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佐々木 敏尚

池之上
卓話としてお話するのは 2 年振りぐらいにな

和哉

＜自己紹介２＞

ると思います。この本を買ったきっかけは前の

・平成 4 年、某事務機器販売会社に入社し、フ

会社の先輩に、仕事の悩みなどを相談していた

ィールドエンジニアとして、お客様の事務機

時に勧められ、内容は教訓的なものになってい

器のメンテナンス業務に従事。

ますが、まずは自己紹介からさせて頂きます。
＜自己紹介１＞
・生年月日

昭和 43 年 8 月 21 日

・東京都国立市に生まれ、立川市で育つ

・平成 18 年、現在のジムオールにフィールドエ
ンジニアとして入社。
・平成 24 年、初代社長（当時、会長）源野が取
締役を退任。退任に伴い、取締役に就任。

・現在は町田市小山ヶ丘に在住

＜会社紹介１＞

・家族構成

・代表取締役

妻・娘（19 歳）・義母・犬

・小中学校時代は野球少年

・従業員

・高校時代に同級生とバンドを組み、ベースを

・設立

関口

知明

11 名
昭和 55 年 7 月 1 日（相模ユービックス

担当し、卒業後は進学も就職もせずに、LIVE

販売株式会社）※平成 6 年に㈱ジムオールへ

活動を行っていた・・

社名変更

・本社

相模原市中央区矢部

・座間支店

座間市緑が丘

・小人のヘム＝閉じ込める、取り囲む
・小人のホー＝口ごもる、笑う

＜会社紹介２＞

＜あらすじ１＞

・主に複合機の販売とメンテナンスを中心にネッ

・2 匹のネズミ（スニッフとスカリ）と、2 人の

トワーク機器、事務機器、事務用品全般を取り

小人（ヘムとホー）が自分の求めるチーズを探

扱っています。

しに毎日、迷路へ通う。

＜会社紹介３＞
・主なお取引先は、神奈川県及び相模原市官公庁、
教育施設、圏央地区の一般企業様

・ネズミも小人も、自分たちのやり方で求めてい
たチーズを見つけたので、毎日そこへ通う。
・ネズミは毎日、同じ道で同じようにチーズのあ
る場所へ向かう。

＜チーズはどこへ消えた？＞
・著者はスペンサー・ジョンソンというアメリカ
の医学博士・心理学者である。
・1998 年にアメリカで出版され、全世界で 2400
万部を突破する大ベストセラー。
・日本では 2000 年に発売され、400 万部のロング
セラーとなっている。

・小人はチーズがあることに慢心し、チーズがあ
ることが当たり前と思うようになっていく。
＜あらすじ２＞
・ある日、いつもあった場所からチーズが無くなった。
・ネズミ達は詳しく分析することも無く、新しい
チーズを探しに出掛ける。
・小人達は、まだチーズがあると思い込み、毎日
同じ場所へ向かうが、チーズは無い。小人はど
うすれば良いか悩むばかり・・
・ネズミ達は毎日探し回り、ついに大量
の新しいチーズを見つけ出した。
・小人達は同じ場所で待ち続けたが、チーズは戻
ってこない。誰かのせいにしたり、わめき散ら
したり・・
＜あらすじ３＞

＜なんでそんなに売れたの？＞
・IBM やアップル、メルセデス・ベンツと言った
世界的トップ企業の社員教育に、相次いで採用
されたことで話題となる。
・1999 年度の「全米ビジネス書ベストセラー」で
第 1 位になる。
＜チーズとは？＞
・ここで言うチーズとは、自分にとって大切な物、
例えば仕事、家族、財産、精神的な安定等を意
味する。
＜登場人物＞
・ネズミのスニッフ＝においを嗅ぐ、～を嗅ぎつ
ける
・ネズミのスカリ＝急いで行く、素早く動く

・小人のホーは現状に気づき、新しいチーズを探
しに出かけようとヘムを誘うが、ヘムは動かない。
・ホーは一人で新しいチーズを探しに行動を始め、
学んだ教訓を壁に書き残していく。ヘムが読ん
でくれることを望んで・・。
・ホーは新しいチーズを見つけ、過去の教訓を基
に行動し続けていく。
・ヘムは相変わらず同じ場所にいる。チーズが戻
ってくると信じ、じっと待ち続けているのか・・・
＜壁に書かれた教訓＞
・まだ新しいチーズが見つかっていなくても、そ
のチーズを楽しんでいる自分を想像すれば、そ
れが実現する。
・従来どおりの考え方をしていては、新しいチー
ズは見つからない。
・早い時期に小さな変化に気がつけば、やがて訪
れる大きな変化にうまく対応できる。

＜登場人物の特徴＞

・私たちの仕事に置き換えると、商品やサービス

・スニッフ＝においを嗅ぐ、～を嗅ぎつける

⇒

見極め上手

・ＩＱは最低でも０から始まり、マイナスは無い。

・スカリ＝急いで行く、素早く動く
・ヘム＝閉じ込める、取り囲む

⇒行動派

⇒

考えすぎるマイナス思考
・ホー＝口ごもる、笑う

の知識や技術力となる。

⇒

考え抜いてから、行動する慎重派
＜自分は？＞
・本能のまま直ぐに行動するネズミと、無駄な期

＜ＥＱ＝心の知能指数＞
・高い、低いで表現され、高い人＝対人コミュニ
ケーション能力が高いと言われる。
・これは人（小人）の物事の考え方（思考または
思想）とします。
・ＥＱはプラスもある一方で、マイナスの場合も
ある。＝プラス思考とマイナス思考。

待や現状分析ばかりする小人（人間）。

＜物事の考え方や行動で、出来栄えが変わる＞

自分は、どのタイプなのか？

・仕事の出来栄え＝
ＩＱ（知識・技術力等）×ＥＱ（思考）
＜例えば＞
・ＩＱが 30、ＥＱが 80 の場合
仕事の出来栄えは、30×80＝2400

＜小人ホーが得た教訓・まとめ＞

・ＩＱが 120、ＥＱがマイナス 30 の場合

・変化は起きる（チーズは持っていかれ、消える）

仕事の出来栄えは、120×（-30）＝－3600

・変化を予期せよ（チーズが消えることに備えよ）

負の方向へ導いてしまう。

・変化を探知せよ（常にチーズの匂いを嗅いでいれば、
古くなったのに気づく）

・変化に素早く適応せよ（古いチーズを早く諦めれば
それだけ早く新しいチーズを楽しむことができる）

＜この物語からの教訓＞
・変化をチャンスと捉えるプラス思考。
・変化に気づき、素早く行動を起こすことによっ
て、結果は大きく変わってくる。

・変わろう（チーズと一緒に前進しよう）

＜最後に＞

・変化を楽しもう！（冒険を十分に味わい、新しいチ

「見ているだけでは変わらぬ景色、あなたが動い

ーズの味を楽しもう）

・進んですばやく変わり、再びそれを楽しもう
（チーズは常に持っていかれる）

＜自分の仕事周りの変化＞

て景色広がる」
＜物語の続編＞
・この物語の続編が、アメリカで今年 11 月 13 日
発刊されたようです。

・単体の機器から複合機へ変化。

・日本でも、2019 年春に発売される予定。

・ドキュメント送信が、ファクシミリから E メー

・同じ場所にとどまった小人のヘムが、その後、

ル添付へ変化。
・コピー出力から、プリンター出力へ変化。
・紙文書保存から電子化（ペーパーレス）へ変化。
・脅威が、同業ではなくネット通販へ変化。
・複合機もサーバーへ変化。
＜ＩＱ＝知能指数＞
・高い、低いで表現され、先程の物語では小人は
ネズミよりＩＱが高い。

どうようになったのかが書かれているそうです。

●早川会長、佐々木幹事

●金沢

①本日、結婚記念日祝の皆様、おめでとうござい
ます！

邦光会員

池之上さん、卓話面白そうなテーマですね。
チーズは食べちゃったんじゃない？

②本日卓話の池之上会員、宜しくお願いします！

●黛

●高本

①11 月の結婚記念日お祝の皆様、おめでとうござ

昌敏会員

先日は結婚記念日祝と、妻の誕生日祝をいただ
き、ありがとうございました。10 年後もお祝い
をいただけるよう努力致します。
●中里

和男会員

います。
②本日の卓話の池之上さん、楽しみにしています
ので、宜しくお願いします。
●豊岡

①結婚記念日祝を戴き、ありがとうございます。
お蔭様で、二人とも元気で、53 年になります。

裕治会員

淳会員

①11 月結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。
②卓話の池之上さん、楽しみにしています。

②卓話の池之上さん、よろしく。

●藤原

●池之上

①本日卓話の池之上会員、宜しくお願いします。

和哉会員

①中里会員、瀬戸会員、横江会員、結婚記念日祝
おめでとうございます。

しくお願いします。
●冣住

悦子会員、横溝

貴子会員

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。
②池之上さん、卓話興味深いですね。宜しくお願

志華会員

①11 月の結婚記念日祝の皆様、おめでとうござい
ます。

い致します。
●櫻内

康裕会員

①結婚記念日祝の皆さん、おめでとうございます。

②池之上さん、卓話楽しみにしています。
●小野

②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。
●阪西

②本日、2 年振りに卓話をさせて頂きます。よろ

利夫会員

孝会員

②卓話の池之上会員、楽しみにしています。よろ
しくお願いします。

①結婚記念日祝の横江さん、中里さん、瀬戸さん、
おめでとうございます。

●田後

隆二会員

①結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。

②卓話の池之上さん、楽しみにしています。

②池之上さん、卓話がんばってください。

●大井

●阿部

達会員

①結婚記念日祝の中里さん、瀬戸さん、横江さん、
おめでとうございます。
②卓話の池之上さん、またチーズは無くなってし
まうのですか。楽しみです。
●大塚

正浩会員

毅会員

①池之上会員の卓話、テーマは「海老」ではなく
「チーズ」でいいんですか？

余計なことですみ

ません!!
②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。
③本日、職業奉仕のため、早退させて頂きます。

①結婚記念日お祝の皆様、おめでとうございます。

●伊倉

②池之上さん本日の卓話、今日は時間がたっぷり

①結婚記念日祝の会員皆様、おめでとうございます。

あります♪
●藤本

宜しくお願い致します。

恵介会員

正光会員

②所用のため、早退させて頂きます。池之上会員
の卓話、聞けなくて残念です。

①今月、結婚記念日の皆様おめでとうございます。

本日のスマイル額 ２４，０００円

②池之上会員、卓話宜しくお願い致します。

今年度の累計額 ３９１，６００円

どうしても 3～4 か月を要するので、早め早めに
情報の提供をお願いしたいとのお話でした。
次に、清水ガバナー補佐の挨拶で、10 月 31 日
を持って、第 5 グループのガバナー公式訪問も無
事終了でき、脇ガバナーも皆様のご協力に感謝し
大変楽しく行えたというお話がありました。
質疑として「2019 決議審議会立法案の提出」の
お話があり、クラブにて検討し、提出を是非お願
いしたい事、また提出にあたっては形式に則り、
300 文字程度にまとめ、2019 年 3 月 20 日（木）
までに提出をお願いしたいとのことです。
「新会員の集い」は横浜にて開催ですが、予算の
本日 11 月 20 日は「世界のこどもの日（Universal

都合からも各クラブ 10 名程度の出席要請です。

Children’s Day）
」だそうです。これは 1954 年の国

地区 HP に掲載の「卓話者リスト」の活用があ

連総会にて制定された国連デーの一つです。
国連の指導の下、各国政府が子どもたちの「世
界的な相互理解」「福祉増進のための活動」が出

まりされていない件で、ぜひ積極的に活用するよ
うお願いがあり、謝礼金の必要な方もいるので、
ガバナー補佐に確認のお願いがありました。

来る日を、その国で適当と考える日を選んで制定

相模原大野 RC より、青少年交換留学生として

するよう勧告しており、1959 年 11 月 20 日に「児

石渡さんがフランスへ向かいます。今後、受入れ

童の権利に関する宣言」が採択。1989 年 11 月 20

の話をする事もあり、ご協力下さいとの事です。

日に「児童の権利に関する条約」が採択されてお

相模原 RC より、2019-20 年度ロータリー財団奨

り、日本では「こどもの日」として 5 月 5 日を活

学金合格者の報告があり、グローバル補助金にて

動日として当てております。

浅田絵美（慶応卒）さんが、アメリカに決定。

また「ピザの日」でもあります。1889 年にイタ

また松下委員長の出席もあり、増強について、

リアで大流行したピザの原型で、マルゲリータの

幾つか質疑応答がありました。

名前の由来であるウンベルト一世の妻・マルゲリ

「クラブの定員を設定しても構いませんか？」と

ータ王女の誕生日（1851 年）である事から、凸版

の質問に「それはクラブの決定で宜しいです。」

印刷とピザ協会が 1995 年に制定しました。

「平均年齢は地区の言うよう下げなくてはいけな

＜11 月 13 日 第 5 回会長・幹事会の報告＞

いのか？」には、「そのような事では無く、良いク

今回、地区会員増強・維持委員会より松下委員

ラブにして行くには、当然幅広い年齢層の仲間が

長、ロータリーの友より中村地区代表委員が出席

必要なのは当然と考えます。」

されました。松下委員長より会員増強は勿論です

「会長幹事会にて、女性会員の増強の件がありま

が、会員維持の重要性についてお話があり、中村

すが？」には、「クラブでバランスを考え、増強

委員より、今月の「ロータリーの友」に前回紹介

して頂ければ OK です。」等のお話がありました。

した、我がクラブからコロンビア大学へ財団奨学

最後に、会員増強の達成とマイロータリーの登

生として、8 月から 1 年間留学する山本一真さん

録目標（60％）の件は毎回のように報告されます。

の記事が「コロンビア大学奨学生との出会い」と

会員増強については、今月 27 日に「増強親睦会」

いうタイトルで、また「七夕の短冊はポリオ撲滅

があります。またマイロータリーの登録 100％が

の願いを込めて」というタイトルで、相模原橋本

「かながわ 2780REC」に続き「小田原北 RC」も達

RC の記事が掲載された報告がありました。

成したそうで、中 RC は現在 43.24％です。まず、

前回に引き続き、何か記事があれば中村委員へ
ぜひ声掛けを頂きたいとの要請があり、掲載には

目標の 60％を達成したく、新会員も増えており、
後日説明の時間を作ります。ご協力お願いします。

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp

（概要にて）
○米山奨学委員会

藤本委員長

先月から米山寄付にご協力
頂き、有難うございます。今
月一杯、受付しております。
先日 18 日に米山の国際交
流会に参加しました。米山奨
学生や学友の作る各国の料理
を食べて懇談しましょうとい
う主旨です。張さんや奨学生の皆さんが朝から頑
張って作ってくれました。張さんの奨学期間も残
り来年 3 月末までですが、頑張って下さい。
○ロータリー財団委員会

中山委員長

・横江

利夫会員

11 月 11 日

米山寄付に引き続き、財団

・中里

和男会員

11 月 12 日

も 1 人 200 ドル以上というこ

・瀬戸

裕昭会員

11 月 19 日

とで、来週からご協力をよろ

例会記録

しくお願い致します。

例会プログラム
１．第２７８０地区ガバナー事務所より
ありません
※増強親睦会（会員有志による）の出欠表を回覧し

点

鐘

１２時３０分

場

所

相模原市民会館「あじさいの間」

司

会

大塚

斉

唱

ロータリーソング「我等の生業」

正浩

ソングリーダー

中村

ゲスト

張

副ＳＡＡ

勝彦会員

珣さん（米山奨学生）

ております。例会終了までにご記入ください。

出席報告
例会プログラム
１１月２７日卓話
１２月

大坪

征弘会員

４日年次総会「次年度理事役員の発表と
承認」担当：会長、指名委員長

会

員

出席（出席対象 30 名）

事前メイク者

３７名

３０名

３名

欠席者

本日の出席率

３名

９０．９１％

修正出席率(11/6)
９４．２９％

定例理事役員会
１１日卓話

甲斐

美利会員

１８日→１９日（水）移動例会・年末家族会
18:30～例会

18:50 頃～パーティー

「ラポール千寿閣」にて

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
相模原商工会館３Ｆ
TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605
●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」
〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15
TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000
●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●編

集 親睦活動委員会

委員長：伊倉 正光 副委員長：小崎
委員：川合 貞義、田所
毅、櫻内
田後 隆二、中山 徹男、高本
横江 利夫、山之内 洋、河野
中村 勝彦、大槻
実
●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp

直利
康裕
昌敏
崇

