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承認 1982錘8月24日

例会日 火曜日 12:30

例会場 名古屋東急ホテル

事務局 TEL763-5110FAX763-5121

会長 久野峯一

幹事 萩原喜代子

鰯･会弱委員長牧野登志子
題字黒野溝手

夢をかたちに MakeDreamsRealNQ28

2()08～2()09年IZRI会艮李束進

甥歓迎のことば

片山主水ガバナー挨拶

國分孝雄東名古屋分区ガバナー補佐挨拶

錫基調講演

ゆるやかに変化していく状況の過中にいると、変化

に気付かないのです。29日目の恐怖というのは、環境

が変化しているにもかかわらず、その内側に身を置い

ていると、明日は破局だということに誰も気が付かな

いということを示|唆しているのです。それは当面さし

せまって困っていないからです。

東京大学名誉教授 月尾嘉男先生

演題「環境問題に挑戦する日本の技術と文化」

矛………きようの例会録……鳧謬、
;第1262回 平成21年3月3日（火）
;講演"中国の強さ.弱さをどう見るか"＃

略

:学習院女子大学国際文化交流学部准教授 ”
蕊雪濤………里蔦鴛患鰯星驚鑿鐸；
鈩些‘毒;贄'………先週の記録侭…琴認

麓;第1261回 平成21年2月25日（水）
;分区大会ｳｴｽﾃｲﾝﾅｺﾔｷﾔﾂｽﾙ開始
曝訂聖示，琴ボラ‘蚤,‘長%蚤,俵龍当,ポッ饗,‘漬%蟄,歸豐,鐸響<積銘譽,伝認譽,‘長程,侭琴《漬ｼ塔,侭淫，

〈第一部二大基調講演と対談〉

地球環境の危機回避への提言

テーマ「29日目の恐怖」
露オープニングセレモニー

へ

へ

早稲圧l大学大学院教授 北川正恭先生

演題「環境成長経済～立ち位置を変えて」
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Ⅱ囮"君が代”

園"奉仕の理想”

園ビジター数（2／24） 28名

團出席報告

会員 50（44）名 出席全会員

出席率 100%

前々回 2月10日 （修正出席率) 97.73%
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囮次期東名古屋分区ガバナー補佐紹介

並びに次期分区大会ホストクラブ発表

次期村橋泰志東名古屋分区ガバナー補佐挨拶

圏片山主水ガバナー講評
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『変化』会長テーマ 本紙は再生紙を使用しております。



〈第二部懇親会〉

X識クラブ代表歌謡大会畿灘鵜X

大村智津雄とザ~グループ

谷喜久郎

霧…響…，先々週の例会｡…響駕噌第1260回 平成21年2月17日（火）
:講演‘‘交渉､説得､そしてﾕｰﾓｱ,， ＄
逢蕊蝋鰈憲蕊袋鶏蝉驫蕊皇
翻"我等の生業”

翠ゲスト紹介 小山法律事務所 小山齊様

米山奨学生 グエン･ティ･スワンさん

囹出席報告

会員 50 (46)名 出席 37名

出席率 80.43％

前々回 1月30日 （修正出席率) 91.99%

囹3月会員誕生日

舎人経昭君(3/19) 竹内眞三君(3/20)

池森由幸君（3／30） 水谷祥督君(3/30)

｜萩原幹事報告’
1)次回例会は25日(水)東名古屋分区大会で4時より

ウエスティンナゴヤキャッスルにて開催致します。

24日(火)の例会はございません。

2）次々回例会終了後、理事役員会を開催致しますの

で理事役員の方はお残り下さい。

囮委嘱状伝達

凸亨と』▼上山▼上山写とjvと山守
▽傘下マハFTAF勺牟rTへ下▼公

演奏バンド
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渡邊源市君

2009～2010年度地区補助金委員会委員，，"1,,,jl，，，，,j，》，

江口武史君・吉田玄君・山本英次君・岩田佳奈子さん

,hhhhj，，hjphhh，，，， |久野会長挨拶 へ

こんにちは寒さと暖かさが繰返し健康には良くな

い季節ですが何か着実に春が身近に近付いている感が

いたします。弁護士法人、小山法律事務所代表者の小

山齊様また米山奨学生のグェンティ ・スワンさんよく

おいでいただきました。ごゆっくりお過し下さい。

さて明日、 2月18日が24節気の一つ「雨水」となり

ます。立春後15日目にあたります。

「雨水」とは「雪散じて水と為る也」とあるように、

今まで降った雪や氷が解けて水となり、雪が雨に変

わって降るという意味である。この頃となると雨水ぬ

るみ、草木の発芽を促し、萌芽のきざしが見えてきま

す。昔より農耕の準備などはこの雨水を目安として始

めるとされています。

経済状況はますます厳しくなっている中、かんぽの

宿の一括売却問題等不透明不公平な事柄が発生してい

ますが、色ぼけ、金ぼけの状況何とかならないもので

しょうか。もうすぐ春です。ご健康に注意してお過し

下さい。

各クラブが自慢の歌（十八番）を披露した結果。

優賞金メダルは名古屋錦RCの“ガキの頃のように”

準優賞銀メダルは何と当クラブの“恋の片道切符'’

3位銅メダルは名古屋昭和RCの“吾亦紅”

ガバナー賞は名古屋名東RCの“ゆうすげの恋”とな

りました。
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ハーイ“本日はお疲れ様”
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囮講演 “交渉、説得、そしてユーモア”

弁護士法人小山法律事務所代表者小山齊様

（紹介鈴木聖三君）

の癖を知っておくことです。

人は嘘をつくとき、①手を隠す、②顔をさわる、

③何度も姿勢を変える、④目だけで笑う。そして、

⑤男は目をそらして嘘をつき、女は相手を凝視して

嘘をつく。人とは面白いですね。

続いて「説得」です。説得とは何か。説得とは、

主として言葉をつかって、相手を、あなたが求める

考え、態度、価値観、行動へと動かすことだ、と言

われています。もっと簡単に言うと、説得とは、相

手に、あなたの考えに同意してもらうことです。

説得術を言い出した最初の人物は、二千年以上前

の、古代ギリシャの哲学者、あのソクラテスです。

彼は説得術の三要素として、エトス（説得者の人柄)、

パトス（相手の感情)、ロゴス（ロジック）を挙げま

した。この考え方は、今も生きています。

説得術の一つ、心理的リアクタンスを利用する方

法を紹介しましょう。 リアクタンスとは感覚的な抵

抗のことです。

他人から何かを働きかけられると、心の中で、一

種の心理的反発や不快感が生まれる。人は誰でも、

自分を自由にコン1､ロールしていると考えている。

他人の働きかけは、その自由を制限し侵す。抵抗が

生まれる。人は、これをもとに戻そうとする。これ

を利用して、相手を説得する。このやり方です。

あなたは何かを売る。売る行為は、買うように顧

客を説得する行為。あなたは、顧客の心理的リアク

タンスを利用する。期間限定、数量限定、会員限定

という手を使う。いずれも顧客は、ちょっとしたリ

アクタンスに陥る。これから逃れるために、顧客は

すぐに買い、すぐに入会する。あなたは儲かる、と

いうわけです。

最後にユーモアです。

ユーモアは、交渉の場面で効果があります。それ

は、学問的にも実験的にも、証明されています。私

も使います。ユーモアは、 うまくいけば、一瞬にし

て対立的な空気を吹きとばし、人間関係の距離を近

づけるからです。もちろん、慎重に、相手と場面と

時を考えて、ピッタリのジョークをとばします。

それでは、説得にユーモアは有効なのか。社会心

理学者の調査や実験の結果は、残念ながら、かんば

しくありません。説得は、まじめな顔でやった方が

いいようです。

交渉、説得、そしてユーモアの技術を磨く。

あなたの人生は劇的に変わります。

繭玉
私たちの人生は、交渉と説得で一杯です。朝おき

てから夜眠りにつくまで、毎日毎日、誰かを説得し、

誰かに説得され、誰かと交渉して過ごします。

あなたは妻や子と数多くの説得や交渉ごとに巻き

込まれ、たいていは失敗します。会社に行きます。

上司や部下を説得し、取引先や顧客、それに税務署

と交渉します。それが仕事です。交渉って何ですか。

説得って何ですか。考えたことがありますか。

あなたは、交渉相手に、 ときどき冗談を言います。

ユーモア、ジョークですね。どうしてそんなことを

するのですか。

この三つ、すなわち、交渉、説得、そしてユーモ

ア。これが、私に与えられたテーマです。

まず、 「交渉」からお話します。交渉とは何か。最

も簡単な定義は、こちらがあって相手があって、そ

の間で行われる利害の調整が交渉である、 というも

のです。

具体的に言います。あなたが何かを売るとする。

あたなは値段が高い方がいい。相手は安い方がいい。

そこで交渉となる。あなたは何かを買おうとする。

あなたは安い方がいい。相手は高い方がいい。そし

て交渉が始まる。交渉の結果はどうなるか。あなた

と相手がお互いに譲歩し合って手打ちとなる。

要するに、交渉とは譲歩の交換プロセスのことで

す。譲歩に理屈はいらない。

交渉にはスキルが必要です。交渉スキルの数はお

よそ五○．そのうちの二つを紹介しましょう。

まず、 「ふっかけ」です。

ふっかけは立派な交渉スキルです。日本人は二倍

を超えない。外国では、五倍、十倍、二十倍はあた

り前です。ふっかけが有効な理由は三つ。一つは、

ふっかけた方が、より多く手にするという現実。二

つめ、ふっかけた方が譲歩の幅が大きく、譲歩しや

すい。三つめ、ふっかけた後の譲歩は相手に勝利感

を与える。三つめの効果が一番大きい。

交渉には、コミュニケーションをとりながら、相

手を読むということが大切です。

次に、 「相手のボディランゲージを読む」というス

キルの一部を紹介します。例えば、どのようにして

相手の嘘を見破るか。それは、嘘をつくときの人間

へ

へ

囮2月理事役員会議題（2／10）

1）新入会員候補者の件。

2) 2008～09年度上半期決算報告書の件

3）春季家族会の件。

4）小杉啓彰君体調不良のため休会の件。

5）同好会余剰金の件。

6) 2009～10年度各委員会組織表の件。

7）青山敏郎君退会の件。
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爲ず恩'ｸｸ･く,ロータリーの友より’

ロータリーの友投稿規定

ぐ衿第2回名古屋市内23RC社会奉仕委員長会議令●◇

平成21年2月17日（火）午後2時より

名古屋東急ホテル4階栄の間
活動の原稿や写真は、できるだけ早くお送りくださ

い。時間が経過すると掲載できないことがあります。

ロータリー俳壇・歌壇・柳壇

． ，か月に、 1人はがき1枚に3句(首)まで。この欄

の締め切りは、毎月20日です・

言いたい聞きたい

． 「ロータリー」ならびに『ロータリーの友」につい

て感じたこと。建設的な意見、疑問．質問、問題提

起など。また、本欄に掲載の意見・質問に対する賛

成／反対などの回答．意見などを、 800字以内で。

友愛の広場

、エッセー、海外ロータリークラブ訪問記、時局雑感

などをl.000字以内で。関連写真があれば、添付し

てください。

ロータリー．アット．ワーク（写真編）

・ロータリークラブ、 インターアクトクラブ°ロー

ターアクトなどの奉仕活動を、カラー写真で紹介し

ます。写真には150字程度の活動日を入れた説明文

を、添えてください。ただし、記念写真（集合写真）

は掲載できません。

ロータリー．アット．ワーク（文章編）

・ロータリークラブ、ならびに地区の活動を紹介しま

す。600字以内で、関連写真があれば、添付してく

ださい。

私の宝物

・家族、ペット、思い出の品、コレクションなどの宝

物をカラー写真で紹介します｡写真に添える原稿は、

宝物である理由を、 50～100字の説明文にまとめて

ください。字を書かれた用紙は、折り目がつかない

ようにお送りください。

私の好きな一字

，好きな言葉を、自筆肉筆（筆記用具は問いません）

で1文字、お書きください。その文字を選んだ理由、

好きな理由を50～100字でお書き添えください。

内外よるず案内

、国内外の会員間の趣味の交換、催し物の案内などを

紹介します。原稿は200字以内です。

御，謡劇

■

賦
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■

支援団体、 「スペシャルオリンピックス日本．愛知」

｢メイク．ア・ウイッシュオブジヤパン」「インフ

ルエンザ．脳症の会小さないのち」へ目録の贈呈。

各事業の報告及び計画を頂いた。

今後の23RCの委員会運営について各クラブよりご

意見を頂き、 23RC社会奉仕委員会ルールが決定。最

後に近藤雄亮西名古屋分区ガバナー補佐．國分孝雄

東名古屋分区ガバナー補佐より総評を頂き終了した。
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:日祝い く
〈

誠寿 <

どり風邪などひかれま＃
〈

;に眩しき寒のもどりかな；
旧祝い 〈

武弘渡邊源市：
節美 <

弘備害・ 玄：I念日祝い

<Lｸ辿夕、〃ゞｸゞ"、"、〃、ｸ、ｸ、〆、〆~~〆、"…"、〆、〃、
ノ~
、

ノ
、

;講演者小山齊様

一

大川 勝平佐久間良治 会員誕生日祝い

佐野 寛佐々木敏夫 浅井誠寿

鈴木 理之和田 正敏 寒のもどり風邪などひかれま
小山様お話楽しみにしてます せん様に
松居敬二 日のただに眩しき寒のもどりかな

小山様お話楽しみにしてます 結婚記念日祝い

夫人誕生日祝い 尾関武弘渡邊源市
舎人経昭 吉田 節美

会員誕生日・結婚記念日祝い 結婚記念日祝い
竹内 眞三 油田 弘佑吉田 玄

ミ 謝礼をニコボツクスに入れて頂 佐野 寛佐々木敏夫 浅井

;きました 鈴木理之和田 正敏 寒のも

;鈴木聖三 小山様お話楽しみにしてます せん様に
＞ 本日の講師小山齊先生をご紹 松居敬二 日のただ

;介します 小山様お話楽しみにしてます 結婚記念
;足立一郎萩原喜代子 夫人誕生日祝い 尾関
＞林 正路伊藤健文 舎人経昭 吉田

;加藤 顕川端 圭 会員誕生日･結婚記念日祝い 結婚記
＞小林英毅小山 雅弘 竹内 眞三 油田

;久野 峯一棚木充明 何のかんのと80才天よくぞか 夫人誕
＞宮尾紘司 三好 親 くも悪党を生かしめ結いし感

;西川 豊長大口 弘和 謝々々
入へヘヘヘヘヘヘヘハヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘへヘヘヘヘヘヘー、ハヘヘヘヘー、へ,、/、ヘヘヘハー、へ～、へ,

牛日・結婚記念日祝い 《

：
醗謂《〈

、_へ-,、ﾍｰﾍｰﾍｰｸ、,、ヘーヘー"、ヘーヘ"、,、,く

優良職員表彰次回例会平成21年3月10日(火） 愛知県千種警察署・名古屋市千種消防署
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