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（ 11月26日）

月 間 テ ー マ（ 12月 ）
疾病予防と治療月間

会長挨拶
会長

金森 市造

2020年12月3日
ー
本日のプログラム
■臨時休会
※次週12月10日
（木）及び17日
（木）の例
会は臨時休会、12月24日（木）及び31
日
（木）の例会は休会です。
お間違えの無いようにお願い致します。

次回 1/7 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
■新年初例会

●卓話 年頭あいさつ
金森 市造 会長
村上 俊二 幹事

本日は、私のロータリーの体験談からお話しする日です。
先週戸田職業奉仕委員長以下委員の皆様の準備により地区事務所
見学ならびに移動例会が多数の会員の皆様のご協力により開催で
きました。有り難うござました。枚方―くずは
（入会当時の名称）
ロー

タリーに入会して以来ロータリー会員歴35年（くずは

いかなる組織も成長と衰退はまさに表裏一体です。

RC30年在籍で退会その後大阪中之島ロータリーク

組織がつながり活発化するには常に見直しをする節

ラブにお世話になる6ヶ月間のブランク期間を除き）

目が必要と思います。

毎週1回の例会開催日にほとんど出席して今日まで

ロータリーの組織運営の取り組みの特徴である役員

来ました。30数年前も今も、
どのクラブでも永遠の課
題として取り組んでいるのが、会員増強です。
先日、
ロータリーの昔の関係書類に目を通して懐古
していますと、14年前にIM3組のガバナー補佐をし
た時の年度初めの『IM第3組ガバナー補佐と会長か
らの一言』
というIM3組傘下11クラブの会長挨拶文
がありました。各会長が目標に掲げておられるのが
会員減少の危惧と会員増強、そして例会運営を通じ
ての親睦と友情それに基づく奉仕活動を主にした内

任期1年制は、
まさに節目となります。
会員各位が、今まで培ってきたロータリーの各種運
営の取り組みのよさを学べる場は、毎週1回の例会
出席です。下期においては、
そのことを会長の時間で
伝えてればと思います。

幹事報告 (11/26)
2020-21年度第1302回（第19回例会）

幹事 村上 俊二

容でした。
それって、今も同じですね！本当に永遠の課題で妙薬
あるどころか、
どこのクラブも会員数においては、歴
代の役員が、
あの手この手と会員増強に尽力してい
るにもかかわらず減少状況に歯止めがかかりませ
ん！と心配顔です。
そこで今一度、会員増強について一考してみたいと
思います。
当クラブも28年前に産声を上げたときの会員数は、
47名とお聞きしています。それ以来多数の新会員を
迎えてきました。
もし、その会員が現在も在籍して頂
いておれば現在籍会員数の数倍になることでしょう。
この事についていつぞや安達会員が大変当を得たこ
とを発言されていました。
「もし、私の入会後会員増
強・拡大・維持をしなければ、チャーターメンバーと
私の5人ですね！」
と。
まさにその通りですね！
安達さんが入会されて以降今日まで、沢山の新入会
員・再入会員を迎える会員増強・拡大・維持により現
在の会員数を維持してきましたが、残念ながら途中
で何らかの事由により毎年2〜3人の退会を余儀なく
される会員が居られるのが私の経験からの感想で
す。
その間の役員以下会員の賢明な会員増強・拡大・

幹事の村上です。幹事報告をいたします。
それではこれからの行事予定を申し上げます。
■11月26日
（木）、本日の卓話は、北口会員となって
おります。北口会員よろしくお願いします。
■12月12日
（土）、
この日は第2660地区大会が大阪
国際会議場にて開かれます。
本会議は、13時30分受付、17時30分閉会となっ
ています。
会員の皆様に11月24日ご連絡のとおり12月の例会
は、新型コロナウイルス感染者多数のため3日、10日
は休会となりました。なお、12月17日のクリスマス家
族会に関しては、12月2日までに感染状況により決定

維持により現在の会員数で維持しているのですね。

いたします。

残念ながら毎年退会者が出るとなるならば、退会者

もしクリスマス会が中止になりましたら、今日の例会

を出さないことも会員増強の一案ではないか？と思

が今年最後の例会となりますので新年にはコロナウ

います。

イルス感染が収まり、皆様と気持ちも新たに例会で

ということになれば、増強活動手段として退会を余儀

お目にかかりたいと祈念しております。

なくされる会員の事由を分析することにより会員維
持・増強活動手段にとって重要な回答が得られるの
ではとわたしは思います。
この事について、検討する
活動を会員全員で取り組むことを提案します。

営業を科学する

北口 竜輔 会員
営業マン。1位もいれば4,000位もいる。全員が五体
満足で、扱える商品も同じ、マーケットも与えられな
い。条件は全員に公平であるにもかかわらず、人には
差が生まれる。なぜか。能力やセンスの差ではない。
執念の差である。
「問題は能力の限界ではなく、執念
の欠如である」

【自己紹介】
大阪府堺市生まれ。44歳。9歳の頃に母子家庭に。父
がいない私にとって、中之島RCに入会以来、父親世
代で尊敬できる人に出会え、視野を広げてもらって
いることに、心から感謝している。

中3の時の猛勉強、
アメリカへの一人旅は、いづれも
誰に命じられたわけでもなく、
自分自身がたてた目標
に対して
【執念】深く臨んだ結果の行動である。営業
マンとしても、入院中にもかかわらず同部屋の患者さ
んのご家族に保険を販売するほど目標に対して
【執
念】深く行動。
「できるかできないか」
ではなく
「やるか
やらないか」
である。
【営業を科学する】
営業マンは「モノ」
を売る仕事ではなく
「解決策」
を売
る仕事である。

中学2年生までは適当に生きていたが、中学3年生か
ら母親のためにちゃんと生きようと思い、毎晩、夜中3
時まで勉強する。失敗をおそれ、
トップの公立高校に
チャレンジせず、妥協して兄の通う公立の2番手校へ
進学。大学受験においても同じく妥協。本当に目指し
たかった大学ではなく、堺市内の国公立大学、かつ
大阪府民ならより安く行けるというだけの理由で、大
阪府立大学に進学。まったく行きたい大学ではな
かったため、パチンコに溺れる日々。大学を辞めよう
と思っていたところに、高校から付き合っていた彼女
（現在の妻）が浪人の末、大阪府立大学に合格。大学
を辞めるわけにはいかなくなり、大学へ真面目に通う
ように。大学3年生の終わり。高校時代より退化した
自分のまま社会へ出るのが許せなく、絶対できない
ことにチャレンジすることを決める。当時、一度も飛行
機に乗ったことのない私が、突然アメリカへ行き、
アメ
リカを1周して帰って来ると決意。大学に休学届を出
し、
パスポートを取得、
アメリカ行きのチケットを購入。
90日後、無事に帰国し、
自分に自信を取り戻すことに
成功する。

お客様のニーズ（抱える問題点）
を明らかにすること
で、お客様の心に不安や不満が生まれ、それに対す
る解決策を提示する。

翌年、東レ株式会社に入社。5年ほど勤めた頃に、
プ
ルデンシャル生命保険㈱からスカウトの電話。何も考
えずサラリーマンをしていたが「お金」
「時間」
「場所」
という人生の大切な3つのkeyを他人に決められて生
きていることの矛盾に気付かされる。完全成果主義
の世界にチャレンジすることを決意する。

最後に
「モチベーション」について。人がやる気を起
こすときは、誰かのためになるとき
（For you）
と、
自分
のためになるとき
（For me）
の、ふた通りしかない。

プルデンシャルは完全成果主義。4,000名を超える

すべての営業に通ずる
「セールスプロセス」
とは、次
の通り。
①警戒心を解く
②保険に目を向けてもらう
③現状に不安・不満を感じてもらう
④解決策を提示する
⑤クロージングする

車や住宅の営業は、
ニーズを既に自覚している
（上記
①②③が達成されている）見込み客が現れる。
つまり、
上記④解決策を提示することから始めればよい仕事
である。一方で、生命保険営業における見込み客は、
①嫌悪から始まり警戒心でいっぱい、②誰も保険に
関心を持っておらず、③なんでもいいから加入してお
れば良いと思っているから特に不満もなく、④問題を
自覚していないから解決策を欲していない。
生命保険営業は、①から始めないといけないという
意味で、最も難しい営業のひとつであると言える。

（For you）
だけだとボランティア。
（For me）
だけだと、
振り込め詐欺もOKとなってしまう。理想のモチベー

暮らしが豊かになる。そうして17年間、保険屋として
生きてきた。

ションとは、
（For you）
と
（For me）
の両方が成立する
ときである。営業マンを自動車に例えると、その進む
方向を決定させる前輪は（For you）
であるべき。
そし
て後輪に
（For me）
を持ち、四輪駆動で駆け抜けるべ
きである。
その人のお役にたつ仕事をすれば、
自分の

2020-2021 年度 第7回

私が最も大切にしている信条は
「人の喜びを、己の喜
びとする」
ご清聴ありがとうございました。

1月度クラブ役員会協議録

日 時：2020年11月26日
（木）13：40〜
場

所：桜苑

出席者義務者：金森・村上・栗山・前田・檜皮

以上6名（敬称略）

欠席者：辻（一）
observer：満村・井本

金森会長挨拶
新型コロナの感染拡大を防止するために休会を余儀
なくされました。
「集まり：密」
を避けるためにやむ得な
い判断と思います。今後Zoom例会も受け入れ、なる
べく多くの会員が可能な限り出席する事を考えてい
きたいと思います。

【報告事項】

②今後のZoom例会の在り方（新型コロナの推移
により）
2. クリスマス家族会の概要について
3. 太閤園３クラブ懇親会について
（ホストクラブ：大阪中之島RC

2021年3月25日）

4. SAA委員会〜座席について
2021年1月頃

懇親会予定

1. Zoom会議の11月21日18：00〜開催結果報告
①参加人数について

一般会計
（7月〜9月予算使用状況）
実績報告の一部訂正の説明
2019-2020年度の記載内容についてご指摘があり、

会計 檜皮 悦子

・2020-2021年度につきましては、金額が誤ってい

再確認いたしましたところ、一部の記載が漏れており

た箇所が1箇所ありました。

ましたので訂正させていただきました。訂正の大半

右側の支出細目の支出の部のIクラブ運営の部の管

が2019-2020年度の記載内容の変更です。

理経費の末尾の収支差額（イーニ）の金額が誤って

・2019-2020年度の訂正については、6月30日付の

おりましたので訂正いたします。

年次報告書に登載されております収支計算書の記
載内容に従い、訂正いたしております。
例えば、収入の部の特別会計については、本年度の
記載個所と異なるところがありますが、
どちらかが
間違っているというものではありませんのでご了解
ください。
・2019-2020年度の訂正については、右側の支出細
目の支出の部のIクラブ運営の部の管理経費の末尾
の「30周年積立金」
と
「会員への返金」の項目をご
覧ください。当初、2020-2021年度に対応する項目
がありませんでしたので、記載を省略して合計金額
にのみ金額を加算しておりましたが、
その下のニの
小計欄の金額が合わないとのご指摘を受けました
ので、二つの項目を挿入させていただきました。

今回、2,497,896円となっているところが、前回は
2,548,758円となっておりました。
この点につきまし
ては、Excelの演算式がうまく入れられておりません
でした。
お詫びいたします。
・ 最後に、本年度、予算執行状況を3か月ごとで整理
することにつきましては、9月17日の理事会におい
て説明いたしましたが、適切な予算の執行状況を確
保し、必要によって後期のクラブ運営等のための追
加徴収の判断を行うための参考とすることと、来年
度の予算策定のための資料の蓄積のために行なっ
ておりますので、
ご理解いただきますようよろしくお
願い致します。
会計からの説明は以上とさせていただきます。

米山奨学生

米山奨学生 陳 玉芬

奨学会の行事もほとんど中止になりました。
国際的なことについて、
ウイルスから直接な影響は
各国の対策で町はロックダウンされたり、人が自由に
行ったり来たりできないことですが、間接的な影響
は、
ウイルスの対策ということより国民が政府の政権
への疑いが生じたので、国内社会は混乱になってい
るということです。考えたら今年は暗い一年と思って
しまいます。
しかし、実際に思ったら、今年で私は少し自分の幸福
が感じられました。不祥事が多い今年の一月に米山
奨学会の選考会がありまして、受かりました。それで

皆様こんにちは、

今中之島ロータリークラブの皆様と出会えました。い

今年は一瞬で十二月を迎えます。
コロナの影響で一

くら普段一人暮らしで、特に今年は部屋での孤独の

年中に遠い場所への旅行はできなくて、ほとんど部

食事はよくやっていますけど、毎週の例会に参加した

屋で研究を行いながら、生活を送っています。
たまに

ら、皆様も優しく話してくれています。

日用品の買い出しのため、近所に行ったりしました。

今年も親睦委員会の会員と一緒に食事に行ってきま

そしてウイルスの対策で、学校もほとんどの授業はオ

した。
さらに先日に北村さん、梅原さん、藤本さんと一

ンラインで行うため、他の学生と交流できるイベント

緒に吉兆さんのすき焼きを味わってきました。当日も

も中止になりました。それで、今年は一人にいる日々

人生で初めての生卵を食べました。

が多かったです。

もし、十二月にまた皆様と会えたら、今年は皆様と一

ちなみに今年旧暦の干支は庚子年です。干支の循環

緒に少し異なる年末も迎えたいと思います。
そうでは

は六十年周期で循環します。中華文化において「庚

なければ、先日の食事で皆様から聞いたよい話と生

子年」
では不祥事が多い一年というイメージがありま

卵の最高な味をもって、今年をしまうのも私の小さな

す。少し中国の歴史で言うと、一番知られているのは

幸せだと思います。

1900年の庚子年で八か国連合軍という事件です。確

今の時点で早いですけど、今年皆様にお世話になり

かに、今年はウイルスで自分と一番近い出来事とい
えば、学校の活動やアルバイトへの影響、
また自分は
今年で一番期待していたロータリークラブ及び米山

まして、誠にありがとうございます。来年も一緒にもっ
と良いお年をお迎いましょう。

11月26日のメニュー
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ニコニコBOX

村上：北口会員、卓話楽しみです。
栗山：ニコニコ
辻（義）
：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
下岡：ニコニコ
北村（讓）
：厳しい状況ですが、頑張りましょう！
前田：先日の民謡と太鼓の会、
コロナの中無事終了し
ました。
しかし2週間後の結果は？
北村（薫）
：北口さん、卓話よろしく！
満村：北口さん、卓話よろしく。ニコニコ
小原：ニコニコ
井本：先日のZOOM例会お疲れさまでした。残念なが
ら本格的にZOOM例会を考えなくてはいけな
いかもしれません。ニコニコでいきましょう。
北口：初めての卓話です。拙い話ですがよろしくお願
いします。

本日合計 : ￥28,000
累
▲お誕生日のお祝い：左より西田 末彦会員・小林 俊統会員・金森 市造会長

計 : ￥542,000

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

35名
7名
0名
28名
7名

出席率
11月5日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

0名
0名
0名
1名

80.00 %
80.00 %

●本日のゲスト
▲事務所創立記念日のお祝い：左より栗山 博道会員・金森 市造会長

米山奨学生

陳

●メイクアップ
北村 薫 11月 5 日
村橋 義晃 11月 5 日

本日のソング委員 小林 俊統会員

瀬戸田RC
豊中南RC

玉芬 様

