
 
 
 
 
 
 
 

第 1713 回例会 

平成 24 年７月 30 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング     「手に手つないで」 

３．ゲスト紹介 

堺話し方学院 学長 大仲 広司 様 

(ガバナー補佐・堺おおいずみ RC) 

米山記念奨学生    代 向斐 様 

４．ビジター紹介         海南 RC 中村 哲三 様 

５．出席報告 

会員総数 55 名 出席者数 38 名 

  出席率 69.09％ 前回修正出席率 78.18％ 

 

６．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

大仲先生、本日は遠くま

でお出で頂きありがとう御

座いました。大仲先生をご

紹介致します。先生は 35 歳

で脱サラし堺市にて話し方

学院を開校し院長をされて

おられます。又、堺おおい

ずみ RC に所属し、本年度の

ガバナー補佐をされておら

れます。私は数年前デンマークでの国際大会出席の際、

飛行機の中で偶然臨席し色々お話を伺いました。そん

な縁で本日当クラブにお出でいただくことになった

次第です。 

本日は｢人前での話し方｣と云う題目で卓話をして

いただきますが、日本人は概して私も含めて人前で話

すのが苦手です。 

外国の学校では子供の頃から自分の考えをまとめ

発表する訓練をしています、日本の学校では自分を表

現する教育にはあまり力を入れていませんでした。 

このため海外に出た人は議論の和の中に中々はいれ

ず、壁の花になりがちです。 

今日は大仲先生にどうすれば人前で上手にはなす

ようになるか、上手に話せるようになることによって

自信ができ、新しい人生が開けてくると云うあたりを

お聞きしたいと思います。それでは大仲先生よろしく

お願いいたします。 

７．幹事報告        幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

粉河ＲＣ 8月8日(水)→8月8日(水) 

12:30～ 紀ノ川市商工会２F会議室 

○休会のお知らせ 
和歌山ＲＣ   ８月１４日（火） 

粉河ＲＣ    ８月１５日（水） 

和歌山東南ＲＣ ８月１５日（水） 

海南ＲＣ    ８月１５日（水） 

        ８月２９日（水） 

和歌山東ＲＣ  ８月１６日（木） 

高野山ＲＣ   ８月１７日（金） 

和歌山中ＲＣ  ８月１７日（金） 

和歌山南ＲＣ  ８月１７日（金） 

○８月ロータリーレート 

１＄＝８０円 
 
８．委員会報告 
○広報・雑誌・ＩＴ委員会 委員長 宮田 敬之佑君 
 「ロータリーの友」に会員増強の記事が掲載されて

います。是非、参考にしてください。会員増強は増強

委員会だけでなく全会員が取り組む課題です。皆さん

よろしくお願いします。 

 

９．ゲスト卓話 

「人前での話し方」 

 堺話し方学院 学長   大仲 広司 様 

第 2640 地区 IM８組 ガバナー補佐 

（堺おおいずみ RC） 

 人は歳を重ねるほどに、地位

が向上する程に、人前で話さな

ければならないことが多くなり

ます。いざ出番というときには、

ビシッーと決めたいものです。

とは言っても、大勢の前で話す

となれば、思いどおり、すんな

り話せないものです。あがった

り、とちったり、話す内容が飛

んでしまったりもします。これらは誰しもよくあるこ

とです。 

では、どうすればあがらないでうまく話せるのか？ 
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・準備を徹底する 

 うまく話せない要因の大半は、準備を充分していな

かったことに起因しています。準備不足は、本番で、

もう少し準備しておけばよかったと、マイナスの暗示

がかかり失敗するケースが多いのです。 

・声を出して練習する 

 言いたいことは 2 つに短くまとめ、自分の言葉で、

声に出して何回も練習する。この声に出して練習する

ことが、スピーチを成功するにおいて、とても大切で

す。声を出すことによって、話のリズムがとれ、話が

スムーズに流れていくのです。また 声を出すことに

よって、口で憶え、耳で憶え、頭で憶えるので、くず

れません。 

・聞き手は誰かを考える 

 話は“聞かれてナンボ”と言えます。聞かれない話

は発声練習以下です。聞き手を考えないで一方的に話

したのでは、効果は期待できません。聞き手の年齢、

性別（男性か女性か）、職業、地位、理解力、どんな

話を望んでいるのか、など予め調べ、それに適確に対

処することです。そうすれば、聞き手はあなたの話に

耳を傾けることでしょう。 

・内容（中味）のいい話をする 

 話は内容です。流暢に話せるにこしたことはありま

せんが、たとえトツトツであっても、真心と熱意をこ

めて話せば伝わります。いい話は聞き手の心にひびき

ます。共感し、元気も湧いてくる筈です。また、話の

味はその人の味とも言えます。人の心打つ話をするに

は、平素から本をよく読み、人の話をよく聴き、行動

範囲を広げる。メモ魔になる。等々、自身の人間力を

磨いておくことが何より大切です。 

 

10．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1714 回例会 平成 23 年 8 月 6 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 19：00～ 

北中ガバナー公式訪問 
 

 
 
 

花田 宗弘君  大仲様、卓話、有難うございます。 
中西 秀文君  KF会ゴルフコンペで優勝しました。 
深谷 政男君  先日の花火、楽しかったです。 
重光 孝義君  娘がバスケットで優勝し、西日本大

会で広島に行くことになりました。 
三木 正博君  昨日はクラブ青少年交換委員長会議

に出席しました。感じの良い娘さん

の学生が出席していました。一度、

当会で卓話をしてもらいたいです。 
田岡 郁敏君  クラブ青少年交換委員長会議に出席

しました。三木さん、お疲れ様でし

た。後日、報告させていただきます。 
大仲 広司様  有難うございました。 
(ゲスト・ガバナー補佐) 

 
 
 
 
 

未来の夢試験段階で 

寄せられた意見を基に 
来年7月から新し

い補助金モデルが

全世界に導入され

ますが、現在までに

試験地区から寄せ

られた意見を基に、

いくつかの変更が

加えられることに

なりました。これら

の変更は、今後数カ

月間に導入される

予定です。 

1.オンラインシス

テムがさらに使

いやすく地区の

参加資格認定と

補助金申請のためのオンラインシステムが改善さ

れます。 

2.申請プロセスがシンプルにグローバル補助金の申

請がこれまでよりもシンプルになります。グローバ

ル補助金の条件に関するわかりやすい説明や参考

資料のリストが、オンライン申請時に参照できます。 

3.分かりやすい指針文書の作成、グローバル補助金の

重点分野と持続可能性の要件を満たす上で参考と

なる指針が作成されます。 

4.二つの重点分野の基準を拡大「基本的教育と識字率

向上」に中等教育が含まれるほか、「疾病予防と治

療」に非伝染性の疾病の予防と保健の推進が含まれ

ます。さらに、すべての重点分野において、一定の

種類のインフラ構築プロジェクトが認められます。 

5.語学試験の結果が不要にグローバル補助金の奨学

生が語学試験の結果を提出する義務がなくなりま

す。 

6.職業研修チームの編成への変更はチームの最低人

数が 3名となり、財団の承認があればロータリアン

でない人もチームリーダーとなることができます。 

7.旅費：グローバル補助金プロジェクトを実施するた

めの海外渡航費用に補助金が利用できます。 

8.新地区補助金の臨時費は新地区補助金の使用計画

のうち、20％までを臨時費に充てることができます。 

9.パッケージ・グラントの予算の下限はこれまでの

50,000 ドルから、20,000 ドルに下がります。 

10.財団資金管理小委員会は財団の補助金資金の慎重

な管理を行うため、地区に財団資金管理小委員会が

追加されます。 
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