
創 立 

承 認 

会 長 

幹 事 

1995 年3 月 9 日 

1995 年3 月28 日 

長谷川龍伸 

松尾雄二郎 

 

 
 

      

長谷川龍伸 会長  年度テーマ 

＝ロータリーの誇りを胸に、前進しよう＝ 
 

例会場 名古屋クレストンホテル TEL 052-264-8000 

例会日時 木曜日 12：30 

クラブ会報広報委員長 大岩とよみ 

2011-12 年度R.I.会長 

カルヤン・バネルジー 

事務局 名古屋市中区栄3-29-1 

名古屋クレストンホテル 1007 号 

TEL  052-263-1324 

FAX  052-263-0730 

Mail rc.nagoya-marunouchi@waltz.ocn.ne.jp 

HPhttp://www.nagoya-marunouchi-rc.org/ 

 

 

第８０９回 例会Ｎｏ．３９ 平成 ２４年 ５月１０日（木） 晴 

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸ゙  「君が代」「奉仕の理想」 

■ 出席報告 会員４７名中３１名出席 

■ 出席率 

■ 修正出席率 

■ スピーカー 

６８.８９％  出席計算人数 ４５名 

４月２６日  休会 

松尾雄二郎さん 

 

会長挨拶                          長谷川龍伸 

 皆さん、こんにちわ。 

 休会がありましたので、３週間振りの例会となりまし

た。 

 ゴールデンウィークは、皆さんどう過ごされましたでし

ょうか。リッチに海外旅行という方もいらしたと思います。 

 私は、暦どおりですと７日休みがあったうちの、３日事

務所で仕事をし、２日ゴルフ、１日魚釣り、１日庭仕事、と

いう過ごし方でした。 

 魚釣りというのは、矢作川の上流の名倉川という川に、

家族で渓流釣りに行ったものです。息子はもっぱらバス

釣りに凝っているのですが、私は学生時代に渓流釣りを

やっていたこともあり、「お父さんが渓流釣りを教えてや

る」ということで、出かけました。 

 釣果は、イワナ１匹にアマゴ２匹で、やや淋しい結果で

したが、適当に行き当たりばったりでの釣りにしてはま

あまあかなとも思います。 

 特に、息子が釣ったアマゴは体長が２０㎝あり、これだ

けは家に持ち帰って塩焼きにして食べました。 

 

 庭仕事というのは、まず小さな花壇を作りました。近く

のホームセンターに行って、木の箱、ブロック、腐葉土、

そしてサフィニアの苗を買ってきまして、家の玄関の横

に小さな花壇を作りました。これから夏にかけて花が咲

くのが楽しみです。 

 それから、庭の芝刈りをしました。久しぶりに庭の隅々

まで見ましたら、植えておいたスズランやミヤマオダマ

キが新しい芽を出していることを発見して、うれしい気持

ちになりました。 

 スズランは、昨年、実家から一株もらってきて、植えて

おいたものです。ミヤマオダマキは山野草の一種で、お

店で買ってきたものですが、花が落ちてから地植えをし

ておいたものです。 

 どちらも、まだ花が咲くところまで行きませんが、これ

から何年か経ってウチの庭が気に入ってくれれば、花が

咲くかもしれません。 

 立夏を過ぎ、これから爽やかな初夏の季節に入ります。

自然を楽しみながら過ごしていきたいと思います。 

 

５月の祝福 
誕生日 結婚記念日 

1 日 河原さん  

3 日 林昌義さんご夫人  

4 日 林博樹さん  

5 日 丘さんご夫人  

10 日 北原さんご夫人  

11 日 松尾さん  

17 日 小菅さんご夫人  

19 日 磯部さんご夫人  

25 日  西垣さん 

30 日 西垣さんご夫君  

 

ニコＢＯＸ 
●本日は松尾雄二郎さんより、ブレインストーミングとオ

ーシャン戦略についてお話いただきます。松尾幹事、どう

ぞ宜しくお願い致します。   長谷川会長、安江、金子、

岩田、後藤、柴田孝一、池井戸、二俣、若原、加藤久明、

堀江、川原、加藤満男、永井、水野、藤田、成田、藤野、

西川、亀井、森田、高山、中嶋、立石（敬称略） 

松尾幹事 本日卓話をさせていただきます。宜しくお願い

します。 

岡田さん ゴールデンウィークはつりとヨットでした。混雑

がなくて楽でした。 

田島さん 連休に青森の弘前城の桜を見てきました。雨

でしたがお堀一面がピンクに染まる「花いかだ」には驚き

ました。 

小菅さん ゴールデンウィークにどこにも行けませんでし

た。残念。 

北原さん 休みばかりで本当にすみません。 

●春のニコニコ健康感謝 Day   

後藤、松尾、岡田、安江（敬称略） 

本日合計 ７５，０００円 

 

卓 話 

「ブレインストーミングとオーシャン戦略」 

＝経営・会議の進め方のご参考に＝ 

松尾雄二郎 



●ブレインストーミング 

会議の在り方の一つ 

トップダウン ⇔ ボトムアップ 

・（取りあえずのルール）前もって議題は決めておく 

 ・7 人程度（10 人くらいまで）上司は進行役をしない 

 ・時間を決める 

 ・立って行う 

 ・全員がペンを持つ 

 ・他人を（自分を含め）批評しない 

 ・Yes,and（アイデアを結合して発展させる） 

  （結論を出さない）（量を重視する） 

●ブルーオーシャン戦略（レッドオーシャンに比較しての） 

 （『日本のブルーオーシャン戦略 池上重輔 著』が 

わかりやすいです。） 

 レッドオーシャン：血みどろの価格競争 

↓      （牛丼・携帯・ビール etc） 

 ブルーオーシャン：競争の無い市場空間を生み出し、

競争を無力化する 

○具体的な方法はどういう事かというと 

 ティッピング・ポイント・リーダーシップ 

 （認識・経営資源・士気・社内政治<既得権や抵抗勢力> 

  4 つのハードル 

 フェアプロセス 

 （関与engagement 説明explanation  

明快な期待Clarity of  expectation） 

 バリューイノベーション 

 （マイケルポーター VS W チャン・キム） 

 バリューとコストのトレードオフを打ち破る考え方 

 バリュープロポーション 
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カルヤン・バネルジー ＲＩ会長メッセージ  

（ROTARY JAPAN WEBより抜粋） 

「ロータリアン行動グループ」 

ロータリーの兄弟･姉妹の皆さん、 

 私たちが会員増強に関して話をする時、ロータリークラブへ新

会員を迎えるということは私たちの仕事の始まりにすぎないこ

とを誰もがよく理解しています。新しいクラブ会員を献身的なロ

ータリアンに変えるためにはより多くのことが必要です。そして、

その第一歩は新会員の参加意識を高めるよう手助けすること

です。 

クラブでの役割を持つ 

 すべてのロータリークラブに所属するすべてのロータリアン

は、おのおのが単に必要とされているだけではなく、頼りにさ

れている、ということを知るべきです。一人ひとりのロータリアン

が、クラブでの役割を持つべきです。結局のところ、私たちはな

ぜロータリーにいるのでしょうか。私たちは良い方向に変化を

もたらすためにここにいるのです。 

 そうです。私たちは、ロータリーの奉仕を楽しんでいます。し

かし、私たちは、それだけの理由で、いつもいつもロータリーを

優先させることはできません。 

 自分たちが影響を与えることができる、生活を改善することが

できる、という認識を持つことは、他の仕事よりロータリーの活

動を優先させることにつながります。他人を助ける新しい方法

を見つけること、そして、私たちができる限りすべての良い変化

をもたらすために――どんなに長くロータリーに在籍していよう

とも、私たちすべてが、常にロータリアンとして成長するように

努めなければいけない理由がここにあります。このためにも、

それ以外のためにも、ロータリーの奉仕を価値あるものにする

のです。 

クラブや地区の枠を超えた活動 

 新会員であっても、古い会員であっても、私たちはクラブレベ

ルや地区レベル、さらにはそれらの枠を超えたところで、ロータ

リーの奉仕活動により深く関わる方法を見いだすことができま

す。「ロータリアン行動グループ（Rotarian Action Groups）」は、

共通の目的のために、世界中のいろいろな地域から集まった

ロータリアンが一緒に活動をするという方法で、仕事上の専門

知識や活動への興味を注ぎ込む絶好の機会です。皆さんの情

熱の対象が「飲み水」「公衆衛生」「マイクロクレジット」「失明防

止」だとしても、「歯科技術」としての専門性を生かしたボランテ

ィアや「輸血の仕組みを組織化する」の手伝いであっても、それ

らの機会を生かせるのが「ロータリアン行動グループ」です。も

し、自分が希望するものがない時は、それを皆さんご自身が結

成してみてはいかがでしょう。「ロータリアン行動グループ」に

つ い て は 、 国 際 ロ ー タ リ ー の ウ エ ブ サ イ ト

www.rotary.org/actiongroups で、より詳しく知ることができます。 

奉仕活動は個人が決める 

 ロータリーは、クラブを基礎としてきた組織です。国際ロータリ

ーの目的は各クラブに指揮、命令するためのものではありませ

ん。クラブをつなぎ、情報を伝え、支援するための存在です。そ

れぞれのクラブやそれぞれのロータリアンが、どこで、どのよう

な奉仕活動を選択するかは、結局のところ、自分たちが決定す

ることです。ですから、皆さん、ご自身の意図やビジョンに従っ

てください。あなたの目を世界でのチャレンジに向けて見開き、

ロータリーで身に付けた強みを使ってください。「こころの中を

見つめよう 博愛を広げるために」を実践することで、私たちそ

れぞれは大きな可能性を秘めているのです。 

 

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

◎５月１７日（木） 第８１０回例会変更 親睦夜間例会

◎５月 ２４日（木） 第８１２回例会    会員卓話予定 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

自分が出来

るサービス 

他社が出来るサービス 

顧客が望んでいるサービス 

長年の経験でここを一

生懸命やって努力して

いると勘違いする。 

人に任せる時は注意 

ここに焦点を合わせていないと

全てのサービスを求められて振

り回される 

ここをブレインストーミングで実行

させれば組織は成長する。 


