《 ウッディレポート ３５ 》 １／６

ウッディチキン／静 岡 例 会
『例会レポート３５』
日
会

程 ：
場 ：

参 加 者 数 ：
講演会内容 ：

親睦二次会 ：

２００８年７月９日（水）

ホテルセンチュリー静岡
〒422-8575 静岡県静岡市駿河区南町 18-1
Tel．054-284-0111
ホームページ http://www.centuryshizuoka.co.jp/
講習会＝約２２０名、親睦会＝約２００名
ＰＭ７：００〜９：００
・ウッディチキン静岡支部代表 山内淳氏挨拶
・ウッディチキン代表 伊藤豊氏講話
・ウッディ静岡寺子屋大賞（２サロン発表＆表彰）
・読書のすすめ「清水克衛氏」講演
ＰＭ９：２０〜１１：００ 同ホテルにて

レポート作 成
ウッディチキン総事務局
谷口
http://woodychicken.com

隆
info@woodychicken.com
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＜実行委員会＞

＜受付＞

＜書籍販売＞

＜ 開会挨拶 ＞
●司会進行
・本日の進行役は、アジルの内野辰男氏。
・本日は、山内静岡支部代表の挨拶の後、伊藤先生のお話、続いて読書行動感想弁論
大会で選抜された２サロンの優秀作品を紹介します。
・その後、本日のメインの講演を読書普及協会の清水克衛氏にして頂きます。
・ではまず、伊藤先生からお願いします。

＜ 山内静岡支部代表挨拶 ＞
●来年の日程
・
「まず人を喜ばせよう」ということで、読書行動感想弁論大会を開催し、優秀２作品
を選ばせてもらいました。
・私も周囲の方からいろいろとアドバイスを頂くことも多くあります。
・読書は自分を高めるには必要なものです。
・ウッディチキンはそんなことを教えて頂ける仲間として活動しています。
・今日はよろしくお願いします。

＜ 伊藤代表講和 ＞
●ブログのお話から
・自分のブログには、いろいろな話題を掲載しています。
・断食のお話も書きました。
・１１日間の断食の日々の様子を毎日報告しました。
・今年は２１日間に挑戦する予定です。
・それもドキュメントとして報告したいと思っています。

●来年の日程
・本日の実行委員会の席上で、来年度の定例会開催日程を決定しました。
・詳しくは、ホームページや事務局から報告します。

●ＮＰＯ法人スタート
・このウッディチキンは６月１日からＮＰＯ法人としてスタートしました。
・会の活動状況については、ホームページを見てください。
・過去の例会写真やレポートもアップしてあります。

●寄付
・ウッディチキンでは、会員サロン様や、例会での募金を集めると、年間で２００万円ほどの寄付をしています。
・アジアチャイルトサポートの池間さんのお話では、その寄付で今までに５３本の井戸が出来たそうです。
・先日大きなサイクロンで被害にあった地域では、井戸は１段高く作ってあるので被害を免れ、住民の皆さんのお役
に立っているそうです。

●心と行動
・まず家庭をしっかりすることです。それが土台です。
・次の項目がポイントです。
・職業と表情・・・駐車禁止を取り締まる人は目が鋭い。
ゴミを拾う人の目は優しい。
・損得勘定が強い人の行動「出し抜く」
・思いと表情・・・ちょい悪は一瞬表情に出る。
・言葉でごまかせても、心は行動に出る
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・尊敬について
・尊敬されるかどうかは他人からの賞賛。尊敬されるには、尊敬される生き方をする以外にありません。

●人生は

・ウッディチキンはこれから１０年先〜２０年先〜３０年先を創って行ける想いの純粋性が大切。
・ウッディチキンは「心を磨く団体」です。
・ありがとうございます。

【 ウッディ静岡／寺子屋大賞 】
（２サロン発表＆表彰）
●今回のテーマ本
・清水克衛さんの「まず、人を喜ばせてみよう」を読んで行動したことを発表します。

●ＡｎｄＡ ｎａｍｉ ケアリスト 藤沼成美さんの発表
・自分は、転居が原因で家を飛び出し、辛い目にあいました。
・実家に帰り、託児所勤めをして子どもを見て反省しました。
・両親のありがたさがわかりました。
・両親からの手紙で、家族のありがたさがわかりました。
・この店に勤めて３年目の今、リラクゼーションサロンでケアリストとして働いています。
・出会いに感謝します。
・母からのメールで距離が縮まりました。（そのメールを読みあげ）。

藤沢さん

進士さん

●ａｓｉｌｅ 進士佳名子さんの発表
・アイシャドーをしてあげたら喜んで頂けました。
・そして会話が弾むようになりました。
・友人に会い、朝の挨拶を笑顔でしたら、メールで喜びを伝えてくれました。
・これからも喜んで頂くために、笑顔でやって行きたいと思います。

●総評
・久保先生、大野先生より
・素晴らしい体験談をありがとうございました。感動でした。
・本からは学ぶことが多くあります。
・これからも、どんどん勉強してください。

●伊藤代表より表彰
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し み ず

かつよし

【 読書のすすめ 清水克衛氏 講演 】
●プロフィール
・書店「読書のすすめ」代表。サラリーマン生活の後、本当に面白い本を
売りたいという想いから１９９５年に書店「読書のすすめ」をオープン。
・読んで役に立ち、読者に影響を与える本を売ることをモットーに営業し
ている。
・ＮＰＯ法人読書普及協会理事長。

●本の読み方
・本との出会いで人は成長します。
・本を自分で選ぶと偏ってしまいます。
・なるべく、人に勧められた本を読むようにすれば学びが多く、
視野が広がり、良い出会いが生まれます。

●アクセルとブレーキ
・人間の感情は逆になっています
・だから、怒る時は笑う、笑う時には怒るほうが良いのです。
・だから感情を逆にすると上手く行きます。
・神様は、アクセルとブレーキを逆に取り付けていると思います。
・お店などに行って粗探しをしないこと。そんなことばっかりし
ていると面白くもなんともない。人は人の喜ばせ方があります。

●ウェッジ
・新幹線のグリーンに置いている雑誌「ウェッジ」に自分の記事が掲載されています。
・稼ぎ３割、仕事７割が商売繁盛のコツです。（稼ぎ＝儲け、仕事＝付加価値サービス）
・仕事７割をもっとすることが大切です。まず人を喜ばせることです。。

・勝ち組、負け組と言う言葉は、勝っている人が押し付けているルールに過ぎません。
・日本全国でハリーポッターを置いていない本屋さんは私のところくらいなものでしょう。

●冤罪体験の話
・あるつぶれそうになった本屋さんが、冤罪（えんざい）の死刑囚の映画を見て人生観が変わりました。
・冤罪＝罪がないのに疑われたり罰を受けたりすること。無実の罪。ぬれぎぬ。
・そのことを知ったある新聞社の男が、自分も冤罪の実体験をしたいと思い、刑務所に入らせてもらいました。
・その男の番号は５番でした。
・しかし、服を洗濯に出したら５番と１５番が入れ替わって返ってきました。（実はわざと仕組んだのですが）
・その男は番号互いを主張しましたが受け入れてもらえませんでした。
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・そうして、その人は黒頭巾をかぶせられ、電気椅子に座らされました。
・そこで種明かしと言うところでしたが、その男はすでに舌を噛み切って死んでいました。
・この話は、「お前だ、お前だ」と言われたら、その気になってしまうということなのです。
・勝ち組、負け組と決め付けるとそうなってしまう。そういう洗脳から解き放たれることが大切です。

●植松努さんの話
・北海道のロケット製作の人です。
・絶対無理だと言われたがやり遂げています。
・立地や条件ではないのです。

●金魚すくいの話
・書籍「テキヤ一家のおばあちゃんに学んだ１０の教え」より。
・テキヤは外国ではジプシーといわれている人で、ヤクザではありません。
・テキヤには聖書（経典）があります。何千年も続いていて、これは世の中に出てきていません。これが出てくると
世の中から自殺者がいなくなるといわれています。
・その中に、金魚すくいの話があります。
・金魚を売るのに、金魚をすくうという楽しみを提供しながら、人をよろこばせながら買ってもらうということを考
えた知恵です。

●冷水効果
・私の書店は、本屋なのに冷蔵庫があり、ビールがあります。
・夏場、冷えた室内で冷水を渡すより、店から出られて３０秒後に走って追いか
けて、「お客様、暑いのでこれ飲んでください」という方が効果的でしょう。

●一流・二流
・松永安左ヱ門著「人間福沢諭吉」より
・明治時代は一流な人、二流な人、江戸時代は粋（いき）な人、ヤボな人と言いま
した。
・一流はまず相手を喜ばせる人です。二流はまず自分を喜ばせる人です。

●渋沢栄一
・書籍「論語と算盤」より
・マカオはイギリスの植民地で、ココアを栽培していて、多く取れるようになり
儲かってきました。
・イギリスはマカオが独立しようとするのを察知して、ココアを買い占めたのです。
・そしてマカオが独立した瞬間に世界中にココアをばらまきました。そのせいもあ
ってマカオはいまだに貧しい国です。
・イギリスは商売に対してそういうところなのです。
・外国で学んだことを明治政府に役立てろと言われましたが、渋沢はガンとして断
わりました。
・なぜなら、文明開化をして、外国のような商人になったらどうするのかと言って
論語と算盤をもって日本的商売を堅持することを主張しました。

●禅／公案
・師匠が言う「１００ｍ先のろうそくを消してみろ！」と言います。
・すぐ答えなければならなりません。
・いろいろ考えますよね。
・模範解答としては、「フッー」と吹く動作をすることです。
・これ以外の答えをしたら師匠から「お前の生き様はそんなものか！」と言われます。
・皆さん、今自分が考えた方法が、あなたの生き様です。

●西田文郎先生
・「あやつり録」
・まず、自分の気持を操る。そうすると人を操れる様になる。
・自分の機嫌は自分で取る。
・７月末くらいに、西田文郎先生と清水の対談ＤＶＤが出ますので、是非聞いて
みて下さい。
・徹底的にプラス発想になる考え方を教えて頂けます。
・私も前向きにしていることがあります。
・それは、駐車場は前向きに止めます。（笑）
・今日は、ありがとうございました。

《 ウッディレポート ３５ 》 ６／６

●各種本の紹介

ありがとうございました。
●本年度（２００８年度）の定例会日程
・ ８月２２〜２４日
・ ９月 ５日
・１０月１０日
・１１月 ７日
・１２月

福井サマーカレッジ
三重
東京（総会）
沖縄
なし

来年度（平成２１年、２００９年度）
定例会開催日程 決定！！
１月
２月 ４日（水）
３月１１日（水）
４月 ８日（水）
５月１３日（水）
６月１０日（水）
７月 ８日（水）
８月２６〜２８日（水〜金）
９月 ９日（水）
１０月 ７日（水）
１１月１１日（水）
１２月
日（水）

＜なし＞
関西
広島
高知
中部
北海道
静岡
サマーカレッジ
三重
東京
沖縄
＜なし＞

１１月 ３日（火）
「未来をきりひらくために。№２」

もっともっと、ソウルメイトの絆を深めていきましょう！

