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ロータリーソング「奉仕の理想」 

「四つのテスト」 鈴木 大次 会員 

 

≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫    

 ゲストスピーカー：松永 洋忠 様 

           （湘南話し方センター所長） 

 ゲスト：福島 勇 様 

        （藤沢市商店会連合会 事務局長） 

  

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・松永様、福島様ようこそお越し下さいました。 

 ・米山奨学生のウン，チェンキン君が、3 月で終了   

  となります。後 2 回となります。 

  その後、4 月から韓国からの留学生で景 僅恵 

（キョン クンへ）さんという女性を委嘱米山奨学   

 生として、2年間受け入れることになりました。 

  よろしくお願い致します。 

 

 ≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

  ・神奈川県ロータリアン親睦会のご案内が参りま 

   した。4 月 4 日です。詳細は受付にございます。 

 

≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

 ・瀧澤 地区研修委員 

  皆さんロータリーと他の奉仕団代の違いを説明 

  できますでしょうか。ロータリには理念があり、 

  それを勉強しながら進んでいかなくてはなりま 

  せん。その勉強の機会が PETS と地区研修・協議 

  会です。PETS は会長エレクトのための研修です。  

  地区研修・協議会は、次年度の会長幹事、各委員 

  会委員長のための研修です。IR 会長の方針、地区 

  の方針、ロータリーの基本理念を勉強します。今 

  年は、4 月 19 日（日）で、東海大学で開催され 

  ます。現在、委員会で準備を進めています。ぜひ 

  多くの委員長にご参加いただきたいです。 

  来年は第3グループの我々藤沢 9クラブが主催し 

  て、地区研修・協議会を開催いたします。準備が 

  大変なイベントとなります。多くの方に参加いた 

     だき、よく見ていただきたいです。委員長と新会 

  員の方の参加部門があります。私は、新会員部門 

  のサブリーダーとなりお話する機会があります。 

  よろしくお願い致します。 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告    （   ）内は計算に用いた会員数 

    

例会月日 会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率 

メークアップ 

修正出席者数 修正出席率 

会員数 

１月２９日 ４５（４４）名 ４４名 ２８名 ６３．６４％ １名 ２９名 ６５．９１％ 

２月１２日 ４５(４４)名 ４４名 ２６名 ５９．１０％ 
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第 2780 地区 

ガバナー   杉岡 芳樹 

第 3 グループガバナー補佐 渡邊 昭 



≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

ポールハリスフェローのご披露 

合計 1,000 ドルごとを寄付した個人に、ロータリー財

団より、ポール・ハリス・フェローの称号が贈られま

す。 

≪ルビー3 個のポール・ハリス・フェローピン≫    

9 回目  木島 英夫（きじま ひでお）会員                    

≪サファイア 5 個のポール・ハリス・フェローピン≫ 

  6 回目  今井 重信（いまい しげのぶ）会員 

≪感謝状とポール・ハリス・フェローピン≫ 

  1 回目  吉野 貴美（よしの きよみ）会員 

 

    

    

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

 藤田 浩二 会長 

  松永様、福島様、本日は藤沢ロータリークラブへ 

  ようこそ。 「3 分間スピーチ作成法」の卓話楽 

しみにしております。 

 今井 重信 会員 

  本日、遅刻しました。申し訳ありません。 

 椋梨 兼彰 会員 

  松永様、福島様、本日はようこそ。 

  卓話宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

エントランスホールのお花 

春のお花です！ 

≪小話≪小話≪小話≪小話    3333 分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫    

  橋本 憲明 会員 

 

同じ大学の同じ学部の大沢先輩のご指名で、お話しい

たします。同じ新会員の三村会員に負けないよう、し

っかり PRさせて頂きます。 

皆さんは、年頭の目標はたてられますか。私は、50 歳

になる節目に、新しいことにチャレンジすることにし

ています。事業所の年頭の挨拶で、必ず社員の前で宣

言することにしています。2 年前から始めました。 

2 年前の宣言は、山登りを始めることでした。小田原

におりましたので、近隣の山々に登りました。以前、

丹沢などは富士山の下端を隠だけと思っていました

が、ひとつひとつ登ると大変愛着が湧きました。山に

登り、温泉に入り、ビールを一杯という極楽な週末を

過ごしました。同じ年に始めたのが、行ったことのな

い土地を年に一度は巡るということでした。2年前は、

伊勢志摩、去年は、能登半島と金沢。今年は、博多、

山口、大分方面の温泉巡りをしました。山口県角島を

ご存じでしょうか。海の上を渡す直線状の橋が、絶景

です。「死ぬまでには一度は行ってみたい場所」の一

つといわれ、CM や映画の撮影にも使われています。大

学 2 年の娘は、大学時代に都道府県を制覇するという

目標があり、今回 3県、インスタ映えスポット、グル

メスポットを巡り、超満足です。まもなく二十歳を迎

えますが、娘の方から旅行の計画を持ちかけ、まだま

だ家族旅行できそうです。家内は、2 年前から御朱印

めぐりを始め、今回も櫛田神社、太宰府天満宮、宇佐

神宮に行き、超ご機嫌です。その二人の喜ぶ姿を見て、

私は温泉でのんびり思い出に浸りました。私が考える

旅行の楽しみ方は、まず事前計画、道中を楽しみ、行

ってきた後は、アウトプット報告することにあると思

います。今回、こういう機会下さった大沢先輩に感謝



するとともに、皆さんの節目のタイミングに何か新し

いことを始めてみてはいかがでしょうか。 

 

                                                                

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

 『『『『3333 分間スピーチ作成法』分間スピーチ作成法』分間スピーチ作成法』分間スピーチ作成法』    

        湘南話し方センター湘南話し方センター湘南話し方センター湘南話し方センター    所長所長所長所長    

        松永松永松永松永    洋忠洋忠洋忠洋忠    様様様様    

                            （紹介者：（紹介者：（紹介者：（紹介者：福島福島福島福島    勇勇勇勇    様様様様））））    

 

卓話概要 

沢山のルールがあり、そのルールを活用した中身とな

っています。 

話の構成の仕方 

話題の作り方 

主題の表現のしかた 

名言名句を入れることで話の幅と奥行きが広

まる 

（話を立体的にする 5 つの要素） 

1． 自分が見たこと したことはそのまま話す 

2． 自分が言った事 いわれたことをそのまま

話す 

3． その時自分はどう思ったか 

4． 自分だったらどうするか 

5． 自分の意見を入れてみる 

以上が話を立体的にする5つの要素となってい

ます。 

スピーチ参考の中に全て入っています。 

 準備の仕方と練習によって、本番で分かりやすい説

得力のある話にできます。 

  他 

  ・必ず時間内に納める 

  ・自分の意見を裏付ける話題かどうか 

   ・話をする態度、声の出し方 

   ・抑揚「間」の取り方等沢山あります。 

この度は一つのきっかけでしたが一つでもヒントに 

なると幸いです。 

同志の方が何人か自発的に勉強会を行うケースもあ 

ります。万一ご興味のある方、聞き手を引き付ける魅 

力ある話し方等も行っています。 

 

【3 分間スピーチの例】 

  ―人は見かけで評価してはいけない― 

私の会社に山田一郎という男がいます。 

彼は職場では「やつは一郎じゃない。ケチ郎だ」と

言われています。なぜなら「よ～今日一杯行こう

か？」というと「いや今日は予定がある」「あっそ

う、じゃあこの次の連休どこか旅行に行こうか！」

と言うと「いや～その日も予定があるから・・・」

と誠に付き合いの悪い男でございます。 

皆さんね。今の若い人が一本のタバコを吸うのに半

分に折って、そこに爪楊枝を差し込んで吸うなんて

人がいると思います？ 

彼はそれをやってのけるんです。だから皆から「や

つはケチ郎だ！ケチ郎だ！」と割れているんです。 

 ところがその事が根底からくつがえされることが

ありました。 

 クリスマスの近づく日曜日、私が街を歩いています

と、信号機のある交差点のところに後ろに大きなリ

ュックサックを背負い、両手に大きな紙袋を持って

立っている男がいました。見ると「あれ～？やまあ

じゃねーか。」と言ってことばをかけると気まずそ

うな顔をして「見つかってしまったか！見つかって

しまったら仕様がない。白状するけど。俺これから

親のない子どもの施設へ慰問にいくんだよ！。」 



  「本当か？」といって袋の中身をのぞいて見ると、

本は入っている、おもちゃは入っている、お菓子

は入っている、沢山の物がいっぱい詰まっていま

した。 

  「おまえ良くこんなに買えたなあ」「いやあおれも

さ、付き合いの悪いのは承知しているんだけど、

実は小さいとき親に先立たれてしまって、親のい

ない子どもの気持ちってのが痛い程わかってさ。

少ない給料の中からコツコツ貯めて年に一度こ

うして慰問に行ってるんだよ。」そのことばを聞

いて、「ハッ！！」と胸を突かれた。 

  何という心の優しい男なんだろう。 

  もし自分達に「これから親のいない子どもの施設

に慰問に行くからさ、悪いけど千円ずつ寄付して

くれないかな。」と言われて果たしてすんなりお

金を出すことがが出来るだろうか。 

彼は飲みたい酒も飲まず、吸いたいタバコも節約

して慰問に行っていたという。 

ヴィクトル・ユーゴーのことばに「愛すること、

それは行動することだ。」という言葉があります

が、彼はまさに行動する男そのものだったんです。 

そのことを皆に伝えてからというもの尊敬の念

を込めて「オ～ いっちゃん」と呼ばれるように

なりました。 

私たちは彼の行動に学ばなくてはなりません。と

同時に、人は見かけで評価してはいけないという

事をつくづく感じました。 

「人は見かけで評価してはいけない」という話を

致しました。 

 

 

 

松永様の紹介者   

藤沢市商店会連合会事務局長 福島 勇 様 

 

 

藤田会長より謝辞 

 

 

 

「机に置くと受験にパス」という新江ノ島水族館の合

格祈願グッズ。売り切れた間際‼ 

ご希望の方は、お急ぎください！ 



 

藤沢市歌を中学校以来で歌われた吉川親睦委員長 

 

 

 

 本日のお料理 

 

 

                 

                

                

 

ホテルエントランス 

ホールのお花！  

もうチューリップが！ 

 

 

3 分間スピーチ作成法レジュメ 

 

 

 


