
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

第 3022 回例会/No.19  2016 年 11 月 22 日 
 

 
１． 開会点鐘  
２． ロータリーソング斉唱  
３． 四つのテスト  
４． 会長の時間  
５． 地区大会報告 
６． 幹事および委員会報告 
７． 出席報告  
８． ニコニコボックス  
９． 閉会点鐘 

 
 
 
・本年度短期交換派遣チーム副団長派遣依頼について 

ガバナー事務所 
・11/27（日）平成 28 年度花巻チーム卒段式のご案内 

ﾘﾄﾙｼﾆｱ東北連盟 岩手県支部 花巻ﾁｰﾑ 会長 笹木賢治 
・退任のご挨拶                         花巻商工会議所 
・ハイライトよねやま  (公財)ロータリー米山記念奨学会 
・「シアターレンタル」のご案内      イオンシネマ 
・仙台ロータリークラブ創立 80 周年記念大会のご案内 

仙台ロータリークラブ 会長 伊藤 慎一 

 

                       

■四つのテスト      浅沼 幸二君  
  
■会長の時間「17 回/46 回」 吉田 和洋 君  

 
みなさんこんにちは。昨晩は

スーパームーンでしたが・・・
どうだったでしょうか？ 

 
先週土曜日は、花巻市 PTA

連合会研究大会でした。市内各
小中学校の功労者へ表彰状が、
佐藤誠吾花巻市PTA連合会会
長より授与されました。 
記念講演は、独立総研の青山

繁晴氏で熱い講演をいただき
ました。トランプ氏がアメリカ
大統領に当選し、アメリカは今
後スクラップ＆ビルドの時期

に入るが必ず再生するので、その時に日本がどう対処でき
るかが課題とのお話も。 
ほとんどステージには立たずフロアに降りて話され、予

定の時間 90 分を 45 分超えての講演でした。帰りの新幹線
ギリギリだったとか・・。 
夜は、ホテル花城さんで三校（花中/花小/若小）合同で

の表彰者祝賀会でした。今年は花中 PTA が幹事校でした。
64 名という多くの方々でお祝いができてよかったと思い
ます。ご来賓の各校教育振興協議会会長のお三方は、上田
さん・滝田さん・阿部さんと当クラブ会員の方々です。安
心して開催できました。しっかりと地域と学校を支えてい
ただいていることに感謝と敬意を表します。 

 
 土曜日といえば・・朝の久々の地震でした。緊急地震速
報は鳴りませんでしたが、結構強めで長かったので少し身
構えましたが、大事に至らずほっとしました。 
そうしたら、ニュージーランドで大きな地震。ネットで

見ると孤立集落や陥没や倒壊、地割れ等結構な被害がでて
いるところもあるようです。大きな余震も頻発しています。 

  
東日本大震災の１年前にもニュージーランドで被害を出

した大地震がありそのあとスーパームーンでしたので気に
なります。 
過去を見ますと、ニュージーランドで大きい地震がある

と、程なくして太平洋プレートの一部を共有している日本
でも大きな地震が発生する確率が高いとの報告もあります。 

 
2009 年 M 7.8 の後、M 6.5 駿河湾地震、 
2010 年 M 7.0 の後、福島で M 5.8、 
2011 年 M 6.1 の後が 3/11 M 9.0 東日本大震災  など 

 
ほぼ毎年で、最近では今年 2/15 M 5.7 の後、M 6.5 の熊本
地震が発生し、9/2 M 7.1 の後に鳥取中部の M 7.1 の地震が
発生し被害を出しているというデータもあるようです。 
近いうちにまた大地震が発生するのか心配しております。  

 
最近は、行事の際に地震が発生した場合の対応のアナウ

ンスをお願いしておりますし、そういったアナウンスが入
る行事やイベントが多くなったような気がします。 
申年は災害が多い、特にも風水害が多いとの指摘も。備

えを忘れないように心掛けたいと思います。 
 
今週末は、第 2520 地区大会 大船渡です。鹿討幹事と 2

日間楽しんできたいと思います。三陸の幸も楽しみですが、
一昨日届いた FAX では RI 会長代理の講話時には筆記用具
を持って来なさいとのことでしたのでちょっとドキドキで
すが、楽しんで参ります。20 日に参加される方々も一緒に
楽しみたいと思いますので、宜しくお願い致します。 
 
本日は、会員卓話第③回 菊池倫実くんです。29 日夜例

会や 12 月 Xmas 会に向けて親睦委員としても、企画運営を
宜しくお願い致しまして会長の時間を終わります。 
 
 
 

 
 
こんにちは。今日、卓話という

事で何を話そうかと考えてきた
んですが、今、全国的に人材の採
用が難しくなって来ていて、多く
の企業さんが悩まれていると思
います。そんな中で少しでも採用
の機会を大事に出来るように面
接官になって質問する側の立場
としてどんな質問をすれば良い
のかを最近読んだ本からまとめ
て来ましたのでそれをQ&Aの形

でお話ししたいと思います。 
１．「応募者の経歴や経験を知る」のに最も多くの情報が 

得られる質問は次のうちどれか？ 
A 履歴書に沿って経歴を説明してください 
B 自己紹介をしてください 
C 自分自身をひとことで表現して下さい 

◎は B。応募者がアピールしたいことを中心に話が出来、
それを具体的に聞いて行くことで更に情報を引き出せます。 
 
２．「他の応募者にはない独自の特徴を知る」（以下同上） 
 A あなたのセールスポイントは何ですか 
 B なぜあなたを採用すべきなのか理由を挙げて下さい 
 C 他の人にはなくてあなたにある特徴は何ですか 
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』 

 
◆会員卓話 『人材を逃さない 見抜く 面接 』 

菊池 倫美 君 
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◆今後のプログラム 
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◎は A。応募者の立場を考えた質問だから。逆に効果が低
いのは B。なぜで始まる質問をされると身構えて自分を弁
護しようとして、大事なことを話せなくなるから。 
 
３．「仕事への意欲を知る」（以下同上） 
 A 仕事で一番充実感を得たときのことを話して下さい 
 B ルーティンワークは好きですか、嫌いですか 
 C これまで最もやりがいを感じた事を話して下さい 
◎は A。応募者が最も充実感を得た＝モチベーションも高
かった筈。その仕事と似た仕事は意欲高く取組む可能性大。
効果が低いのは閉じた質問で意味があまりない B。 
 
4．「職務に影響する可能性のある問題を知る」（以下同上） 
 A 前の仕事で大きなストレスを感じた事はありますか 
 B 前の仕事で否定的な評価を受けた事はありますか 
 C 仕事に差し支えるような健康上の問題はありますか 
◎は A。ハンデとなる類いの質問は差別にならない様に慎
重に。C は効果も低く、してはいけない質問の類い。 
 
5．「応募者の対人能力を知る」（以下同上） 
 A 職場の仲間に貴方はどのような人だと言われますか 
 B 職場で人と意見が対立した時のことを話して下さい 
 C 上司や同僚と意見が食い違った経験はありますか 
◎は B。効果が低いのは C。有り無しより対立した時にど
のような行動をとったかを知ることで対人能力が計れる。
ない場合は自分の意見を主張しない消極性が疑われる。 
 
6．「ミスから学ぶ能力を知る」（以下同上） 
 A ミスから学んだ最も大切なことは何ですか 
 B 貴方のミスなのに他人が責められたらどうしますか 
 C 誰でもミスするもの。最近どんなミスをしましたか 
◎は A。負ではなく、プラスな点を聴いている。この質問
に堂々と答える人は自信がある人。効果が低いのは B。タ
ラレバの質問は作り話をさせるだけ。面接は事実を引出す。 
 
7．「チームやグループで働いた経験を知る」（以下同上） 
 A グループで共同作業を進めるために何かした事は？ 
 B 他の人にやる気を起こさせた経験はありますか 
 C チームで役割を果たさない人と仕事をした経験は？ 
◎は B。ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを発揮できる人財を求めるならこの質問。 
答えが「ない」ならやる気を起こさせた経験がないか、そ
の重要性を認識してない人だと考えられる。 
 
８．「専門分野を知る」（以下同上） 
 A ほかの人より自信がある分野は何ですか 
 B この仕事に生かすことが出来る最大の強みは何？ 
 C 専門分野の最新情報をどのように入手していますか 
◎は A。どういった点で他人より適任であるかを聴ける。
B は強みを聴いているのと同じで効果が低い。 
 
9．「問題解決能力を知る」（以下同上） 
 A 問題に直面したら、どのような行動をとりますか 
 B 前職では、どのような問題を解決しましたか 
 C 過去の仕事で、重大な問題を明らかにしたことは？ 
◎は C。問題が生じた具体的な時期や内容を聴いている。
但し、いいえの場合、A の質問に移ると良い。B は具体的
な答えは返ってこないので効果が低い。 
 
10．「目標を知る」（以下同上） 
 A 5 年後あなたは何をしているでしょうか 
 B 短期の目標と長期の目標をそれぞれ挙げてください 
 C この仕事と貴方の長期的な計画との一致点は？ 
◎は B。応募者の用意した回答ではなく、将来の目標と今
回の仕事上での目標の両方が聴ける。A は 5 年の間に技術
がどれほど進化するか誰も予測出来ないのでナンセンス。 
 
という訳で、列挙しましたが、少し
でも採用の場面を効果的に出来れ
ばと思います。有難うございました。 

 
（引用：「人材を逃さない見抜く面接

質問 50 キャロル・マーティン 
岡村桂訳（Discover）」） 

 
 

 
 
RC の皆様には設立から大変お世話に
なったリトルシニアですが、今回 7 名
が卒団します。息子さんが盛岡から入団
している関係でテレビ岩手の平井アナ
夫妻が司会で 16:30 から卒団式、その
後懇親会です。感動ありの卒団式。多く
の企業からも参加されます。ご希望の方
は笹木まで。（会費制 5 千円） 
 

 
 

32 人中 14 人の出席 
出席率    51.8％   前回修正   59 .2％ 
 
メーキャップ  
11/8 （火）  意見交換会 
吉田和洋君・鹿討康弘君・佐々木史昭君・立花徳久君 
阿部一郎君・伊藤誠一郎君・上田穣君・滝田吉郎君 

 
 
 
 

◇吉田 和洋 君 『先週末は市PTA連合会研究大会でした。
夜は主催で３校祝賀会。大きな PTA 行事の主催はこれで
一段落。あとは卒業式まで一休み。ロータリー活動へシフ
ト。今週末は地区大会へ出席します。』 

 
◇三田 望 君 『11 月 12 日花巻ユネスコ協会の設立 50 周
年の式典が無事終わりました。佐藤良介さんには副会長と
して山折哲雄先生の接待をお任せしてご苦労かけました。
佐々木史昭さんには来賓として御出席頂き感謝です。今日
は途中退席となり、申し訳ありません。』 

 
◇佐々木 史昭君 『先週土曜日、花巻ユネスコ協会の創
立 50 周年記念式典に参加し、花巻出身の宗教学者、山折哲
雄さんの素晴らしい講演を聴いて参りました。深い洞察に
裏打ちされた花巻と宮澤賢治につながる人生観に大変感銘
を受けました。』 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「鯛の白胡麻風味パン粉焼き  
梅のタルタルソース」 
 

 

 
 
※11/26（土）花巻南 RC 創立 50 周年式典 

11/29(火) 米山奨学生スピーチ（菊の会合同夜例会） 
12/6 (火) 慶祝者スピーチ 
12/13(火) クラブ総会（次年度役員選出） 
12/20(火) Xmas 家族会（家族合同夜例会） 
12/27(火) 休会 

クラブ会報委員会 
委員長：橋川秀治(今回担当)、 副委員長：佐藤誠吾 

委員：多田浩二、前田 毅  AD：鹿討康弘  

◆ニコニコボックス 

◆第 3021 例会メニュー 

◆花巻リトルシニア卒団式（11/27(日)） 


