
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪街の様子≫ 

テト中は家族にて過ごすもの、玄関に黄色の梅の花

を飾り、街は花にてうめつくされます。 

1. ホーチミンの中心地はほとんどの店が閉じます 3～5

日間、ホーチミンの人口は 1/3 以下になってしまいま

す。 

2. カラオケ等の店も閉じます。 

3. ATM にお金がありません。 

4. ファミリーマートが 1 店開いていましたが商品がありま

せん。 

5. 家庭からはカラオケ、朝から乾杯（モッ、ハイ、バー、ヨ

ー）聞こえてきます 

6. 私が住んでいるホテルは50室ありますが、私しかいま

せん。もちろんレストランも閉じています。食事ができ

ないので、工場に来てお弁当を作って貰いました。ゴ

ルフ場にてお弁当作って貰いました。 

7. ホーチミンの街は花でうめつくされ、1 月 1 日のカウン

トダウンでは花火が炸裂します。バイクの洪水、動か

ないバイクが道全体に溢れます。 

8. テト前、テト中はバイクによるひったくりが多く、正月中

はバイクの暴走族も出現します。 

こんなベトナム、ホーチミンのテト正月です。 

 

【幹事報告】 前田 博志 幹事    

１．小諸高校音楽科より演奏会について 

   日時 3 月 6 日（日）14：00  

   会場 ホクト文化会館 

   日時 3 月 12 日（土）14：00  

   会場 軽井沢大賀ホール 

   入場無料 

２．例会変更 

   上田六文銭ＲＣ 3 月 15 日（火）   定刻受付あり 

              3 月 29 日（火）   定刻受付なし 

              4 月 12 日（火）   定刻受付あり 

  

◆点鐘 渡辺 頼雄 会長 

◆SAA 黒澤 明男 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 我らの生業 

 

【会長挨拶】  渡辺 頼雄 会長 

 今日は 2 月 14 日 1M 会員セミナー報告です。宜しく

お願い申し上げます。 

 2 月 20 日 掛川次期会長さん、橋詰職業奉仕委員長

さんと渡辺 3 名で第 2600 地区職業奉仕セミナーに行っ

てまいりました。日銀松本支店岡本支店長 需要の伸

びは海外に有り三井パストガバナー「内陸の貿易港を

目指して」、望月ガバナー「働くとは自分を磨くこと」グ

ループ代表 5 社の”私の職業”について発表がありまし

た。いずれも特徴ある心のこもった経営をされている話 

素晴らしかったです。掛川さん、橋詰さんからお話を頂

ければと思います。 

 私の方からはベトナムでのテト（旧正月）の様子につ

いてご報告します。 

ユウワベトナムの飯高社長からレポートをもらいまし

た。 

1. 2 月 6 日（土）から 2 月 14 日（日）までテト正月として

休みます。 

2. 地方出身者はこの期間中に移動を含め 10 日～15

日間の休暇をとります。 

3. 高官庁も 9 日間きっちり休みます。お巡りさんの姿

も見えません。 

4. テト前にはテトボーナス・有給の買取りを行います・

1 月分給料含め約 3 ヶ月の給料持って帰ります 

5.  忘年会 庭にテントを張り景品（日本からも送りま

す）を揃え約 1000 人の大パーティでスマホや冷蔵

庫もあります 

6.  田舎は近い人は 12 時間位、遠い人は 2 日間～3

日間かけてバスで帰る人が多いようです。 

 

◆会 長 / 渡辺 頼雄    ◆副 会 長 / 掛川興太郎 

◆幹 事 / 前田 博志    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 矢島 栄一 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階 
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◆ラッキー賞 

   ＮＯ．５   湯本 敏晴君 

 

◆ニコ BOX    小林 秋生 委員長 

 

掛川興太郎君 

職業奉仕セミナーの日時をうっかり

して、渡辺会長、橋詰さんにご迷惑

をおかけしました。 

小林 秋生君 
陽気が大分強くなって来ました。そ

れだけで春先は心がおどります。 

美薺津 明君 
クラブ運営委員会、副という事で

す。宜しくお願いします。 

小池平一郎君 
早退します。前田さん、矢島さんす

みません。 

 

◆【本日のプログラム】 「ＩＭ・会員セミナー報告」 

   

  るため、“怒りを笑いに変えるクレーム・コンサルタント”として活動を開始し、数多くの企業を顧客に持って実践的なクレ

ーム対応を指導しています。 

現在は全国で企業研修・セミナーで講師活動を展開、笑いの絶えないトークも好評で、「お笑い風クレーム対応セミナ

ー」とクチコミが拡がり、年間 200 本以上の講演・研修をこなしているという人物です。昨年は 256 本の講演を行ったとのこ

とです。 

私のセミナー講師に対する印象ですが、まず声のボリュームにかなり抑揚があり、メリハリが効いていて聞きやすく、眠

くなりにくい話し方です。セミナー中に言っていました。「眠そうな人を見つけると声のボリュームを上げますので、その際

はご注意ください」と。 

また、大事なところは繰り返します。2 回といわず何度でも繰り返して、聞いている人の記憶に残すという工夫が見られ

ました。 

もう一つは自虐ネタがかなり多いです。つまり自分が失敗した話しをして、そこから本筋に入っていく流れです。これも

聞いている人を飽きさせないテクニックだと感じました。 

 それでは本題に入りたいと思います。 

１．クレームは改善のヒント 

こういう声をよく聞きます。「クレームなんて一部の客のわがままですよね」。気持ちはわかります。ただ、クレームは考

渡辺 頼雄君 
職業奉仕セミナーにまじめに行っ

てまいりました。 

前田 博志君 ＩＭ、報告します。 

青松 英和君 
途中、早退します。申し訳ありま

せん。 

湯本 敏晴君 ラッキー賞、有難うございました。 

矢島 栄一君 
先週、結婚記念祝の素晴らしい

お花をいただきました。 

 

３．週報 

  東御ＲＣ 

 ≪本日の配布物≫ 

   週報 1307 号 

 

 

◆出席報告   中河 邦忠 委員 

会員数２３名 出席義務者２０名 免除者３名     

本 日         出 席  １６名 

            事前 MU ０名   ８０．００％    

前々回（2/9 ）   ＭＵ     ０名   ８０．００％ 

 

 IM 基調講演「お客様の怒りを笑いに変える／クレーム対応」の感想   矢島 栄一会員 

講師は谷厚志という方で、日本クレーム対応協会・代表理事をされています。学生時代から

関西を拠点にタレントとして活躍後、リクルートへ入社。 

リクルートでは、クレーム対応 2,000 本以上に接し、その中から独自の「クレーム客をお得意様

（ロイヤルカスタマー）に変える対話術」というものを確立。クレームで困っている企業を支援す  



え方・考えようです。「こうだったら満足したのに」「ちゃんとやってくれたら次もお宅を利用したんですよ」と言ってくださると

いうことは、お客様からのアドバイスをいただいている、さらには改善のヒント貰っているという捉え方、考え方もできるとい

うことです。 

２．クレームを大切にしている企業は儲かる 

  クレームを後回しにしている経営者や役員のいる企業はなかなか売上が上がらないという印象があります。さらには「ク

レームを処理する」という人もいます。クレームは処理するものではなく「対応するものです」といつも言っています。「処

理」という言葉は「嫌なお客」「早く済ませたい」という裏返しであり、ごみ処理と同じ考え方です。そうゆう認識で事業がうま

くいくわけがありません。「対応する」ことでお客様の怒りが笑顔に変わり、お得意様・ロイヤルカスタマーに変え口コミでお

客も増え、売上が上がり儲かるという結果につながるわけです。 

例としてメーカー花王の伝説のクレーム対応を紹介します。お茶のヘルシアです。 

ヘルシアは飲むと後味が苦いです。発売後まもなくお客様から電話が入りました。「ちょっとー、これ後味が苦いんです

けど大丈夫？変なものは言っていません？」という電話でした。花王の社員は、この声の裏には何千、何万の同様の声が

あると考え、ただちに出回っている大量の商品を自主回収しました。そしてペットボトルの裏側にこういう表記をいれました。

「ちょっと苦いけど大丈夫です。安心してお飲みください」（内容はちょっと違いますが） そして、全国に向けてドンドンドン

と発送しました。その後ヘルシアは花王の主力商品となっていくわけです。 

３．クレームは絶対「0」にはならない 

なぜ、「0」にはならないのか。それはクレームの 10～20％がお客様の思い込みや勘違いから発生するものだからです。

例えばどんな分かりやすい取扱説明書をつけたとしても、それを読まないでいきなり使ってしまう人が少なからずいます。 

４．クレーム対応でやっていただきたいこと、とくに部下に対して申し上げてほしいこと 

 ① まず、お客様に共感する。そしてお客様の言っていることをよく理解する。 

これができないとお客様は怒り続けます。謝るよりも、解決策を提示するよりも、まず共感することがとても重要です。経

験上、共感するには驚くことが効果的です。「エッ、そんなことが！」「それはさぞ大変だったことでしょうね」という使い方

です。 

 ② クレームを聞いているときはメモを取る。 

   メモはお客様が言ったことを極力全部書き残し報告させることです。個人の意見や感想は入れないこと。これを入れて

しまうと、大概は「こっちはちゃんとやっているのに、これくらいのことで怒ってきて変なお客なんです」という報告になっ

てしまい、その後の対応を失敗します。 

 ③ クレーム対応で言ってはいけない言葉 

   「おっしゃるとおりです」「ごもっともでございます」がＮＧワードです。 

   相手に理解を示すことではなく、賛同してしまっているから駄目なんです。クレームを聞いている間はどちらが悪いのか

わからないわけで、お客様の勘違いや思い込みだった時にそれを言ってしまうと、後でひっくり返すことはが不可能にな

ってしまうからです。 

 ④ 同じ視点に立って対応する（視点と目線がある） 

   同じ目線で対応することも重要です。理解する・共感するは同じ目線です。同じ視点とは、「自分が同じことをされたらど

う思うか」というマインドを持つこと、つまりは相手と同じ方向を見て、同じ視点で話しを聞くことができれば相手の怒りは

必ず収まるということです。 

  以上、基調講演の概要と私の感想です。 

 



   

「本をすすめる本屋を作ろう！」と大手コンビニ店長から一念発起転身して、本屋さんに。この書店から、全国のベ 

ストセラー本が生まれる現象が続出したと聞いています。私達は、お寿司屋さんに入ると、「ねぇ、板さん。今日のお薦 

めは？」と聞きながら赤貝食べますよね。本屋だって「ねぇ。店長、今のお薦めは？」と教えてもらいたいですよね＾＾。 

清水先生は「昔、私達が読んだ、伝記本がすっかり無くなってしまった」と嘆かれました。そう言えば、どの家庭でも 

「リンカーン」「エジソン」「宮沢諭吉」いっぱいありましたよね。今は、素敵な絵本で埋め尽くされていますが、もう一度、 

私達の孫に伝記本を！ 

先生は、会場にもたくさんの本群を持参して販売してくれました。 

古事記がお薦めみたいだったけど、その圧倒的な量に恐れをなして、私には手が出ませんでした。 

その中から、私は次の４冊を買い求め、行列に並んでサインして頂きました。 

①デンマルク国の話・内村鑑三著 

②モノの見方考え方・伊達一啓著 

③水平思考のすすめ方・山下貴史著 

④心に響く言葉・安岡正篤著 

どれも、この会場でなかったら、私には絶対出会わない本ばかりです。 

感謝しながら読んでみます。ワクワクしています。 

 

 

 

 

 

次 週 のプログラム：  

３月 １日 「創 立 夜 間 例 会 」 

次々週のプログラム：  

３月 ８日 「マイナス金 利 」  工 藤  泰 一 会 員   

 

第一講【非常識な読書すすめ】by 清水克衛。     前田 博志会員 

責任上、この第一講の講義報告を担当することになりました。そういうの、好きです

（笑）。だって眠っていられないですよね。必死に勉強しました。折角聞くんだから、しっか

り聴かないとね。 

講師の清水さんは、書店「読書のすすめ」店長。 


