
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０４３号（２０１９年６月５日発行） 

 

      

THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長  金 島   弘 

副会長 宮 内 秀 章 

幹 事 櫻 井 公 恵 

会 計 常世田 祐 一 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５階大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

       銚子商工会館４階 

電 話   0479-23-0750 

ファクス  0479-25-8789 

E‐mail   rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2018-2019年度 ＲＩ会長テーマ 

インスピレーションになろう 

ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ 
ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー橋岡久太郎 (佐倉中央RC)  

広報・会報委員会   

委員長 永澤 信  副委員長 島田洋二郎 

委  員  大岩 將道 
  

 
 

今週のプログラム 

「追悼 織田吉郎君を偲んで」 

宮内 清次会員 

 

前回例会報告（５月２９日） 

点鐘：金島 弘会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジターなし 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

1977 年に銚子 RC に入会して、1987 年会長、

1998年退会、21年在籍された江畑嘉明さんがご

逝去されました。哀悼よりご冥福をお祈りいた

します。 

 先週 24日（金）13時 30分よりイオンシネマ

銚子で、銚子映像クラブ主催サヨナラ上映会Ⅱ

を開催して、第５シアターを貸し切り（定員 102

名）92名のお客様にお越し頂きました。トップ

バッターで銚子ロータリークラブ60周年記念を

6ｍのスクリーンに上映させていただき、大いに

銚子ロータリークラブの広報活動になったと思

います。 

 トランプ大統領夫妻大相撲夏場所千秋楽観戦。

正面の土俵下たまり席と通路の次にある升席最

前列。升席のパイプ枠を取り払い 4 人分のソフ

ァーを並べて朝乃山と御岳海の前に入場し、三

役そろい踏みをはさんで結びの豪栄道と鶴竜戦

まで 5 番を観戦しました。表彰式では優勝力士

朝乃山に「米国大統領杯」を授与しました。 

 国技館の2階には貴賓席がありますが、昭和、

平成時代の天皇陛下も英国のダイアナ妃も、貴

賓席の観戦でした。62 年前の 1957 年の国会で

すでに、升席撤廃論が語られているそうです。撤

廃論の主な理由は次のようなものだった。升席

は狭くて体の大きな客や足腰の悪い人には苦し

い。升席で飲食しながら相撲を見て、中には土俵

に尻を向

けている

人は、スポ

ーツに対

する冒と

くである。

靴を脱い

で升席に
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座っては、万一の災害の時などに避難が遅れる

などが 62年前の議論だが、今にも通じるものが

あると思います。「升席には伝統があるので残す

が、高齢化や外国人客の増加などを考えると、一

部は椅子席にしていかなければという考えもあ

るそうです。現在の国技館の升席は幅 130 セン

チ、奥行き 120 センチ。蔵前国技館の 125 セン

チ四方とほとんど変わっていない、ますます窮

屈になり、最近は升から足を出して座る客が増

えて通路が歩きにくいなど、支障が生じていま

す。 

幹事報告 

1. 『ロータリーの友』8 月号特集用情報提供のお

願い 

2. 2019年 6月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1 ドル＝110円 

3. 2019年７月１日からの国際ﾛｰﾀﾘｰの為替ﾚｰﾄに

ついて 

4. 第 15回 日韓親善会議 2019のご案内 

…ガバナー事務所 

5. 千葉科学大学ＲＡＣ新会員歓迎会 

…千葉科学大学ＲＡＣ 

 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

6 月 4 日（火）振替休会 

→5 月 31 日（金）～6 月 2 日（日）親睦旅行

（沖縄方面）のため 

18 日（火）夜間例会（さよなら例会） 

点鐘 18：30 ヒルトンホテル成田 

25 日（火）定款により休会 

旭ＲＣ 

6 月 28 日(金)夜間例会点鐘 18 時 30 分 

 

佐原香取ＲＣ 

6 月 17 日(月)さよなら例会 そう馬  

  24 日(月)休会 

 

 

 

 

 

 

会員の記念日   

結婚記念日 

杉山 俊明会員(5月 27日) 

入会記念日 

永澤  信会員(5月 25日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧金島 弘会長 

５月２４日自民党銚子支部総会役員改選で支部

長を拝命し、ロータリーに支障のないように頑

張ります。 

 

卓  話 

「限界突破！！」   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。 

 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
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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

長所をもっているとか、多くの特技を身につけ

ていることではなく、心から相手に共感できる

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。 

① SOS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 倍々理論 

私も、若い頃はいろいろな雑用を頼まれまし

た。例えば物流部長がやってきて「信太君これホ

チキスで 2枚ずつ全部止めといてくれ」と 1000

枚ぐらいあるコピー用紙を渡されました。もし

もこれを嫌々やっていたとしたら、雑用はます

ますつまらなくなります。雑用を最高に楽しん

でやる方法はたった 1 つです。圧倒的なスピー

ドで、ものすごい量をこなすことです。どのくら

いのスピードでやるかといいますと、「信太君、

これやっといてくれ！」「はい、できました！」

これぐらいのスピードで雑用をこなすと、能力

がある奴だと評価されて、さらにレベルの高い

仕事を依頼されるようになり、二度と雑用など

頼まれなくなります。例えば、有名料理人の方で

皿洗いが下手で量をこなせない方は 1 人もいま

せん。圧倒的なスピードで皿洗いを完璧にこな

します。天才画家で有名なパブロピカソは死ぬ

までに10万点の作品を残したと言われておりま

すが、生きた日にちで換算すると、なんと 1 日

3つの作品を作ったことになります。優秀な人は

スピードが速いのです。つまりスピードさえ早

ければ能力のある人間と評価されます。これを

営業のテクニックにどう応用していくかといい

ますと、今日から、「見積もりを 1週間で持って

きてくれ。」と言われたら 3日で持っていってく

ださい。「アイデアを 10個持って来い。」と言わ

れたら 20個持っていってください。常に倍を心

がけることでライバルに完璧な差がつきます。 

③ おやすみ理論 

新規営業先に行く場合、相手の情報がほとん

どわからないために、せっかく 1 時間の時間を

もらっているのに、話が盛り上がらず、面談はた

ったの 5分で終わってしまった。 

私もよくこういう経験をしましたが、たった一

言で相手が圧倒的に喋り出す言葉があります。

それは「ところで社長、土曜や日曜など、お休み

の日、何をしていらっしゃいますか？」です。こ

れの答えには、釣り、ゴルフあるいはランニング

など、趣味のことが聞けるわけですが、これに触

れると相手は圧倒的な勢いで喋り出します。も

し相手を 1 時間以上しゃべらせることができた

ら取引は完璧にできたことになるでしょう。 

④ バタバタ理論 

皆さんは毎日煩雑な日々を送っていらっしゃ

ると思いますけれども、この世の中で仕事のプ

ロとして、たった 1つだけ使ってはいけない NG

ワードがあります。それは「忙しい。」と言う言

葉です。お客様から電話が来て、「すいません、

ちょっと今忙しいので。」と言って電話を切った

とすると、相手の方はから二度と電話はかかっ

てきません。しかし、これを「すいません、今、

ちょっとバタバタしていまして。」と答えると、

30 分後相手から「落ち着いたか？」と連絡が入

ってきます。この差は何でしょう。相手の人の気
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持ちから考えていましょう。「この世の中で最も

忙しいこの俺様が、時間を割いてお前にわざわ

ざ電話をしているのに、忙しいとは何事だ！貴

様は俺よりも忙しい、とでも言うつもりか！！」

となります。「バタバタ」という言葉は「自分は

たいして忙しくもないのに、能力がないために

ほんの少しの仕事もこなせないでいます。」とい

うニュアンスを含んでいるのです。 

⑤ 皇室御用達理論 

営業や会員増強、あるいは親戚の家に行く場

合、必ず 1 つの大きな壁にぶち当たります。そ

れはどんな壁かといいますと、「さて、手土産何

を持っていったらいいかしら？」です。しかし、

今の日本は物があふれているために、何を持っ

ていったとしても相手の方はあまり喜んでくれ

ません。皇室御用達の商品を選ぶと、相手の反応

は、ものすごいことになります。圧倒的なブラン

ド力の前では、人の趣味や嗜好は全く関係あり

ません。 

皇室こそ日本人にとって最高のブランドです。

ネットで調べると安いものから高いものまでさ

まざまな商品がありますので、ぜひご活用くだ

さい。 

 

【出席報告】  

会員総数３９名   出席計算３４名  

出   席２４名   欠   席１０名 

出席率  ７０．５９％ 

欠席者：  

青野君・神津君・村田君・佐藤君・須永君 

副島君・米岡君・鈴木君・高橋宏明君・富永君 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

5/31 柏西ＲＣ 金島君 

 

 

 

 

 

 

 

6/4 新旧正副会長幹事会  

金島君・宮内(秀)君・櫻井(公)君・高瀬君・田中君

寺内君 

 

【ニコニコ】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５/３０(木) １８時３０分～ 飲喰処「わ」 

銚子 RC 会員１２名が参加しました。 

ニコニコ BOX ￥ 7,000 計 ￥569,060 

スモールコイン ￥ 2,300 計 ￥ 49,652 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 48,812 

希望の風 ￥ ― 計 ￥281,450 

次回（６月１２日）のプログラム 

お昼の例会はございません 

夜間移動例会・新旧クラブ協議会 

太陽の里 点鐘１８時 

送迎バス 

市役所 17:20→銚子駅丸通 P 前 17:30 出発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


