第１７例会記録(通算第 254５回)
平成 24（2012）年１１月１９日
鶴嶋厚子さま、コーチングについての卓話ありがとうございました！

斉唱 国歌 君が代
ロータリーソング 「我等の生業」

来訪者紹介
社会保険労務士 鶴嶋厚子様
熊本南 RAC 金森雄気君

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4..外部卓話 出田秀尚様
（出田眼科院長）

１１/２９ プログラム委員会 IM
１２/３ 南 RC 家族会
１２/１７ 職場訪問＠九州クラフト

熊本南 RAC 松崎航君

会長報告（浅山弘康君）
会長報告です。先週（12 日）の例会の後、定例理事会を
開催いたしました。その報告を申し上げます。

ークラブとして、台北大同ロータリークラブを紹介することと
いたしました。なお、熊本南ロータリークラブとしては、正式
に参加するということではなく、クラブとして、協力していく

１、 阿蘇白水郷美術館館長松藤陽子さんからの依頼で、
南阿蘇村神楽交流団が 11/21 から台湾台北実践大

ことと致しました。
以上、会長報告です。

学で開催されます「岩戸台北公演と作品展」への助成
の件ですが、ポスター協賛名掲載等で姉妹クラブ委
員会から 5 万円＋スマイル委員会から 5 万円を助成す

幹事報告（漆島典和君）

ることといたしました。なお、台北公演にあわせて、古

１．米山記念奨学会より

財副幹事が台北を訪問、台北大同ロータリークラブに

ハイライトよねやまの送付

挨拶、観劇の依頼を伝えてもらう予定となっておりま
す。
定例理事会報告（11/12）
２、 堀川会員を通して、来年 1/24～27 まで台湾へチャー

1. 南阿蘇村神楽交流団助成については会長一任

ター便がくまもと阿蘇空港から運行され、台北市で台

2. 台北での県等主催による経済団体交流レセプションに

湾経済団体とのレセプションが開催されますが、台湾

台北大同RCを紹介

側出席者の紹介の依頼がありました。熊本南ロータリ

例会変更のお知らせ

宜しくお願いします。私は眼鏡店を営んでいますが、ただ眼

○西稜ＲＣ～家族会の為時間変更

鏡を所有する豊かさだけでなく、瞳の健康や快適さと言った

[日

時] １２月１０日（月）１８：３０～

心の豊かさを所有していただきたいと考えております。似合う

[場

所] ホテル日航熊本

と周りの方に褒められ、ご本人に笑顔になって頂けるのも大
切なことです。

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会

眼鏡には必ずレンズがついています。レンズを通過し瞳

[日

時] １２月３１日（月）１８：３０～

孔を通って映像としてみています。光は口から入る食べ物と

[場

所] ホテル日航熊本

同じ、体内に入る大切なものとして考えています。最近中国
製のフレームやレンズを販売する眼鏡店が増えてきておりま

○平成ＲＣ～時間変更

して、価格が下がるのは悪くないと思うのですが、技術や知

[変更前] １１月２１日（水）１８：３０～

識や倫理観も下がっているのが残念でなりません。清潔な光

[変更後] １１月２１日（水）１２：３０～

を瞳へ届けて、気持ちよく楽になって頂く、レンズ品質や度

[場

数にて優しく感じて頂ける眼鏡を作っていきたいです。

所] ニュースカイ

豊かさにつながる眼鏡を作りたい。その理由からまだまだ
○平成ＲＣ～歓迎会の為時間・場所変更

日常会話程度のレベルですが、目で会話する手話も覚えま

[変更前] １１月２８日（水）１２：３０～

した。熊本南ロータリークラブでの活動同様これからも精進し

[変更後] １１月２８日（水）１９：００～

てまいりたいと思います。ありがとうございました。

[場

所] 城見櫓

○平成ＲＣ～家族会の為時間変更

委員会報告

[変更前] １２月２０日（水）１２：３０～
[変更後] １２月２０日（水）１８：３０～
[場

●親睦活動委員会（三角雄介君）

所] 八代ホワイトパレス

１２/３ 家族会 家族対抗歌合戦のご案内
参加者受付中
１/１５ 新年会の予定

出席報告（現王園敏伸君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６２名

４０名

67.80％

８２．４６％

●職業奉仕委員会（後藤 博君）
職場訪問のご案内
日時：１２/１７日（月）
１４：００集合（ホテル日航熊本１Fロビー）

出席規定適用免除者
名誉会員

８名

欠席記録免除者 0名

場所：㈱九州クラフト工業

０名（会員数には含まれません）

スマイルボックス（坂本研一君）

新入会員自己紹介(2回目)

○浅山弘康君・漆島典和君・古財良一君

氏名：藤見泰之君

本日の卓話者、鶴島厚子様に心から感謝いたします。卓

生年月日：昭和４５年２月１日 （４２歳）

話楽しみにしております。当クラブの訪問者ローターアクト

勤務先：フジミオプティカル代表

の金森様、松崎様を歓迎致します。

職業分類：眼鏡販売
趣味：仕事

○野口泰則君

推薦者：倉崎保広君・工藤青史君

鶴島先生の卓話を心より歓迎します。鶴島先生はコーチ
ングの私の師匠です。今日は一般的なお話でしょうがプロ

こんにちは。伝統と歴史ある熊本南ロータリークラブへ入

用になりますとすごい方です。ワインで言うとシニアソムリ

会出来大変嬉しく思っています。ありがとうございます。前回

エみたいな方です。卓話を楽しみにしています。

11 月 12 日付で入会致しました藤見泰之と申します、どうぞ
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○馬場大介君

「組織でのコーチングの活用法」

本日卓話いただける鶴島様を歓迎致します。鶴島様には

社会保険労務士 鶴嶋厚子様

弊社の痛いところ全部お世話になっています。これからも
微妙な判断をよしなによろしくお願いします。
○堀川貴史君
熊本南ローターアクトクラブ金森会員、松崎会員の御来訪
を歓迎致します。
○瀬尾広夫君 Ⅱ
去る 11 月 14 日、弊社 NTT ドコモ熊本支店主催の「お客
様感謝の集い」をこちらホテル日航熊本にて開催させて
頂きましたところ、お陰様を持ちまして多数のお客様にお
こんにちは、社会保険労務士の鶴嶋厚子と申します。

越しいただくことが出来ました。我がクラブからも会員やご

社会保険労務士事務所を開業して１６年、コーチになって

家族の皆様に多数ご出席いただき本当にありがとうござい

１０年、「人」に関する仕事に特化して参りました。その中で、

ました。なお本日は所用のため早退致します。

会話することが、これほどまでに人の可能性を引き出し、成
長させていくのかということを実感しております。

○倉崎保広君・山内昭徳君・後藤 博君・坂本研一君・渕田

本日は、組織の中のコーチングの活用法について、お話し

俊郎君 Ⅳ

いたします。

NTT ドコモの瀬尾支店長にお呼ばれ致しまして、林家正
蔵氏の公演懇親会に伺いました。夕方の一番眠くなる時

コーチングは、アメリカで９０年代に確立された能力開発の

間帯でしたが、さすが噺家。誰ひとりうとうとされた方はい

手法です、コーチは教えるのではなく、「なぜその仕事は必

らっしゃいませんでした。大変楽しい時間を過ごさせて頂

要なのか」「その仕事を達成することで何が手に入るのか」

きました。感謝のスマイルです。

「経営者の役割は何なのか」などと、質問を投げかけることで
本人に課題に気づいてもらうことを大事にしています。
実際にコーチングを導入した企業では、

○園田修司君 Ⅱ
今月 25 日専門７士業合同の無料相談会を開催致します。

「部の課題が共有できて、同じ方向を見て仕事ができるよう

浅山会長にお話ししたところ、RKK ラジオでアピールする

になった。」

機会を頂けました。私のような若輩者にも対応していただ

「部下の目標を共有することでサポートしやすくなった」

いた浅山会長と、この熊本南 RC に感謝しスマイル致しま

「部下とのズレが明確になった。」等の声が聞かれます。
多摩大学大学院の田坂広志教授は、

す。

「今は、答があまりよく分からない時代です。答のない問いを
問うというのは、われわれを成熟させていく。」とおっしゃって

○星野誠之君 Ⅱ
長らくお休みをいただき、誠に申し訳ございませんでし

います。１０年のコーチングを通して正にその通りだと感じま

た。

す。
会話は無限の可能性を持っているという哲学のもと、これ
からも、コーチングを伝え続けていきます。

○平尾 豊幸君

本日は、このような貴重な機会をいただき、熊本南ロータリ

先週の欠席と R 情報委員会 IM の欠席のお詫びのスマイ

ークラブの皆さまに心より感謝申し上げます。本当にありがと

ルです。

うございました。

プロフィール
熊本県警察本部にて勤務後、１９９６年社会保険労務士事
務所を開業。
開業以来、「人」に関するプロフェッショナルとして活動して
いる。
外部卓話（玉田光識君）
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２００３年より、コーチングを学び始め、２００８年日本最高位

【例会予定】

「日本プロコーチ認定評議会マスターコーチ」となる。現在、

12/10 ロータリー財団ＤＶＤ放映（川越会員）

ICF 国際コーチ連盟資格に挑戦中！！

12/17 外部卓話 村上睦子様
（熊本市動物愛護センター長）

企業が働く人にも経営者にとってもよりよい環境であることを

12/24 休会

切に願っている。

12/31 休会

そのためにも、変化の激しい時代だからこそ、社会保険労務
士の専門知識を活用していただきたいと考えている。現在、

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】

社会保険労務士として『企業のしくみづくりのサポート』を、コ
ーチとして『企業の笑顔づくりのサポート』を実践中。

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）
日時：１２月３日（月）１９：００～

頑張っている人を応援するのが大好きで、人を惜しみなくサポ

場所：ホテル日航熊本５F

ートできる今の仕事を天職と感じている。

内容： RC 家族会

起業１６年、社労士・コーチとして多忙な中、小４の息子の母
○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）
日時：１２月５日(水) １６：００～

親として１人３役をこなす。趣味は子育てと断言するくらい１
人息子と過ごす時間が大好きである。

場所：国府高校「大会議室」
外見に反して内面は相当「肥後の猛婦」。

内容：未定

■私の大事にしていること

徒の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。

ただし、学校の都合上(他団体が施設を使用する場合や生

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です

あなたの幸せ＝私の幸せ＝みんなの幸せをモットーに、生き
ています。
そのために、私の持っている力を最大限駆使し、提供し、そ
して共に成長したいと考えています。
■資格
特定社会保険労務士
日本プロコーチ認定評議会マスターコーチ
USA インスケープ社 DiSC インストラクター
日本マンパワー認定人事コンサルタント
【連絡先】
熊本市南区田迎 5-7-6 エルソシオビル（〒862-0962）
鶴嶋社会保険労務士事務所
(有)ポラリス・フォーシーズン
電話 096-214-4255/FAX096-214-4256
ホームページ：http://www.smile-sr.com
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