸山君・髙木君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君・寺内君 

【Ｍ Ｕ】 

4/29地区研修・協議会（参加 16名） 

青野君・石毛充君・金島君・小林君・松本君 

宮内(秀)君・宮内(龍)君・永澤君・大里君 

櫻井(公)君・佐藤君・田中君・高瀬君・寺内君 

高橋宏資君・髙木君 

5/1銚子東ＲＣ 大里君 

5/8銚子東ＲＣ 佐藤君・信太君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥22,000 計 ￥527,250 

スモールコイン ￥ ―  計 ￥ 44,636 

米山 BOX ￥ 2,301 計 ￥ 46,230  

希望の風 ￥ ― 計 ￥260,301 

次週のプログラム（５月１６日） 
「ドローンについて」 

銚子東ＲＣ 川津 光雄 様 

お弁当：黄鶴（中華） 

※例会終了後、次年度クラブ協議会開催 

 

 

 


