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　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子

皆様今晩は
昨日から一気に寒くなりました。桜の開花も
少し足踏みしているのではないでしょうか？
　
本日のお客様、4月にお世話になります、熊本
水前寺公園ＲＣの「徳光涼子様」、本日の卓
話のゲスト「上杉佳子様」楽しみに致してお
ります。阪上会員のご紹介「橋本有輝様」ご
入会心待ちに致しております。どうぞ、ごゆ
っくりお過ごし下さいませ。

1）皆様は「人生は言葉の通りになる」と言う
ことをお聞きになられたことがあると思いま
すが、私も「言う」と「話す」の違いを学ん
だことが有ります。
＊「言う」は、「寝言を言う」、「一人言を
言う」と言うように、相手が無い時に。
「話す」は、相手があり、お互いが少し気を
使い合いながら上手くコミュニケーションを
とることです。頃は相手のことは考えずに、
自分のことだけを一方的に「言う」人が増え
ているようです。

＊皆様こちらをご覧下さいませ。もう一つ
「吐く」と言う文字が有ります。分解すると
「口」と「プラス」と「マイナス」になりま
す。不思議なことに「マイナス」を取ると
「叶う」になります。
ある人は「人生は色々あるけれど、素敵だな

～」「あれもこれも良いな～」。反対に「人
生ろくなこと無い。面白くない」等々、普段
自分の口から出した言葉の通りのことが叶う
から不思議です。

2）「高齢社会について考える」パンフレット
配布は進んでいますか？

3）今夜も4月1日移動例会と、4月4日（土）三
クラブ合同例会の件につき、栗田幹事より報
告があります。

4）先週の卓話は林田会員。お疲れ様でした。
母君様のお具合、その後如何でしょうか？　
どうぞお大事になさって下さいませ。
今夜は大門会員。「上杉佳子様」のスピーチ
楽しみに致しております。
5）次週は野木会員の「伊和志津神社」にての
移動例会、桜も見ごろとなるようです。楽し
みに致しましょう。

■卓話
　　　　　　　　　　大門　美智子　会員
　ゲストスピーカ上杉佳子様のお話です。
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「新米店長でも、赤字から黒字に変わる店舗
を育てた３つの秘訣」

<自己紹介>
マクドナルドでの経験を生かし、現在チーム
ビルディングや人材育成、リーダーシップな
どの研修、コンサルティングをやっていま
す。

新任店長時代
　なぜ？この店は売れないの？
店舗開発部が開拓した店舗、予算売上1200万
のお店がオープンして6ヶ月たっても680万し
か売れなていない。そのお店に新米の私は、
店長にタイトルアップして異動になりまし
た。
なぜ、この店は売れないんだろう？その要因
は何なんだろう？そう思い異動して3か月、だ
んだん原因がつかめてきました。ある原因が
浮かび上がってきました。飲食店としての致
命傷。「おいしくないんだ！！」ってことに
気が付きました。半径2キロ以内に4店舗ある
自社内競合の物件。お客様はマクドナルドの
最高のサービスと味を知っていて、当然私の
お店にはわざわざ足を運ぶことは無かった訳
です。
マニュアル通りにつくっているのに美味しく
ない。それは、なぜか！
働いている従業員（アルバイト）が基準も、
何のために働くかも、お客様を喜ばせる為に
食べ物をつくっていると言うことも、教えて
もらっていないことが判ったのです。

3ヶ月の苦闘の末　出した答えを実践
①高校生でもわかる言葉で伝える
高校生でもわかる言葉で目標やビジョンを創
りました。「1200万円の売り上げ達成しよ
う」より「1時間で何人、30分で何個、1分で
何個つくる」「最高のサービス・最高のクオ
リティで」より「おいしいって言わせよう」
「ありがとうってお客様に言ってもらおう」
など高校生でもわかる言葉に変えました。
その上で、「あなたが出来ることは何です
か？」アルバイト全員の答えを聴き、それを
実践してもらうようにしました。

②一人でやらないと覚悟を決める
異動して3か月一人でなんでもやってきたわけ
ですが、時間も体力も限界がきました。
でも、結果が出ない・・・そんな悪戦苦闘し
ている時に、あるスーパーバイザーの一言が
私の背中を押してくれました。
「なんでも一人でやってない？」「上杉さん

がアシスタント時代、店長に何を任せてもら
ってた？」「何が楽しかった？」
その言葉に、人は任せてもらうと嬉しいし、
頑張るんだってことを思い出しました。そし
て、私も店長としてみんなに任せてみようと
思うようになりました。任せることは、非常
に不安もありました。「本当にこの子たち出
来るのかな？」「何か失敗したら、どうせ私
が謝らなあかんねんしな・・・」
一抹の不安をかかえながらも、もう任せてみ
るしかない！！と覚悟を決めてから店の動き
は変わってきていました。

③楽しむ、そして楽しませる
本当に売れるお店（チーム）の店長は・・・
人を大切にして、一緒に運営している。自分
の影響力（リーダーとしての影響）を知って
いる。だからこそ、常に明るく、楽しんで仕
事をしている。その姿こそがお店のエネルギ
ーになり、原動力になっている。それを実感
したのが、赴任してから6ヶ月たったころでし
た。「アルバイトから店長1000万目標にして
みませんか？」と言ってきたのです。
クリスマス商戦がスタートする前の10月のこ
とでした。じゃあ自分たちで何が出来るか考
えてみよう！と一緒に考えていきました。自
分たちで色んなアイデアをだし、実践させ
る。なんでもやっていいよと言ってたので本
当に楽しんでやってくれました。
おかげで、初めて目標をクリア。1000万円の
壁を超えました。そこからは前年比2桁アップ
を18ヶ月連続アップさせるという結果がつい
てきました。

*リーダーが楽しんで仕事をすることこそが成
功の秘訣*
すべて成功ばかりではありませんでしたが、
たった３つのことを実践し、自分の影響力を
理解し、人とかかわること、人を大切にする
ことが本当の意味で、仕事ややりがいなんだ
なと感じていました。
今のマクドナルドの状況をみると、店長が人
との関わる時間もエネルギーも不足している
ことが原因なのではないかと思います。
店長のネガティブな発言や愚痴、やる気が下
がっている事がお店に影響している・・・
会長が言われたように吐くという文字どう
り、マイナスを吐くとマイナスを引き寄せて
しまいます。
リーダーが楽しんで仕事をすることが、本当
に店舗運営には大事だと思います。
みなさまの会社、お店でもぜひリーダーが楽
しんでお仕事をしてもらえたらと思います。

○阪上　栄樹君
　徳光様ようこそ。橋本様お待ちしておりま
した。ご入会を心よりお待ちしております。

◆本日のソング
「われら日本のロータリアンの歌」
　　　　　　　　　　　　　草野　旦　会員

◆出席報告

◆幹事報告

①熊本水前寺RCとの合同親睦会参加の方、参
加金集めたいので、今日か4月1日までにお願
いします。
②4月18日（土）宝塚武庫川RC主催の音楽会が
あります。チケットありますので（3000円）
行かれる方はよろしく。
③4月1日　次回は伊和志津神社での花見会で
す。6：00からです。日本酒以外は持参して頂
きます。
④4月4日（土）合同例会は6：30からです。
新入会員の方御紹介させて頂くので、1分間程
の自己紹介をお願いします。
　（林田さん、芝池さん、石原さん）

☆☆4月のお祝い☆☆
会員誕生日
   4日　栗田義博君　　7日　古川彰治君
　14日  山本章太郎君　
奥様（ご主人様）誕生日
　30日　林田桜子様
結婚記念日
　 7日　古川彰治・順子様
　12日　山本章太郎・弥寿子様　
　20日　川添裕照・康子様
　25日　阪上栄樹・和子様

　

　

会長の時間

プログラム
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移動例会、桜も見ごろとなるようです。楽し
みに致しましょう。

■卓話
　　　　　　　　　　大門　美智子　会員
　ゲストスピーカ上杉佳子様のお話です。

ニコニコ箱「新米店長でも、赤字から黒字に変わる店舗
を育てた３つの秘訣」

<自己紹介>
マクドナルドでの経験を生かし、現在チーム
ビルディングや人材育成、リーダーシップな
どの研修、コンサルティングをやっていま
す。

新任店長時代
　なぜ？この店は売れないの？
店舗開発部が開拓した店舗、予算売上1200万
のお店がオープンして6ヶ月たっても680万し
か売れなていない。そのお店に新米の私は、
店長にタイトルアップして異動になりまし
た。
なぜ、この店は売れないんだろう？その要因
は何なんだろう？そう思い異動して3か月、だ
んだん原因がつかめてきました。ある原因が
浮かび上がってきました。飲食店としての致
命傷。「おいしくないんだ！！」ってことに
気が付きました。半径2キロ以内に4店舗ある
自社内競合の物件。お客様はマクドナルドの
最高のサービスと味を知っていて、当然私の
お店にはわざわざ足を運ぶことは無かった訳
です。
マニュアル通りにつくっているのに美味しく
ない。それは、なぜか！
働いている従業員（アルバイト）が基準も、
何のために働くかも、お客様を喜ばせる為に
食べ物をつくっていると言うことも、教えて
もらっていないことが判ったのです。

3ヶ月の苦闘の末　出した答えを実践
①高校生でもわかる言葉で伝える
高校生でもわかる言葉で目標やビジョンを創
りました。「1200万円の売り上げ達成しよ
う」より「1時間で何人、30分で何個、1分で
何個つくる」「最高のサービス・最高のクオ
リティで」より「おいしいって言わせよう」
「ありがとうってお客様に言ってもらおう」
など高校生でもわかる言葉に変えました。
その上で、「あなたが出来ることは何です
か？」アルバイト全員の答えを聴き、それを
実践してもらうようにしました。

②一人でやらないと覚悟を決める
異動して3か月一人でなんでもやってきたわけ
ですが、時間も体力も限界がきました。
でも、結果が出ない・・・そんな悪戦苦闘し
ている時に、あるスーパーバイザーの一言が
私の背中を押してくれました。
「なんでも一人でやってない？」「上杉さん

週間報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率
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がアシスタント時代、店長に何を任せてもら
ってた？」「何が楽しかった？」
その言葉に、人は任せてもらうと嬉しいし、
頑張るんだってことを思い出しました。そし
て、私も店長としてみんなに任せてみようと
思うようになりました。任せることは、非常
に不安もありました。「本当にこの子たち出
来るのかな？」「何か失敗したら、どうせ私
が謝らなあかんねんしな・・・」
一抹の不安をかかえながらも、もう任せてみ
るしかない！！と覚悟を決めてから店の動き
は変わってきていました。

③楽しむ、そして楽しませる
本当に売れるお店（チーム）の店長は・・・
人を大切にして、一緒に運営している。自分
の影響力（リーダーとしての影響）を知って
いる。だからこそ、常に明るく、楽しんで仕
事をしている。その姿こそがお店のエネルギ
ーになり、原動力になっている。それを実感
したのが、赴任してから6ヶ月たったころでし
た。「アルバイトから店長1000万目標にして
みませんか？」と言ってきたのです。
クリスマス商戦がスタートする前の10月のこ
とでした。じゃあ自分たちで何が出来るか考
えてみよう！と一緒に考えていきました。自
分たちで色んなアイデアをだし、実践させ
る。なんでもやっていいよと言ってたので本
当に楽しんでやってくれました。
おかげで、初めて目標をクリア。1000万円の
壁を超えました。そこからは前年比2桁アップ
を18ヶ月連続アップさせるという結果がつい
てきました。

*リーダーが楽しんで仕事をすることこそが成
功の秘訣*
すべて成功ばかりではありませんでしたが、
たった３つのことを実践し、自分の影響力を
理解し、人とかかわること、人を大切にする
ことが本当の意味で、仕事ややりがいなんだ
なと感じていました。
今のマクドナルドの状況をみると、店長が人
との関わる時間もエネルギーも不足している
ことが原因なのではないかと思います。
店長のネガティブな発言や愚痴、やる気が下
がっている事がお店に影響している・・・
会長が言われたように吐くという文字どう
り、マイナスを吐くとマイナスを引き寄せて
しまいます。
リーダーが楽しんで仕事をすることが、本当
に店舗運営には大事だと思います。
みなさまの会社、お店でもぜひリーダーが楽
しんでお仕事をしてもらえたらと思います。

○阪上　栄樹君
　徳光様ようこそ。橋本様お待ちしておりま
した。ご入会を心よりお待ちしております。

◆本日のソング
「われら日本のロータリアンの歌」
　　　　　　　　　　　　　草野　旦　会員

◆出席報告

◆幹事報告

①熊本水前寺RCとの合同親睦会参加の方、参
加金集めたいので、今日か4月1日までにお願
いします。
②4月18日（土）宝塚武庫川RC主催の音楽会が
あります。チケットありますので（3000円）
行かれる方はよろしく。
③4月1日　次回は伊和志津神社での花見会で
す。6：00からです。日本酒以外は持参して頂
きます。
④4月4日（土）合同例会は6：30からです。
新入会員の方御紹介させて頂くので、1分間程
の自己紹介をお願いします。
　（林田さん、芝池さん、石原さん）

☆☆4月のお祝い☆☆
会員誕生日
   4日　栗田義博君　　7日　古川彰治君
　14日  山本章太郎君　
奥様（ご主人様）誕生日
　30日　林田桜子様
結婚記念日
　 7日　古川彰治・順子様
　12日　山本章太郎・弥寿子様　
　20日　川添裕照・康子様
　25日　阪上栄樹・和子様

　

　

3

ひとくち

　電通は2014年の日本の広告費を推定した
「2014年日本の広告費」を発表しました。
総広告費は6兆1522億円と前年比2.9％増で、
3年連続で前年比プラスに。インターネッ
ト広告費は前年比12.1％増の1兆519億円と、
初めて1兆円を超えました。
媒体別で最も高い成長率だったのはイン
ターネット。スマートフォンや動画広告、
新しいアドテクノロジーを利用した広告が
伸び、初めて1兆円を超えました。
新聞は前年比1.8％減の6057億円、雑誌は
前年比横ばいの2500億円、ラジオは2.3％
増の1272億円、テレビは2.8％増の1兆9564
億円でした。


