


※青少年交換帰国報告書

※例会・例会変更のお知らせ

横須賀・横須賀北・横須賀南ロータリークラブ

※赤い羽根共同募金へのご協力について（お願い）

※～協働型社会・神奈川の実現に向けて～

県民フォーラムのご案内

※かながわコミュニティカレッジのご案内

◇ 内騰 隆之 副会長

会員総数２８名 本日出席１２名、本日欠席１５名

出席率は４４．４％となります。

◇

内騰 隆之 副会長

鈴木康仁 先日のウォーナンブー

ル報告会、多数の皆さんありがと

うございました。神奈川新聞・三

崎港報をごらんの通りです。

星野 雄 さわやかな秋とありま

した。鈴木隆一会員卓話楽しみに

しています。

内騰隆之 前回欠席のお詫び。

松崎貞男 前回欠席のお詫び。

芹川直行 急に都合つかなくなり、須坂訪問欠席しま

す。申し訳ありません。

荒 宏昭 先週は出席出来ずすいません。

◇ 鈴木 隆一 会員
先般、北京オリンピックが終わり

ました。オリンピックは、普段あま

りお目にかからないスポーツを見る

のは楽しみであり、陸上やら柔道や

らソフトボールの試合を見て楽しみ、

期待ほど日本の活躍はなかったので

すが、ちょうどその時期が夏休み真

最中であった事もあり、テレビにか

じりついていました。オリンピックは、ご存知の通り

４年に一度の祭典であり、どのアスリートも４年間努

力を積み重ね、その努力を披露する舞台です。１００

メートルを走る短距離走者に至っては、１０秒程度を

走り切る為に４年という歳月を費やすのですから、そ

れだけ時間の重みを感じます。

８月の終わり頃、卓話の話を頂きそれから１ヶ月間

『何を話せばいいのか』から悩みが始まり、数冊の本

も買って読んだが一向に考えがまとまらず、苦悩の日々

が続いていました。最近では、リーマン問題や事故米

の問題が世間を騒がしていますが、人前で話すだけの

知識は生憎持ち合わせておらず、「さ～て、困ったぞ

～！」と考えている間にあっという間に１ヶ月が過ぎ

てしまいました。まあ、そんな事を考えていると、こ

の１ヶ月間をこの卓話での約３０分に掛ける思いは、

時間の長短はありますが『オリンピックのアスリート

に似ているなぁ』なんて思えてきました。

こうして、人前に出てお話するのも生まれてから２

回目であり、まだまだ未熟にて途中話が切れたり時間

配分を間違えたりするかもしれませんが、ご容赦願い

ます。

本題に入りますが、身近な話題として現在の三浦市

の産業は決して良い業況とは言えません。お客様訪問

をしていても順調に売り上げが伸び、収益を上げてい

る方はそれほど多くないのが実状で、中には行政の方

からサポートを願っている方も多く見受けられます。

しかし、頼みの国会も空転しており、まだまだ先が見

えないと話す方が多く見受けられます。

“『どうにかしたい』と考えても『どうしたらいい

のか』がわからない”このような悩みを打ち明ける社

長方がやはり多くいらっしゃいます。どうすればハー

ドルを越えられるか？は個々に存在する課題をひとつ

ずつ解決しなければならないのは確かです。しかし、

今以上に成果を求めるならば、今まで抱えてきた常識

を打ち破り、劇的変化をもたらす事が大切であり、そ

のためには、常識そのものを捨てる勇気も必要である

とある文献に書かれていました。

本日はこの『常識』というテーマで少しお話をしたい

と思います。

「常識とは１８歳までに身につけた偏見のコレクショ

ンをいう」といったアインシュタインの言葉がありま

す。自分が信じている常識や価値観を捨てる事は大変

勇気のいるものです。年を重ねれば重ねるほど、なお

さら大変です。しかし、変化をする事とは、何かを捨

てる事に他なりません。トンボが「飛ぶ」という能力

を手に入れる代わりに、ヤゴが持っている「泳ぐ」と

いう能力を捨てるようにそれまで大事にしていた考え

方を無意識のうちに、あるいは必要に迫られひとつず

つ捨てる事により成長していくのです。

例えば、こなせそうもない仕事に、より短い時間で

望むなど、一見すると不可能のように思える事に対し

て、頭をフル回転させて解決策を考える事によって初

めて、人は『別のやり方』を思いつきます。金融機関

はその昔、一週間のうち６日間稼動していました。私

が入った当初はその６日稼動だったので、よって休み

は日曜日だけ。パチンコをしたり、ストレス解消がさ

れぬまま月曜日の朝を迎える繰り返しでした。また、

言うまでも無く、月曜日から土曜日まで毎日定時退庫

など出来るはずも無く、残業の日々が続いていました。

それがいつからか、隔週の土曜日が休みとなり、一年

もしないうちに完全に土日休みの週休二日制となりま

した。稼動日数が減った事によって、営業成績も減っ

たかというとそうでもなく、残業がその分増えたかと

いうとそうでもありませんでした。それまで、面倒だっ

た手形交換を本部に集中させたり、ＡＴＭサービスの

充実を図り窓口負担を減らすなど工夫が生まれ、仕事

そのもののやり方を変えながら、結果として質の向上
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につながりました。ただ私の私生活においては土日休

みになりましたが、生活環境が変わったかというとそ

うでもなく、昼まで寝る日数が二日に延びただけで特

に変化はあまりみられませんでした。

これと同じ教えと思いますが、かの松下幸之助さん

は、「下請け交渉するときは、一割二割は値切っては

いけない。半額に値切らなければダメだ」と言ったそ

うです。誰に対しても腰が低く、商売の神様とうたわ

れた松下氏にしては珍しく厳しい教えだと思われます

が、この言葉に松下氏のあふれんばかりの思いやりが

詰まっています。なぜなら、一割値切るよりも半額値

切ったほうが、結果的には下請け会社は幸せになるか

らです。なぜ、半額に値切ったほうが幸せになるのか？

それは、一割安くしろと言うと、相手は「それくらい

なら頑張ればカバーできるだろう」と思い、値切られ

た分残業し、フル稼動で頑張って働いてしまう。だが、

半額に値切るとなるとどう頑張っても絶対に利益は出

ないので、作り方を変えるなど根本的な部分を変えざ

るを得なくなるからです。この変化によって結果的に

生産性は上がり、松下電器も下請け会社もともに業績

を更に押し上げる結果になるわけです。また、値上げ

するときも同じです。二割三割の値上げだと、お客さ

んから「どうして上げたの？」と言われたり、実際、

そのくらでは付加価値のついたものになりません。と

ころが、二倍三倍に上げるとなると話は違ってきます。

三倍にした値段で売るためには、プロセスはもちろん、

商品そのものを改良しなければなりません。コマーシャ

ルの仕方も違ってきます。結果的に非常に質の高い商

品を生み出す事ができるようになるのです。

話は変わりますが、最近、日本のプロ野球の視聴率

が低迷しています。うちの三男坊もリトルリーグに入っ

ているのですが、あまりプロ野球中継を見ようとはし

ません。むしろお笑いのテレビが好きです。「今の日

本のプロ野球は見ていて面白くない」と感想をお持ち

の方は私だけではないと思います。理由は、スター選

手の多くが大リーグに行ってしまったから。理由はさ

まざまあげられているが、最大の理由は日本の野球ファ

ンが大リーグを見るようになり、日本のプロ野球がエ

ンターテイメント的に『見劣り』して見えるようになっ

たからではないでしょうか？たとえば、ニューヨーク・

ヤンキースのショートにデレク・ジーターという野球

選手がいます。彼はセカンドにいるときにヒットが出

ると、アウトになる可能性があっても必ずホームに突っ

込みます。三塁コーチャーも日本のように止めたりし

ません。実際、ジーターがホームでアウトになる場面

もしばしばあります。しかし、ジーターのそうしたプ

レイは大リーグの多くのファンをわかせ、彼の収入増

加に貢献しています。一見、ジーターがホームでアウ

トになるのは、チームにとってもジーター自身にとっ

ても「損」です。しかし、ホームに走りこむジーター

の姿を見て、観客はわき立ち、試合にエキサイティン

グな彩りを加えます。そうなると観客は、また次の試

合も見に行こうという気になります。ジーター自身も

おそらく、ホームでセーフになるかアウトになるかと

いうスリリングなプレイを、ファンが求めていると分

かっているのでしょう。だから、明らかに当たりが強

くホーム生還出来そうにないヒットでも全力で突っ込

むし、三塁コーチャーも止めないのです。ジーターが

アウトになることは単なる「ひとつのアウト」以上に

価値があります。一見するとかなり損をしているよう

に思えるが、この「損」があることによって、長い目

で見るとその損を大きく上回る「得」を得ているので

す。

「一手先の『損』と見なすか、三手先の『得』と見

越すか」常識にとらわれる事無く、視野を広げる事も

収益を上げるひとつのコツです。

小さい頃、理由のいかんにかかわらず、食べ物を残

すと「もったいない」といって怒られました。もちろ

ん、自分のために一生懸命作ってくれたものなら、少々

まずくても頑張って食べようとする事は大切な事だと

思います。だから、多少まずくても作ってくれた人の

気持ちを考えて、残さず食べようと考えます。しかし、

私自身ピーマンとレバーは大の苦手であり、未だに美

味しく食べられません。そういう親もグラタンやドリ

アなどは「チーズくさい」と言って家の食卓には絶対

並ぶことはありません。ファミリーレストランに行っ

た時に私がドリアを頼み、食べ切れず残したとしても

「もったいないから」と言って代わりに食べようとせ

ず、「いいから残しなさい。なぜ残すものを頼んだん

だ」とやはり別な意味で怒られました。

これは何を持って「もったいない」とするか、とい

う自分の中の基準の問題です。結論から申し上げます

と「もったいない」と思うことに、万人に共通する基

準はありません。その人の生活レベルによっても、そ

の人の価値観によっても「もったいない」と感じるこ

とは違うからです。

ある人にとっては、２，０００万円するベンツを乗

り回す事が「もったいない」事でも。別の人にとって

はこのベンツは「世界に数台しかなく、安い買い物」

と受け取られる事があり得るのです。

また、明らかに無駄に思えること、例えば、その昔

はよく仕事帰りに上司に連れられ、一杯やりに連れま

わされました。当然、一次会では終わらず、二次会、

下手すれば三次会と進み、最後は決まってカラオケを

歌いにスナックに行きました。カラオケボックスなら

思いっきり歌って、飲んで食べても一人３，０００円

ですが、上司常連通いの店に行くと乾き物と３曲で５，

０００円以上は取られました。そこのママは確かにき

れいで、また時にはご馳走して頂きましたが、二時間

で１０，０００円取られた日にはさすがに「無駄」を



感じました。

要は、何をもって「もったいない」とするか、何を

もって「無駄」とするか、そして何をもって「贅沢」

とするかという基準は、自分の中にしか存在しないと

いうことです。そして、最も大切なのは、具体的に何

を基準とするかではなく、自分の中に答えを出すため

の「軸」を持っているかということです。

自分の人生を納得できるものにするためには、常識

や他人の社会の基準に惑わされない自分自身の「軸」

が必要なのです。そのためには、「明らかな答えのな

いもの」の答えを考え、自分自身の「軸」をはっきり

させることがとても大事な事だと思います。

次に「変化」をする事についてお話をさせて頂きま

す。まずは、男性と女性の比較です。飲食店（夜に通

う飲食店）が常連客を獲得したいときは、三十歳前後

の男性に最もよいサービスをするのだと聞きます。な

ぜなら、男性は三十歳ぐらいのときに気に入った店を

見つけるとずっと通い続ける傾向が強いからだそうで

す。要するに、男性はのめり込む傾向、偏る傾向が強

いと言えます。その点女性は、いくつになっても流行

に敏感で、香水も服も髪型も、次々と新しいものに変

えてゆくという姿勢のあらわれであり、変化を見極め

る上での良い尺度との考え方もあります。男性にとっ

ては、髪型を変えたり、洋服を変えるというのは、実

にけっこう勇気がいるものです。普段着慣れない服を

着て外に出かけると、周りに誰も見てないとわかって

いながらでもぎこちない違和感を感じてしまいます。

よって、男性は女性より変化に弱いといえます。この

事は、きちっと自覚して、常に意識的に変化を取り入

れないと、すぐに安心できるところで固まってしまい

ます。そして、一度固まってしまうと、周りのアドバ

イスを受け入れなれなくなるので、ますます変化しに

くい存在になってしまいます。変化を受け入れない限

り、成長もできなくなります。

変化をどれくらい自分の生活に取り入れていけるか

は、個人差がとても大きいと思います。先ほどもお話

した通り、変化をするためには「捨てる」事が必要で

す。「捨てられるものの量」が変化値を決めていると

思います。 どんな人生でも、生きている以上、全く

変化しない人はいません。どんなにそうしてくてもい

つまでも学生ではいられませんし、定年を迎えれば職

場を離れていかなくてはなりません。しかし、捨てな

ければいけないもの以外は絶対に捨てる事なく「自分

はこうあるべきだ」とかたくなに固めてしまう人もい

れば、自分の地位も価値観も考え方も惜しげもなく軽々

と捨ててしまう人もいます。人間は、執着するものが

少なければ少ないほど、楽に生きられるものだと思い

ます。

『常識』その対義語は『非常識』です。常識を逸脱

して、社会のルールを破り、自己中心的な考え方をす

ると『非常識』としてレッテルが貼られます。しかし、

『常識』にも『非常識』にも属さない言葉も存在しま

す。それが『常識外』です。常識外は発想は、見慣れ

た景色の中の石ころも価値のある情報として「ひらめ

き」を生み、磨けば光るダイヤの原石にもなりえます。

振り返れば、『常識外』な発想により人は進化を遂げ

ています。オリンピックの１００メートル走のように

頑張って努力して０．０１秒を縮めて１００メートル

９．５秒で走るという考え方から脱却して、１００メー

トルを５秒で移動するためにはどうしたかよいか？と

いう発想から車が生まれ、電車が生まれ、ジェット機

が生まれているのです。走ることが最も速い移動手段

だった時代に１００メートルを５秒で移動するという

のはとてつもなく無謀な目標であったはずです。しか

し、そうした無謀な目標を掲げなければ永遠に車も新

幹線も生まれていなかったと思います。もちろん場合

によっては、いくら考えても答えが出てこないことも

あります。しかし、その目標を達成させる手段が何か

あるはずだと信じて考え続けない限り、ずっと答えは

出てきません。考える前に「不可能だ」と決めてしまっ

ては何も思いつきません。『常識』から外れたものす

べてが『非常識』と思いがちですが現実はそうではな

く、『常識外』のやり方やアイデアが活用できると必

ず変わります。

どんな企業も、どんな人生も、どんな状況において

も私たちはリスクと無縁ではいられません。人は弱い

生き物であり、できればリスクから避けて通りたいと

思いますが、それは不可能です。事実から目をそむけ

てはいけません。逃げず立ち向かい、素早い決断を下

す。それが最大のリスクヘッジと思います。周囲の常

識に流されないで、本当のリスクを自覚し、発想の転

換を行う事がこれからの一番大切なことではないでしょ

うか？

つたないお話にご清聴ありがとうございました。


