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2020～2021年度 国際ロータリー会長

ホルガー・クナーク

●会 長 加島 繁 ●副会長 橋元 隆 ●幹 事 高岡 和也 ●編 集 広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）

本 日 の
プログラム

会員卓話＝池畠泰光君
「激動の流通業界 50 年の歴史を語ります !!
東のヨーカ堂、西のダイエー、九州の寿屋、鹿児島では…」

加島

繁

こんにちは。2 月 20 日の報道によります
と、昨年 12 月に発覚した衛星放送に関する
接待疑惑について、総務省局長らは「記憶
にない」と突っぱねてきましたが、会食時
の音声データという「証拠」により、先週末、
内部調査が出る前に更迭され、総務大臣は
通常の人事異動だと発言しました。とうい
う事で、本日の会長の時間は、人がつく嘘や隠し事を暴く
テクニックの話です。
元警部で詐欺、横領、贈収賄賂事件などを扱う知能・経
済犯担当の刑事を 20 年経験した森 透匡（ゆきまさ）さん
の本から抜粋した話です。
人は嘘をつく時そのサインが現れます。例えばよくある
会話で、
「今日どこで飲んできたのか」とたずねると「今日、
残業で遅くなって全然飲めなかった」と回答したとします。
これを解説しますと、そもそも質問のどこで飲んだかを答
えていない、答えられない理由があるのですんなり答えが
出てこないのです。
このほかにも質問されると質問を繰り返す。質問する理
由を質問で返して様子を見る。辻褄が合わない話をする。
間髪入れずに答える。答えにならない発言をする。余計な
説明が多い。さらに自分の印象を良くしようとする。急に
褒めて
くる。礼儀正しくなる。問題を軽く扱う。逆切れするな
どです。
そのうえ顔が赤くなったり青くなったり、瞬きが多くなっ
たり、目をつぶったり唾を飲んだり咳払いをしたりなど様々
な反応が出てきます。

ゲスト卓話＝「コロナから始まる僕の冒険」
■ 薩摩剣士隼人「コロナから始まる僕の冒険」
一般社団法人チェスト連合

代表理事

外山

雄大

薩摩剣士隼人は誕生して 11 年になります。
鹿児島各地でロケをしたテレビシリーズを
はじめ、南日本新聞の四コマ漫画、県内企
業とのコラボ、鹿児島県警、自衛隊、消防局、
税務署のイメージキャラクター、鹿児島県
庁や県特産品協会と一緒に鹿児島の魅力を
発信する活動もしました。鹿児島県 PR キャラクターぐり
ぶーのプロモーション、出水とりとりガールズと錦江くわ
がたガールズの戦いを発端に、出水市と錦江町に「敵対都
市提携」を締結させ、楽しくバトルしながら両町の魅力を
TV ラジオ新聞のマスメディアを使って発信する等、「地域
活性化をエンターテインメント化する」をスローガンに 10
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

３月

水と衛生月間

前回例会出席率

64.0％

しかし、2,000 人以上の取り調べや事情聴取を担当しても、
そのすべての人の嘘を見抜けたわけではありません。
嘘というのは、いくら本人にうそのサインが出ていたと
しても「嘘をついていました」と自白して、初めて嘘が確
定します。
それ以外は推測でしかないのです。
厄介なのは、やってもいないのにやっているように見え
る人です。
ガタガタ震えたり、おろおろしたりする人はやっている
ように見えてしまうからです。やっていないのなら「もっ
としっかりしょうよ」と言いたくなります。
とはいえ、嘘や隠し事を見抜くという事は、つまり「言
いたくない真実を白状」させるという事です。
結論から言いますと核心を付いた質問の仕方が重要で、
さらに決定的な証拠を示すとほとんどの人は嘘を付けなく
なるのだそうです。
筆者は、「このテクニックが相手の言いたくないことを聞
き出す立場の方々、特に企業の経営者、人事担当者、監査
役などの生活やビジネスの手助けになれば幸いです。人の
嘘を見抜くのは、刑事でも難しい作業です。
生身の人間の心理を見抜くのはそれほど簡単ではないの
です。
将来、ＡＩが嘘を見抜く技術を持つようになったら、刑
事が不要になる時代が来るかもしれません。
」と綴っていま
す。
一言で嘘といっても到底許されない嘘もあれば、相手を
気遣う優しい嘘もあります。いずれにしましても嘘を見抜
きたい方も、見抜かれたくない方も、参考になさってはい
かがでしょうか？
以上会長の時間でした。
年間活動してきました。
そんな活動も 2020 年 2 月から日本中を巻き込んだコロナ
禍で一変します。人を集めてはいけない、イベントはした
らだめ。そんな中で、僕達は新しいことに次々と挑戦して
きました。厄病退散の妖怪「アマビエ様」を日本最速で復
活させ、一週間で様々なグッズを開発し通販開始。中郡小
学校のおやじの会と連携してアマビエ様が自ら 35m のアマ
ビエ様の地上絵を描き全国版の Yahoo! ニュースのアクセ
スランキング１位になりました。県知事選挙では選挙管理
委員会に働きかけ薩摩剣士隼人が投票率
アップのお手伝いをしました。姶良市商
工会と共同で隼人が自らトラクターを運
転し田植えをしアマビエ様が厄病退散パ
ワーを送った「薩摩剣士隼人のお米」を
販売。天文館の通り会とコロナ禍以降鹿
児島初の一万人規模の大型イベント「天
下 隆治
文館 九月灯」を開催。
プログラム委員長紹介

〒892-0828 鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099
（223）
9366・FAX.099（239）3504

メール
kchuorc@bi.wakwak.com
ホームページ http://kagoshimachuo-rc.jp/

鹿児島県観光連盟と協働で鹿児島のグルメ
レポートを薩摩剣士隼人が行いアジアを中
心に 7 か国語に翻訳し各国の公式チャンネ
ルで配信。現在は薩英戦争に巻き込まれ桜
島沖に沈んでいる五代友厚の三艘の薩摩藩
帆船を引き上げるプロジェクトを始めまし
た。
イベントは出来なくなってしまったけれ
どまだまだやれることは無限にあるはず。
これからも上を向いて前に進んでいこう。

スマイル発表

出席報告

スマイル

会務報告
月前に病死したことが悔やまれますが、今頃はお浄土で 77 年振り
の親子再会を喜び合っていけることと思います。
●本坊 修君／ 20 日（土）沖縄尚学と樟南高校とのオンラインに
依る発表会無事終わりました。交流事業が中断する事なく出来ま
したのも高校生の熱意のお陰です。

●海江田 順三郎君／戦前、私の祖父が経営していました米の卸
店に勤務し、第２次大戦に硫黄島で戦死した人物の遺骨が DNA 鑑
定で身元が判明し、遺族に届けられたと、昨日の南日本新聞で報
道されました。21 回現地での遺骨収集に参加した長男がガンで４ヶ

第１９９９回例会記録
2

月

22

日
（月）

ロータリーソング：「四つのテスト」
職業宣言唱和：7
ゲスト紹介：卓話ゲスト＝一般社団法人チェスト連合代表理事
薩摩剣士隼人制作総監督
ビジター紹介：外山 雄大（とやま たけひろ）様
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長 加島 繁君
会務報告：幹事 高岡 和也君
１）本日の配布
週報のみ
２）鹿児島東ＲＣとの合同例会開催について。出欠回答〆切
２月 26 日 ( 金）
日時：３月 11 日（木） 12：30 ～ 13：30
場所：サンデイズイン鹿児島
今回の合同例会は昼例会となっております。お間違いのな
いようお気を付け下さい
日時：３月１5 日（月） 18：30 ～
場所：ホテルグランセレッソ鹿児島 きずな
例会の時間場所が変更となっております。
４）RCC 例会 ２/28（日）11：00 ～
天文館松山通りリンクビル 9 階
氏名出席者→平山・坂元（次） 各会員

２月22日のスマイル 小計 5,000円 2020〜2021年度 累計 403,098円

５）次週 ３/ １ 例会プログラム
会員卓話 = 池畠 泰光会員
「激動の流通業界 50 年の歴史を語ります !!
東のヨーカ堂、西のダイエー、
九州の寿屋、鹿児島では・・・」
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：ゲスト紹介 = 下 隆治君
ゲスト卓話＝一般社団法人チェスト連合
薩摩剣士隼人制作総監督
外山 雄大（とやま たけひろ）様
「コロナから始まる僕の冒険」

次回例会 令和３年３月 11 日（木）
鹿児島東ＲＣとの合同例会
12：30 〜 サンデイズイン鹿児島
出席率
第1999回例会
前々回（2月8日）の補正

本日の曲目：この素晴らしき世界・ユーレイズミーアップ・愛のあいさつ・星に願いを

会員数
54名
54名

出席数
32名
38名

出席報告
64.00%
74.51%

演奏：入来慶子

