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◆点  鐘  12：30

◆体  操  自律神経強化体操

◆Ｒ  Ｓ  別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱  歌  箱根八里

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ  「宗次郎のこころのうた」より

誰もいない海

「いちご白書」をもう一度

空に星があるように   他

◆ビジター  川本尚哉（別府ＲＣ）

三浦公英（別府北ＲＣ）

会長の時間 会長 平野 英壽

 今日は、‘できる上司は「しかけ」を使う’本の

中から抜粋し、何項目か紹介してみたいと思いま

す。今皆さんの中で、会社又はお店を変えたいと

思っていらっしゃる方の参考になればと思います。

 私も大変「うん、なるほど」と思ってやってい

る事があります。

１．報酬には「金銭の報酬」「心の報酬」「仕事の

報酬」の３つがある。このうち心と仕事の報酬

をうまく活用し、部下のやる気を引き出す。

２．仕事を頼む時、「君ならできる」「君しかでき

ない」と、“なら”や“しか”という言葉を入

れて依頼する。

３．部下に対してカッとなった時は、怒る前に６

秒の間を取る。

４．営業会議を、成功事例と最新情報を共有する

場にする。

５．社長の想いが多くの社員に伝わるよう、社長

と役員のみの会議に課長や係長などの管理職を

参加させる。

６．所属の異なるメンバーが話し合う「クロスオー

バーミーティング」を行うことで、部門間の会

◆出席報告       委員長 中島　澄人
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話を活性化させる。

７．社員に「自分がお客様だったら自社の商品を

買いますか？」と質問し、その答えを商品の改

良などに活かす。

８．既存のお客に、なぜ当社を選んだのか、その

理由を尋ね、自社では気付かなかった他社との

違いを知る。

９．人に伝えたいことは、１つに絞って、繰り返

し伝える。

10．幹部・管理職を評価する際は、その人物が「会

社の価値観」を共有しているか否かを重視する。

11．「お客様は何を買いたいか」を常に考え続ける。

12．社員をお客の立場に立たせることによって、

現場とお客との距離を近づける。

 以上、主だった項目を書き出してみました。興

味があれば本屋さんへどうぞ。560円です。

 又、今日は椛田会員の卓話と言う事で楽しみで

す。これを機に先生にも毎回とは言いませんが、

月何度かの例会出席をして頂けるのではないかと

期待したいです。

幹事報告 幹事 亀井  孝

―新世代のための月間―

１．本日の卓話

『会員卓話』 椛田 健治会員

２．第３回定例理事・役員会報告

（平成20年９月２日（火）

於：トキハ別府店例会場 ７名）

審議事項

１）2007-2008年度 未収入金について。

２）2008-2009年度副幹事の件。

３）杉谷卓紀ガバナーとの懇親会会費について。

※会合費より拠出

４）職業活動表彰及び職場例会の件。※承認

実施日 平成20年10月28日（火）12：30～

５）米山月間（10月）に因んで「米山ランチ」

実施の件。※承認

実施日  平成20年10月７日（火）

（※＠1,000×21名＝21,000）

６）「おぎゃー献金基金」より募金協力依頼の件。

※承認（募金袋を配布）

７）第31回別府市市民合唱祭チケット購入協

力の件。※承認（２枚の全員購入協力）

日 時 平成20年10月26日（日）13：30～

場 所 ビーコンプラザ・フィルハーモニアホール

入場料 500円

８）９月・10月例会予定の確認

 ９月２日 「私の音楽性について思う」

  鳴海淳郎会員

 ９日 「会員卓話」椛田健治会員

 16日 「インターアクト韓国親善研修旅

行報告」別府溝部学園高等学校 

佐藤由佳さん、茅嶋沙織さん

 23日 「法定休日」

 30日 「月見例会」於：ゆめさき

 10月７日 「米山奨学生卓話」フィン・フォ

ン・ミンさん（米山ランチ実施）

 14日 「会員卓話」後藤 隆会員

 21日 「会員卓話」梅津ヤヨイ会員

 （26日（日） 別府市近隣７ＲＣ親睦ソフトボー

ル大会）

 28日 「職場例会・職業活動表彰」

  ＊永福寺住職の母予定

９）その他

①別府中央ＲＣ創立20周年記念事業の件

 ＊承認

②例会食事の件 ＊承認（マーガレット店

長と打合せ済）

３．国際ロータリー第2720地区ガバナーエレク

ト（山崎 勝氏）事務所開設のお知らせ

所在地 〒860-0852 熊本市薬園町７―18

Tel096-346-7066 Fax096-346-7091

E-mail yamasaki.ｋ@pure.ocn.ne.jp

※尚、この事務所は2009年７月１日よりガ

バナー事務所となります。

４．例会変更のお知らせ

湯布院ＲＣ ９月10日（水）の例会は、観月

例会の為 同日18：30～鳥やす

に時間・場所変更

別府北ＲＣ ９月17日（水）の例会は、観月

家族例会の為 同日18：00～八

幡朝見神社に時間・場所変更

大分臨海ＲＣ ９月22日（月）の例会は、新会

員歓迎会の為 同日18：30～大

分全日空ホテルオアシスタワー：

折鶴に時間・場所変更
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大分城西ＲＣ ９月24日（水）の例会は、夜例

会の為 同日18：30～ワシント

ンホテル２Ｆに時間・場所変更

大分キャピタルＲＣ ９月24日（水）の例会は、職場

訪問例会の為 同日12：30～大

分市美術時間に場所変更

大分東ＲＣ ９月25日（木）の例会は、夜例

会の為 同日18：30～丸副に時

間・場所変更

中津平成ＲＣ ９月25日（木）の例会は、観月

例会の為 同日18：30～森の風

に時間・場所変更

大分南ＲＣ ９月26日（金）の例会は、夜例

会の為 同日18：30～トキハ会

館４Ｆに時間変更

５．次週の予定

「インターアクト韓国親善研修旅行報告」

別府溝部学園高等学校 佐藤由佳さん、茅嶋沙織さん

「会員コラム」津末美代子会員

６．本日の回覧

①「月見例会」出欠席（９月30日）

②中津RC 週報

７．本日の配布

①週報 No.926

②「おぎゃー献金」募金袋

③第31回別府市市民合唱祭チケット２枚

スマイルボックス 委員長 後藤  隆

○杉谷卓紀ガバナー

 ８月28日、ガバナー公式訪問合同例会時に

多額のスマイルをいただきました。

○平野会長

 今日は地鎮祭で坂ノ市、別府間を往復して

きました。田舎のたんぼの中の一軒家で、古

い家が取り壊されて現場がわからず迷ってしま

い、やっとの思いで終わらせて帰ってきました。

ハァーハァー。施主様おめでとうございます。

○村津会員

 「東京一うどん」にピアノが入りました。

 元々ピアニストの孫娘華子が、毎日夕方６時

から店のウェイトレスをしておりますが、暇な

時にぼんやり立っているのは可哀相なので、弾

かせる事に致しました。「ディナーショー」な

らぬ「うどんショーライブ」です。

 おついでの時には、どうぞ聞いてやって下さ

い。Ｐ.Ｒに替えてスマイル。

○中尾会員

 先週より「温泉若おかみの殺人推理」の撮影

が入っています。お世話は大変ですが、残り１

週間です。

○大島会員

 今日は重陽の節句ですね。皆様菊酒を飲みま

しょう。椛田先生、卓話を楽しみにしておりま

す。

○津末会員

 朝夕涼しくなりましたね。席が変わり落ち着

かないです。

○森会員

 先週仙台に出張して参りました。杜の都は、

やはりいい所でした。観光客の多いのに少し

びっくり、うらやましく思いました。別府もも

う少し観光客が欲しいですね。

○溝部会員

 合同例会、息子との約束で旅行に行き、欠席

しました。

○椛田会員

 本日は卓話の「米山ランチ」です。ご了承お

願いします。

○赤嶺会員

 本日は、三浦様、川本様、中央ＲＣへようこ

そお越し下さいました。ごゆっくりなさってく

ださい。

 椛田先生、本日の卓話、頑張って下さい。

○亀井会員

 ゲストの皆さん、ようこそ中央ＲＣへ。どう

ぞごゆっくりして下さい。

 椛田会員の卓話、いつも大変おもしろいです。

今日もよろしくお願いします。
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こだわって来ましたが、最近、やっと自分の理想

である「コクがあってキレがよい」豆に出会うこ

とができました。それは、耶馬溪の『豆岳』の豆

です。月に２、３回、コーヒーの深い味わいと香

りが届くのを楽しみにしています。このコーヒー

こそが私のゆったりとしたコーヒータイムを演出

してくれているのです。

 さて、もう一方の音楽ですが、オーディオを趣

味として40年になりますが、未だにＬＰレコー

ドを聴いています。一時はＣＤばかり聴いていま

したが、最近はもっぱらアナログレコード盤です。

日本国内はもとより、海外に旅した時も、中古レ

コード店に立ち寄りレコード盤を夢中にあれこれ

と探し求めて巡っています。デジタルのＣＤかアナ

ログのレコード盤かと、論争がありますが、原音に

忠実なデジタル、雰囲気の良い落ち着いた音のア

ナログレコードと言うところでしょう。やはり、

コーヒーを飲みながらジャズを聴くには、アナロ

グレコードの方を私は

好みます。

 団塊世代を迎え、仕

事はもとより、このよ

うにわがままな時間を

過ごす空間も心の休

息として、大いに必要

なのではないでしょう

か。

卓  話 椛田 健治

コーヒーと音楽

 旨い珈琲を飲みながら、素敵な音楽をのんびりと

聴くのが私の楽しみの一つです。今日は、その珈琲

と音楽についてお話をさせていただきたいと思いま

す。

 珈琲は15世紀ごろアラブ人が、現在のエチオピ

アを旅していて、疲れきった身体で食事のため薪

の木を切って燃やしていると、偶然、その木に乾

いたコーヒーの実がついていて、素晴らしい香り

を醸し出していた。その実を石で砕き、お湯に入

れ、口に含むと、今まで経験したことが無いほど

の薫り高い飲み物となり、その旅人は元気が出て

きたとの逸話があります。その様に、コーヒーに

は薬効があります。毛細血管の拡張作用で末端の

血管を開かせ、血流をよくして高血圧を予防する

善玉コレステロールを増加させる作用もあります。

他に、糖尿病を防ぐとか、体脂肪の燃焼が活発に

なり、ダイエット効果もあると言われています。

 体への作用はともかくとして、一番重要なのは

コーヒーを飲む行為を行うことにより、心が安ら

ぎ精神状態が覚醒することです。ですから私は、

コーヒーを飲む時を大切にしています。一人で自

分の好きな音楽を懸け、誰にも邪魔をされない時

を作ります。

 一日二回、朝６時と午後４時にだいたいコー

ヒータイムを決めています。長年、コーヒー豆に

八月尽

 今年の夏は、私にとっては、とても楽しくそれ

でいて、いろいろと考えさせられる日々でした。

 別府市並びに商工会議所から、中心市街地活性

化、空店舗対策として、流川通りにあります店舗

を「『ＮＰＯ法人ベッププロジェクト』に使わせ

てほしい」というお話を受け契約を致しました。

将来は福祉関係に、８～９月は現代アートに使用

するとのこと。それは結構なことなのですが、こ

の現代アートとは私の様な化石人間には未知の世

界です。どんなことをするのかと思いきや
4 4

、玖珠

町生まれで東京芸術大学美術研究科先端芸術表現

課程修了、彫刻、絵画、写真、映像などのメディ

アによる作品制作をする西野正
まさのぶ

将さんという若い

青年が、毎日街に出掛けて資料を集め、夜おそく

迄黙々と制作し、それを展示してました。私は芸

術家とは近寄り難い存在と思っていましたら、こ

の青年や集まって来るお友達（アーティスト）が、

お話してみると、それはそれは、しっかりとした

考えや意見を持ち、教えられることが多々ありま

した。ほんとうに自分の無知さに目からウロコの

感じでした。

 近ごろ青少年の犯罪のニュースを聞くと、暗い

気持ちになりますが、この青年達と接していて、

あれはほんの針の先程の一部の子どものことでは

ないかと思われました。

 この青年達をみていて街も私も元気をもらい、

将来が明るくなりました。私にとって今年の夏は

熱い、暑い、楽しい８月でした。

 青春のはじける力

       雲炎ゆる

 次回は、津末美代子会員です。

会員コラム 衛藤 秀子


