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でお送りしましたので、出欠の回答は 21 日（水）ま

11 月 8 日(木) 小雨

でに、事務局までお願い致します。／ガバナー月信 11

●ソング／我等の生業

月号が届きました。入り口に置いてありますので、お

●司会／海野均副会長

持ち帰りください。

●ゲスト／㈱イシキスト代表取締役

山田

康博様

●委員会報告／なし

または、ﾏｼﾞｯｸ･ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ／企業ﾒﾝﾀﾘｽﾄ

●主要プログラム

スペンサー・トリックス様

「魔法の研修：成果をもたら

●ビジター／網走西

1名

●11 月 8 日出席率／会員 34 名中欠席 14 名、規定除
外者 4 名 53.3%
●10 月 25 日確定出席率／会員 34 名中欠席 6 名、規
定除外者 6 名 78.5%
●会長報告／なし

す意識の変え方」
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または、ﾏｼﾞｯｸ･ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ／
企業メンタリスト

スペンサー・トリックス様

当社の「魔法の研修」では、プロマジシャン兼企業
メンタリストでもあるスペンサー・トリックスが随

●幹事報告／前回例会終了後、定例理事会を開催し

所に「驚き」を散りばめながら、
「メンタリスト」の

ましたのでご報告します。年間プログラムと 2020 年

知識や技術を用いて受講者のモチベーションを上げ、

3/7・8 の PETS・財団・米山セミナーのホストクラブ

同時に営業やプレゼン、人間関係に有効活用できる

引き受けについて承認されました。／11/15（木）の

色々な「考え方」や誰にでもできる「簡単なコツ」を

夜間移動例会兼会員増強会でのゲスト会費 2,000 円

伝授いたします。

の経理区分は、広報・会員増強委員会で負担するとい
う事で承認されました。あつ賀にて、ブリの会です。
／11/21（水）に、昭和 34 年生まれ以降の会員を対象

「魔法の研修」はただの座学ではなく、左脳（知識・
法則）と右脳（感情の揺れ）を両方使っていく双方向
ライブ形式の研修プログラムです。
「楽しく、学びた
くなる研修を」という信念のもと「明日からの行動」

に第 2 回インスピレーションミーティングの開催を

を変える最適な内容を目の覚めるようなプレゼンテ

予定しています。／11/29（木）は、京王プラザホテ

ーションでお伝えします。

ルにて手稲 RC との合同例会です。先日、案内文を FAX

12 年間の金融機関勤務を経てプロマジシャン／メ

ンタリストとして独立した私は、様々な方の「催眠セ

メニュー」は思い出せないのに、
「災害時のこと」は

ッション（＝意識の整理）
」を通じて、
「物の見方を変

何年前でも鮮明に記憶されていたりしますよね。こ

え、意識を前向きにする技術」を「セミナー／研修」

の 2 つの違いは「感情の揺れの有無」です。何かを学

として形にしました。これが「魔法の研修」の始まり

ぶときは「左脳（知識・法則）」と「右脳（感情の揺

です。

れ）」を同時に使っていく必要があります。

今では大和グループなど大手企業での講演や、テ

「魔法の研修」ではこの仕組みに基づいた最適な

レビ出演など幅広く活動させていただいています。

やり方で受講者の「感情」を揺さぶりながら「知識・

現在、多くの企業が社員の意識について、以下のよう

法則」
「すぐに使える簡単なコツ」などをお伝えする

な悩みを抱えています。

ことによって、受講者の意識に変化を起こします。

・社員のモチベーションが低い

「マイナスの思い込み脱却法」や社員の意識を統一

・社員に主体性がない

する「リアクション言語」などのツールも多数取り揃

・入社してもすぐ辞めてしまう

えお客様の課題に合わせてオーダーメイド致します。

・頑張っても成果に繋がらない

11 月 30 日までにご連絡いただけた方には「会社の意

一番の原因は「誤った思い込みによる意識や前提の

識改善相談」を無料で行います。また、限定期間内に

ズレ」で、それに気づかずに物事を進めようとするた

「即決申込」された方には「魔法の研修」を特別価格

めに、それぞれの矢印がバラバラの方向に進んでし

にて提供させていただきます。

まいます。価値観や目標は共有されず、毎年研修を受

「人生は即断即決」です！社員教育にお金と時間

けさせても社内の空気は「ぬるま湯」状態。これでは

を費やすなら「ワクワクするような研修」に使いまし

「組織として」前進することは不可能です。

ょう！私の電話番号は 080−3232−8872 です！今すぐ

「研修」をより効果の高いものにするための要素
として「感情の揺れ」があります。
「4 日前の昼食の

海野
西

ご連絡ください！あなたの課題やお悩みに合わせて
「魔法の研修」で変化を起こします！

均会員：吉田さんの代役です。スペンサー・トリックさん、本日楽しみにしております。
智樹会員：本日の卓話すごく楽しみにしてました。よろしくお願いします。

池上喜重子会員：色々とお世話おかけいたしました。お久しぶりです。
得能宗洋会員：スぺさん、本日はよろしくお願いします。楽しみにしています。
中嶋成実会員：小春日和の季節を迎えて。
久保

隆会員：入会記念日祝。

渡邊葉子会員：森本先生の快気祝。
小林秀樹会員： 59 才になりました。本日スペンサーさんの卓話楽しみなのですが早退する事をお許し下さい。
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市内他クラブのプログラム
(金) 札幌幌南 繰り下げ合同例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
(ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ)
(金) ﾗｲﾗｯｸ衛星 通常例会
(土) 札幌手稲 夜間移動例会 年次総会
地区財団補助金から活用事例 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)
(月) 札幌南
法定休日週の為、休会
(月) 札幌北
法定休日週の為、休会
(火) 札幌西
(火) はまなす 法定休日週の為、休会

次回プログラム

11/29（木)

18：00〜
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(火)
(火)
(水)
(水)
(水)
(水)
(木)

札幌清田 法定休日週の為、休会
大通公園 通常例会
モーニング 法定休日週の為、休会
法定休日週の為、休会
札幌
法定休日週の為、休会
真駒内
法定休日週の為、休会
新札幌
札幌東
これからの自動車 (札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ)

札幌手稲 RC・札幌西北 RC 合同例会
会場：京王プラザホテル

22 階「ペガサス」

ソング：四つのテスト・手に手つないで
例会場：三越札幌店４Ｆライラック

例会日：毎週木曜日１２：３０

会報委員／松下徳良、望月陽介、遠島芳然、○出口元治
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