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◎司 会             西山俊雄 SAA委員 

◎ロータリーソング         『奉仕の理想』 

◎ソングリーダー      山田勝康合唱委員長 

◎出席報告          豊場建伍出席委員長 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

37(7)名 26(4)名 76.5% 83.3%  90.8% 

（  ）内は出席免除会員数 

メークアップ 

・8/ 9   高 岡 西 ＲＣ      北見丈治会長 

・8/18   横浜港南台ＲＣ     北見丈治会長  

     大越雅也幹事 

公式出席 

・8/17   地区米山記念奨学委員会   

佐々部宣宏地区副委員長 

・8/21   クラブ社会奉仕委員長会議 

           大橋三郎委員長  

 

◎親睦委員会(今週のお祝)樋口一樹親睦委員 

＊配偶者誕生日祝  笠原シヅエ様(２９日) 

＊会員入会記念日祝  平山滋也会員(９/1日) 

＊会 員 記 念 日 祝  福嶋浩之会員(９/２日) 

 ニコニコボックス本日合計  １９，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ２４８，０００円 

◎米山チャリティボックス    

高柳良作米山記念奨学委員長 

坂巻照代会員    佐々部宣宏会員  

 宮 下 賢 会 員    ３名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計    ３，０００円 

米山チャリティボックス累計 ４７，０００円 

 

◎会長報告            

①今日は夏の甲子園高校野球、広陵対花咲徳栄の決

勝戦です。現役広陵高校出身のプロ野球選手の数

は現在１５名（２位）です。一番多いのは１７名(１位)

で横浜高校、広陵と同じく大阪桐蔭１５名(２位)東海

大相模１１名(４位)です。ＯＢ含めると１位は７６名ＰＬ

学園です。 

②今日は何の日 

  湖池屋ポテトチップスの日です。１９６２年８月２３日

にのり塩味を発売しそれを記念して、湖池屋が制定

しました。 
 

◎幹事報告       代理大井和子次期幹事 
  なし 
 
◎委員会報告 
①クラブ奉仕委員長会議報告  

大橋三郎クラブ奉仕委員長  

今回は『多様化する例会運営とその特徴とねらい』に

ついて行われました。議題は、Ｅクラブについて、衛

星クラブについて、月２回例会クラブ、会員増強クラ



ブ、この４つについて、該当するクラブの報告があり

ました。当地区で月２回例会クラブは、横浜ベイＲＣ

です。会費が安くなる、会員の負担がなくなる。欠点

としては会員相互の親睦を図る時間が少なくなるの

で、これをどのようにしたら良いかというお話がありま

した。 

会員満足度調査の依頼がありましたので、理事会を

通して実施してみたいと思います。私がいたグルー

プ討議ではあまり斬新なものはありませんでしたが、

当クラブの経費節約について報告したところ、どこの

クラブもお金に苦しいこと、会員増強問題を話してい

ました。これを聞くと当クラブは良い方かと感じまし

た。 

②プログラム委員会               阿曽委員長 

  ８月３１日(木)  18：30～ 『花里』  

港南ライオンズ合同夜間例会 

９月 ６日(水)  笠原会員→坂巻会員に変更 

      １３日(水)  未定 

     ２０日(水)  民谷会員 

     ２７日(水)   18：30～スカイビル『ミクニ』  

創立記念家族例会  

 １１月 ８日(水)  休会→11/11(土)の地区大会へ 

例会変更となります 

２２日（水）  吉冨会員→上杉会員に変更 

   ５月３０日(水)  坂巻会員→細井会員に変更 

  今年は会員に卓話を担当して頂きます。外部卓話

者へお願いする場合、お礼はご自身でご負担して

頂きますようお願いします。 

③国際奉仕委員会             山野井委員長 

  今年、セブポートセンターＲＣの小池さん以下７名が

来日されますので、歓迎会を兼ねながら旅行にも参

加して頂きます。予算措置等理事会でお諮りしなが

ら対応を考えたいと思います。セブポートセンターＲ

Ｃに館林ＲＣが参加しており、是非横浜港南ＲＣとお

近づきをしたいとお話がありました。５０周年記念実

行委員会を立ち上げないといけませんが、まずは

旅行に参加したいという事なので参加について対

応したいと思います。 

◎ 『あらためて考えるスピーチの技』  

 尾形達也会員 

 

 

 

 

 

こんにちは。私は来月結婚のスピーチを頼まれまし

た。お祝いのマイクを持つのは苦手なので、スピーチに

ついて、話し方や技術、マナーなどを調べましたのでお

話させて頂きます。 

スピーチとは演説の事です。スピーチ本来の目的は、

人の心を動かし、演説する事です。 

スピーチの種類とその場面 

・説得的スピーチ（例）選挙演説、結婚式やパーティ等。 

・説明的スピーチ（いわゆる講演） 

（例）勉強会の先生、カリスマ料理研究家○○教室 

・情報提供的スピーチ 

（例）駅の構内放送、台風や地震の速報 

・娯楽的スピーチ(例)漫才 

因みに卓話はロータリー用語、いわゆるテーブルスピ

ーチです。 

スピーチの名手を調べてきました。 

アメリカ合衆国第４４代大統領バラクオバマさんの特徴

は、絶妙な間の取り方です。そして良く響く低い声とリ

ズミカルなスピーチ、『若者と年配者』『富と貧困』『黒人

と白人』など巧みな対照法の多用、そして単純なメッセ

ージの繰り返し、最後にポケットに手を入れて気さくさを

演出します。 

 衆議院議員小泉進次郎さんの特徴は、つかみに非

常に力を入れている。ゆっくりとつまらず話す。聴衆全

員への配慮。(アイコンタクトと語りかけ）徹底的な調査。

聴衆とのコミュニケーション。この二人にはたくさんの共

通点があります。 

結婚式のスピーチを決める要素として、 

『良いふるまい』＋『良い原稿』＋『良い演出』 

この中で良い原稿についてお話します。 

 良い原稿とは、美しいスピーチの構成、『Ｈ２Ｏ』の三

部構成です。 

『始めの言葉』 Hajime-no-kotoba 

お祝いの言葉、自分の自己紹介と本人

達との関係性の説明 



『ほめ言葉』  Home-kotoba 

人物紹介やたたえる言葉 

『贈る言葉』  Okuru-kotoba 

贈る言葉（はなむけ、助言）、締めの言葉 

年齢や立場・会場によって H２O の構成比を変えると良

いのです。 

① 年齢が３０代・本人と日常的なかかわりがある・レ

ストランウエディングなどカジュアルな会場に当て

はまる場合 

始め １０％ ： ほめ ８０％ ： 贈る １０％ 

内容は等身大の本人たちのエピソードを。堅苦しい

ことわざを使ったり、四字熟語の使用は避ける。  

② 年齢が４０代・自身も結婚経験が１０年以上・小～

中規模(１００人以下)に当てはまる場合 

始め １０％ ： ほめ ４５％ ： 贈る ４５％ 

具体的なほめ言葉と経験に基づく言葉を贈る。社

会的に認められる立場の人からほめられることは

本人だけでなく、その周りにも大変喜ばれる。経験

に基づくはなむけの言葉を贈るのも説得力があり、

名言やことわざを用いても違和感はない。 

③ ５０代以上・本人たちとさほど親しくない・大規模 

(１００人以上)に当てはまる場合 

始め １０％ ： ほめ ２０％ ： 贈る ７０％ 

『さすが』と言わせるはなむけの言葉を贈りたい。 

立場上かなり目上の人として、役割は華を添える、

直接言葉をかけることに意義がある。 

年齢も社会的地位も立派な方からどんな言葉を聞

けるのか、その場の全員が期待している。 

本人たちとの関係を詳しく説明するのも良い。 

豊かな人生経験に基づく『贈る言葉』を探すのが成

功へのカギです。 

失敗例として、自己紹介の話が長い。聞き終わってみ

ると自分の会社設立までの話だった。なぜか会社の紹

介から自分の仕事の解説をしていた。再婚の人に『今

度は失敗しないように』と言ってしまった。 

『来賓を代表し一言ご挨拶申し上げます』× 

『主催者を代表し…』の場合は〇  

と間違えて言ってしまった。 

『わけあり』にふれて良いかは事前に確認を。 

(例)婚活パーティで出会った、出会い系サイトが縁等。 

理想の時間は３～５分で、長さは８００字程度。 

贈る言葉選びのポイント① 

・自分の経験を基にアドバイス 

夫婦関係を上手く保つコツを実体験から述べるのが最

も自然。自分の失敗や夫婦喧嘩をきっかけに学んだこ

ととして語るとより印象に残る。 

(例)どんな時も朝は笑顔で等。  

贈る言葉選びのポイント② 

・大切なことをキャッチフレーズにして 

結婚生活のカギにならう言葉の頭文字などから、『三つ

の坂』『３つの袋』などの印象的なキャッチフレーズを作

り説明する。 

贈る言葉選びのポイント③ 

・名言、ことわざを紹介する 

結婚に関する名言、ことわざ、小説や詩などから、自分

の思いにピタッと来るものを選んで贈る。 

有名な人の言葉や作品としての知名度が高い小説や

詩などを使うと、より聞いている方の気持ちを引きつけ

ることが出来る。 

ただし、作品として優れたものなら、知名度にこだわる

必要はありません。 

名言勝手にセレクション 

① 愛は家庭から始まります。先ず家庭から始めてくだ

さい。やがて外へと愛の輪が広がっていくでしょう。 

       マザーテレサ 

② 結婚生活は長い会話である。        ニーチェ 

③ 縦の糸はあなた。横の糸は私。  中島みゆき『糸』 

・つい口にしてしまう『ＮＨＫ』には要注意 

『Ｎ』…内助の功 

家庭内にいて、夫の外での働きを助ける妻の功績とい

う意味。女性の社会進出が進んだ現在、新婦の内助の

功は思わぬ誤解を与えることがある。 

新婦が仕事を続ける場合は、内助の功をもじって『外助

の功』で応援するもの良い。 

・つい口にしてしまう『ＮＨＫ』には要注意 

                  『Ｈ』・・・いわゆる下ネタ 

下ネタが好意をもって迎えられることは絶対にない。 

話し手の品性を疑われるので注意。意外にウケていな

い。他の異性関係を連想させるような話もＮＧ。 

・つい口にしてしまう『ＮＨＫ』には要注意 

                  『Ｋ』・・・子供を早く 

女性側から歓迎されていないことが多い。当面は二人

で過ごしたい。子供第一ではないという反感も。他列席

の女性からの心象もあまり良くない。 

ふさわしい言葉づかい  



敬語の種類は５種類 

①尊敬語  相手の動作などに対して直接敬意を表す 

     （例）『召し上がる』『いらっしゃる』 

②謙譲語Ⅰ自分の動作や物事をヘリ下り、敬意を表す

（例）『拝見する』『いただく』 

③謙譲語Ⅱ自分側の行為を丁寧に話し、敬意を表す

（例）『参る』『申す』 

④丁寧語  相手に対して丁寧に述べて、敬意を表す 

     （例）『です』『ます』 

⑤美化語  物事を美化して表す敬語 

        （例）『お酒』『お料理』 

敬語の重複に注意 

『ご新郎ご新婦』→ 

『新郎新婦』は敬称なので『ご』は不要 

『お座りになって下さい』→おかけ下さい 

『お』や『ご』をつけない言葉 

外来語  『ビール』『ネクタイ』『ピアノ』など 

相手に属するものでない言葉  『紅茶』『タバコ』 

・使ってはいけない忌み言葉 

その場にふさわしくない不吉な表現。 

ただし、うっかり口にしてしまっても訂正やお詫びはせ

ず、さらっと『スルー』が大人のマナー。かえってその部

分が強調されてしまいます。 

不吉度 ★ 

再び/もう一度/何度も/繰り返し/なお/ますます 

いよいよ/わざわざ/しばしば/皆々様 

重ね重ねのお願い 等 

『一度きり』の結婚では、繰り返しや重ねの言葉は使わ

ない。 

不吉度★★ 

出る/帰る/やめる/最後/流れる/返す/断る/参る/飽き

る/冷える/戻る 等 

忌み言葉であるけれど、日常的な語なので不快度は少

ない。 

不吉度★★★★★以上 

別れる/離れる/切れる/終わる/破れる/散る/悲しむ/

負ける/弔う/無くなる/お釈迦/仏/葬式 等 

縁起の悪い言葉は明らかにＮＧ。使わないこと。忌み言

葉だけでなく、マイナスのイメージを連想させる言葉は

別の表現に言い換える。 

元の意味と全く同じでない場合もあるが、誰が聞いても

良い印象を受ける言葉遣いを心がける。 

         尊敬語         謙譲語 

会う     お会いになる     お目にかかる 

言う     おっしゃる       申し上げる 

行く     行かれる       参る・伺う 

思う     お思いになる     存ずる・存じ上げる 

書く     お書きになる     書き申し上げる 

来る     おいでになる     参る・参上する 

見る     見られる       拝読する 

食べる   召し上がる      いただく 

これらをあらためてｽﾋﾟｰﾁの参考にして頂ければと思い

ます。本日は拙い話をお聞き頂き有難うございました。 
 
◎ニコニコボックス      樋口一樹親睦委員 
北見丈治会長 

  昨日は残念ながら今シーズン４度目のサヨナラ負け

でした。夏の長期ロードも残り５試合、明日は神宮に

行くぞ！先週は４勝２敗でしたので４勝分。 

尾形達也会員 

  本日卓話担当させて頂きます。拙い話かと思います

が、よろしくお願いします。 

海野俊彦会員 

  ９月６日（水）例会は百貨店の特別ご招待日です。

招待券を配布しますので当日は必ずご持参下さい。 

  尾形会員の卓話を楽しみにしています。 

高栁良作会員 

  本日で事務所創立４周年を迎えました。今後ともよ

ろしくお願いします。 

  尾形会員の卓話を楽しみにしております。 

市川敏明会員 

  林田会員いつもおいしいものを有難うございます。 

  尾形会員の卓話期待しています。 

坂巻照代会員 

  林田さんいつも有難うございます。 

  尾形会員の卓話を楽しみにしています。 

青柳民朗会員 小後摩重正会員 瀧文博会員 

福嶋昭会員  佐々部宣宏会員 

尾形会員の卓話を楽しみにしております。 

宮下賢会員 樋口一樹会員 

  次回欠席させて頂きます。 

  尾形会員の卓話を楽しみにしております。 

西山俊雄会員 

  昨夜の９回裏、まさかの３連発。まさに勝負は下駄

を履くまで・・・ですね。異様な盛り上がりでした。 

◎次週の予定 
８月３１日(木) 18：30～『花里』 

港南ﾗｲｵﾝｽﾞ合同夜間例会 

◎会報               佐々部宣宏委員長 


