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＊１２月のプログラム予定＊
5日 内部卓話 辛島光司会員
12日 内部卓話 ３分間スピーチ「今年を振り返って」
19日 クラブ協議会「半期の報告」
年次総会

18:30～ かんぽの郷宇佐

26日 休会

年１１月２１日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

四つのテスト

 ゲ ス ト

相良亜寿香氏（フェイス代表・ノースFMパーソナリティー）

 ビジター

なし

会長の時間

藤本博和会長

皆さんこんにちは。私の首元が見えますか？WISH

に着きますと、バーニー、ジェシィー、ノーマンが出

HOUSEの子どもさん達が私たち訪問者に掛けてくれ

迎えてくれ、食事を済ませてから14時30分にWISH

たレイをしてきました。一つずつ糊を付けて作ってく

HOUSEに着くことが出来ました。スービックロータ

れたんだなと思うと嬉しくなりました。地区補助金事

リークラブのバーニー、ジェシィー、グレーンも同行

業でフィリピンのWISH HOUSEに行って参りました。

してくれまして、津々良会員から預かった衣類をお渡

空港には11月15日18時過ぎに到着し、空港にエド、マ

しして、地区補助金事業の贈呈式の後、寄贈したトラ

ル、アイが迎えてくれまして、いつも現地で心強く行

イシクルを運転したりして、記念撮影等を行いました。

動が出来るのはこの３人がいるからです。

夕方ホワイトロックに帰りまして、その日の夜に例会

その日はもう遅かったので、翌日ホテルを７時に出

があるとのことで、初めて海外で例会に出席しました

発しスービックへ向かい、12時過ぎにホワイトロック

が、「Good evening, SUBIC Rotary Club. Night

事務局

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
ＴＥＬ．ＦＡＸ：０９７８－３８－２３７０ http://www.usa-rotary.com/

ceremony open.」チーンと私の点鐘で例会がスタート

別府RC、別府北RC、別府東RC、別府中央RC

し、フィリピン国歌と君が代を斉唱したのち式次第で

湯布院RC

進み、会員スピーチとジョークの発表がありました。

３．週報受理

中津中央RC、津久見RC

その後私に突然ふられ「昨年度より石部パスト会長と

４．理事会報告

なし

バーニー、米澤会員のお世話により宇佐RC、モリア

５．お知らせ

ルタRC、スービックRCのWISH HOUSEに対するプロ
ジェクトが皆さんの協力で出来たことを感謝いたし、
ここで生まれた友情を大変うれしく思い、これからも

1）本日例会終了後に定例理事会を開催致します。
役員・理事の方はお残り下さい。
2）11/23(土)は大分第二グループのＩＭです。

続くことを願います。Thank you very much.」という

13:15～16:55(受付12:30～)

事を米澤会員に通訳してもらい、最後には英語でそれ

杵築市役所山香庁舎３Ｆ 山香中央公民館

なりの事をひとこと言って閉会点鐘、大拍手で終わる
ことができました。何を言ったかは皆さんに馬鹿にさ

６．欠席連絡
川端克弥会員、藤久保茂己会員、和田久継会員

れるかも知れませんので言いません。本当にいい経験

（MU済）石部幸二会員、是永潤一会員、藤林鋭司会員

をすることが出来ました。

７．本日の当番

三日目は、山道をバーニーらとトライシクルと共に

小野田義文会員、辛島光司会員

アエタ族の村へ行き、私も孫の靴や服を持っていきま
したので配布してきました。今回の旅は非常に意義深
いものがあったのではないかと思いますが、最後に冨

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

田さんが、また来ることがあったら今度はおもちゃを

藤本博和会長：相良亜寿香さん本日の卓話よろしくお

持ってきてくれないでしょうかね、と言われたんです

願いいたします。＊地区職業奉仕セミナー参加の本

が、それにはロータリーとしての返事はしませんでし

庄幹事、是永委員長、臼杵副会長、またインターア

た。その辺は自分の中でいろんなものが生まれてくれ

クト例会参加の斉藤委員長、藤久保副委員長お疲れ

ば、行けばいいんではないかと思います。無事帰って

様でした。＊スービック訪問の藤林国際委員長、河

きたことを何より嬉しく思っております。

村会員、石部会員、米澤会員おかげさまで無事に終
えられたことを感謝いたします。＊山井委員長と参
加の皆さん、チューリップの球根植えありがとうご
ざいました。
本庄伸子幹事：亜寿香ちゃん、今日はよろしくお願い
します。
岩井謙次会員：藤久保、佐藤両先生にお世話になりま
した。
砂山正則会員：いつも御迷惑をかけて申し訳ありません。
末宗為十会員：スービック訪問の皆さんお疲れさまで
した。＊今日、神子山発電所の通電を行い、無事発

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信

電し始めました。
河村正一会員：本日相良亜寿香さんの卓話を楽しみに

1）ガバナー事務所より「国際大会参加ツアーのご案内」

しています。＊フィリピン訪問の皆さんお世話にな

２．例会変更

りました。

中津中央RC：11/26(火)→11/30(土) 12:30～ 「小楠
コミュニティーセンター」に変更：ＩＭの為
日出RC：12/24(火)は休会
その他クラブの変更確認は、事務局まで。

幡手一義会員：大分県消防大会で、消防団入団30年県
知事表彰をいただきました。
臼杵 確会員：フィリピンへの寄贈では、会長をはじ
め参加された皆さんおつかれ様でした。米澤会員の

フェイスブックで内容を拝見しました。＊土曜日の

クをするような運動もしております。この近くの松本

熊本での職業奉仕セミナーでは、本庄幹事、是永委

レディースクリニックの松本先生たちと一緒に「華や

員長お疲れ様でした。＊斉藤委員長、インターアク

ぐいのちの会」という会を結成しまして、婦人科系の

ト例会に参加できなくてすみません。

病気の早期発見、予防するための活動をさせていただ

宮本順二会員：北高後輩の話を楽しみにしています。
住本憲彦会員：職業奉仕の為早退させていただきます。
是永潤一会員：臼杵副会長、本庄幹事、先日はお世話
になりました。

ニコニコ累計

いています。
今日は河村さんから、「お話の仕方」について皆さ
んにお話しして欲しいとの依頼をいただきました。私
は司会を始めて20年ぐらいですか、ラジオを初めて

２６２，０００円

OBSで2年、ノースFMで開局9年目になりましたので、
合わせると11年くらいラジオでおしゃべりをさせても
らっています。今日会場にいらっしゃる皆様は、人前
でおしゃべりされることが多い方達ばかりだと思うの
で、私が何か皆様のお役に立てるような事を言うほど

外部卓話
「話し方講座」

相良 亜寿香氏

（フェイス代表・NOAS FMパーソナリティー）

のことではないと思いますが、今日は皆様にも少しこ
こでおしゃべりをしていただいて、ここがこういうふ
うになったらもっといいのになと言うことを後半に少
しさせていただこうと思っています。
前半は、普段私がおしゃべりをするときに心がけて
いることをお話しします。まずは、いろんな方とお会
いするとき、第一印象は2秒から7秒で決まると言われ
ていますので、笑顔でしゃべること。口角を上げて話
すと、声のトーンもかなり違ってきます。
ラジオの場合は壁に向かって一人で話しているので、

（河村正一プログラム委員長からご紹介）

笑いながら話しているとおかしく思われるかもしれま

ノースFMで平日10時から12時までパーソナリティ

せんが、頬が疲れるくらい笑顔で話さないと、ラジオ

ーをしており、宮本会員の2つ後輩だそうです。亜寿

の前の皆さんに笑顔の声は届けられません。伝わり方

香さんは2009年9月17日に卓話をしていただきまして

が全然違います。毎日２時間ラジオをやっていますが、

今回2回目です。

日々体調がいいわけでもないですし、機嫌が悪い時も
◇◇◇◇◇◇◇

あります。ですが放送前に準備をしてマイクの前に立

皆さんこんにちは。先ほど宮本先輩から覚えてる？

つと、必ず頬が疲れるくらい笑っています。気持ちは

と言われまして、すぐには思い出せませんでしたが、

泣いていることもあるのですが、笑顔を作っておしゃ

高校時代の面影があまりなく、つい、変わりましたよ

べりしているといつの間にか脳からそういうホルモン

ね～と言ってしまいました。ただバレーボール部の2

が出てくるみたいで、最初は作り笑顔でも、気づいた

つ上の宮本先輩というのは結構人気があって、なぜか

ら放送が終わる頃には本物の笑顔に変わっている事が

一年生の私によく声を掛けてくれていましたので、今

あります。私は通勤途中の車の中でもとにかく笑って

日は久しぶりにお会いできて嬉しく思います。

います。話し方とは別のメンタルの部分ですが、お仕

前回こちらでお話ししたのがもう4年前になります

事で疲れている時などに皆さんもぜひお試しください。

が、当時はフリーのアナウンサーになって社会貢献と

お気づきではない方もいるかもしれませんが、電話

いうことで、ピンクリボン運動で乳ガンの早期発見、

に出る時によそ行きの声（普段話しているよりも少し

撲滅をしましょうと活動をしており、当時は20人に１

高めのトーン）になる方がいます。声のトーンに１か

人が乳ガンになると言われていましたが、あれから4

ら５まで階級があるとすると、３くらいの一番心地よ

年経ちまして、現在では13人に1人がなると言われて

く聞こえる自分の声に気づいていただきたいと思いま

います。検診も勧めるのですが、毎月のセルフチェッ

す。緊張すると表情もこわばってしまい、男性で声が

低いとさらに威圧的な印象を与えてしまうので、表情

◎緊張しないためには場数を踏むこと。

プラス普段のしゃべりよりも声のトーンを２つくらい

◎自分も気持ちよく話すことができれば、聞いている

上げるように意識すると、皆さんに伝わる時に印象が
よくなると思います。

側にも気持ちよく聞いてもらえること。
◎常に口角を上げて笑顔で。

次に、聞き手の年齢層や雰囲気を見て話すスピード

◎自分のいい声を探し出すこと。

を変えていくこと。それから視線も大切です。最初は

◎テンポを変えること。

緊張するのですが、前に出て皆さんの顔を一人一人目

◎聞き手を見ることが人前での緊張を和らげるポイン

配りして話すことによってコミュニケーションも取れ、

ト。（よく聞いてくれる人の顔を回し見すると、自分

緊張も和らぎ、印象が変わります。

の言いたいことがスムーズに出てくると思います）

今日の卓話は30分ですが、例えば90分程度と長い時

◎話の段取りを決めること。（頭の回転を速く良くす

間話す時は、今日はこの３つを話します、というよう

るのに一番いいのは、河村さんもいらっしゃいます

に、演題を先に提示してあげるほうが間延びしなくて

が、料理をすることです。料理には色々な段取りが

良いです。また補足して行く部分は早口でもいいです

あり前頭葉が活性化されるので、テンポ良いトーク

が、ここ！という押さえる部分は少しテンポを落とし

が出来るようになります）

てゆっくり話す。聴衆がザワザワしている時は、沈黙
を作ると注目してくれます。この点にも気をつけると、
聞いている側も飽きず、自分もテンポよくしゃべるこ
とができます。
ではここからは、皆さんに「最近興味のあること」
について、１分間スピーチを実際にしていただきたい
と思います。私自身のおしゃべりの勉強をさせていた
だくつもりで、私が皆さんのお話を聞いて、何かアド
バイスできる点があれば、その場でさせていただきま

出席報告

す。お互いの話し方の印象を話し合う機会もそう多く
はないと思いますので、皆さんのお話を聞いた皆さん
がどう思うのかという事も含めて、時間までおしゃべ
りをさせていただきたいと思います。

宮本会員

臼杵会員

宮丸会員

藤本会長

５名による
１分間スピーチ

辛島会員

時間になりますので、最後に皆さんにアドバイスで

米澤哲也委員長

第2279回（11月21日）
会 員 総 数
（内出席免除 ）
出

席

数

32名
0名
28名

（ 内 事 前 M U）

3名

欠

席

数

4名

出

席

率

８７．５０％

事前メークアップ
石部幸二会員、藤林鋭司会員(スービックRC)
是永潤一会員(職業奉仕セミナー)
欠席者
川端克弥会員、新開洋一会員、藤久保茂己会員
和田久継会員
※出席率の更正
◎11月7日の出席率は3名のメークアップ
により78.13％→８７．５０％に更正
事後メークアップ
臼杵 確会員、和田久継会員(花壇整備)
藤久保茂己会員(IAC例会)

きるとすれば...
閉会点鐘 発行 平成25年11月28日

