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 「即実践！ビジネスペップトーク」
 

～盛岡青年会議所だより～



特集

【特 集 】

【ペップトークとは 】

 

　アメリカでは、アスリートを指揮する監督やコーチは、人種問題や言語の問題など日本では想像できない障

壁が多くありました。また、NFL や NBA が顕著であるように、監督やコーチよりも年俸・人気・実力のある

選手たちをまとめて、チームを勝利に導くためには、日本のように「上から目線」で指示・指導するのではなく、

選手ひとりひとりが持つ能力を遺憾なく発揮させるかが重要なポイントになってきました。 

　そんな状況の中で監督やコーチが選手とのコミュニケーションを取っていくときに 【選手が指導者の言うこ

とを聴かない】【選手の気持ちが理解できない】【自分の思い（考え）が選手に伝わらない】 といったジレンマ

がより強く存在しており、これらの問題を解決したのが「ペップトーク」でした。以降、ペップトークはアメ

リカのスポーツ界において多くの指導者が取り入れ実践してきました。また、語学と心理学の分析も進んだこ

とによってペップトークの技術もより洗練され、スポーツ以外にも様々な場面で使われるようになってきまし

た。

【発生と進化の背景 】

ペップトークの生まれたアメリカでは、意思表示の象徴としてスピーチを日常から行う文化が根付いて

いますが、日本におけるペップトークの普及は未熟であり、盲目的な叱咤激励が今も尚様々な場面で繰

り返されています。

【日本での現状】

　あなたが応援したい人を勇気づける言葉がけの技術です。 ペップトークは、もともとアメリカでスポー

ツの試合前に監督やコーチが選手を励ますために行っている短い激励のスピーチです。 日本を代表するア

スレチックトレーナー岩﨑由純がアメリカのスポーツ現場で学んだ「勇気を与える感動のスピ ーチ」を、

自分、家族、仲間に伝えるコミュニケーションスキルとして確立いたしました。 

　スポーツ現場はもちろん、家庭で、職場で、教育現場ですぐに実践できるシンプルでポジティブな言葉

を使った コミュニケーションです。

例として

　　　・なでしこジャパン佐々木監が督女子ワールドカップサッカー決勝 PK戦を前に選手たちに送った一言 

　　　　　　　　「お前ら、思いっきり楽しんでこい！」 

  ・東京消防庁ハイパーレスキュー隊の奥様が爆発した福島第１原発の消火活動に向かう夫にメールで送った一言 

　　　　　　　　「日本の救世主になってください！」  

 こんな一言をかけてもらえたら、そしてあなたがかけてあげられたら、

どんなにすてきでしょうか。 

 「即実践！ビジネスペップトーク」



特集

【ペップトークとセルフペップトークを上手に使おう 】

【セルフペップトークを使おう 】

【ビジネスシーンでも活用できる 】
　ペップトークはビジネス・シーンにおいても活用することができます。社員をプラス思考にして組織を活性

化したり、営業や開発に携わるメンバーを動機付けることで、顧客満足度の向上や売上拡大に結び付けること

も可能です。 

 ●ビジネス版の特徴
 　　　　　・業種や規模に関わらず、モチベーションアップが必要な全ての組織で導入できます。

 　　　　　・ビジネス・シーンに特化した事例やシナリオを用いるため、職場で即実践できます。

 　　　　　・各企業の事情・状況に合わせて、カスタマイズすることが可能です。

 　　　　　・戦略系の研修、あるいはリーダーシップ系の研修と組み合せることで効果が倍増します。 

　

●期待できる効果
 　　　　　・部下のマイナス思考をプラス思考へ、ネガティブな姿勢をポジティブな姿勢へ転換できます。

 　　　　　・組織の「理念」や「方針」を、現場の末端に至るまで“行動レベル”で浸透させられます。

 　　　　　・部下を育てるのが上手い管理職の人材育成ノウハウを、組織として共有化できます。

 　　　　　・ペップトークで動機付けられた部下のやる気は、長期間持続します。   

●活用できる場面（例）
 　　　　　・重要なプレゼンテーションや大口の契約取りを前に、緊張している社員に対して

 　　　　　・希望と異なる部署への配置されて、やる気が出ない社員に対して

 　　　　　・仕事の不調により落ち込んでいる社員に対して

 　　　　　・ライバル会社との競争で水をあけられ、閉塞感の漂う組織に対して 

　たかが言葉ぐらいで変わるの？　と考える人もいるかもしれません。しかしたかが言葉、されど言葉です。日本に

は言霊をいう言葉あるように、言葉の持つイメージ喚起力は強く、その言葉を使うことで現実になってしまうことは、

実際によくあることです。

  部下のやる気を引き出すのも、言葉の使い方次第。例のように上手くペップトークを使いこなし、チームの業績を上

げてください。

  もちろん部下だけでなく同僚、上司、取引先にもペップトークは使えます。普段より前向きな言葉を心がけていれば、

周囲の人たちからの信頼を受けるようになり、業績はますます上がるでしょう。

ペップトークが励ますのは、他人だけではありません。自分自身を励ます『セルフペップトーク』も可能です。

  例えば上司にいやなことを言われた時に、そこで感情を爆発させてもいいことはありません。気持ちをグッと飲み込み、

ネガティブな言葉をポジティブなものに変換しましょう。例えばこんなことを言われた時も、心の中で変換すれば、前向

きな言葉が潜在意識に刷り込まれ、やる気が出てきます。

　　・「なんだこのつまらん提案は！」　→　「お前ならもっといい提案を出せるはずだ 」

　　　 ・「なんでこんなことをしたんだ？」→「なにをしたかったか考えてみろ 」



事業報告

   今年度で３９回目となる盛岡さんさ踊りは、立ち上 
げ当初から盛岡青年会議所が関わり（主催団体の一 
つ）岩手県最大のお祭りとなりました。２０１４年は
和太鼓 同時演奏者数の世界最多記録（３，４３７人）
でギネスに認定され全国的な知名度を益々あげ、県内
外からの注目を集めています。 そして、２０１６年
度も多数の来場者にお越しいただき、東北のお祭りと
して、認知が進んできたのでしょう。 ２０１６年度
の盛岡さんさ踊り４日間は真夏の暑い気温の中行わ
れ、とても熱気のある年でした。 
　また、盛岡さんさ踊り4日目には『世界一の太鼓大
パレード』　『大輪踊り（だいわおどり）』の日でした。
最大級の熱気の中、盛岡JCメンバーは大太鼓・苑龍
を叩き、鐘を叩き、 声をあげ、個々の魅力を最大限
に発揮し、輪踊りを行い、さんさ踊りを盛り上げまし
た。　　　　
　２０１６年度さんさ踊りは練習会から通じて、 多
くの交流を認識し育んだと思います。それぞれ の個
性が発揮され、それぞれの個性を認識できた結果だと
思います。 ２０１７年度は記念すべく４０回目の盛
岡さんさ踊りになります。盛岡青年会議所として、盛
岡さんさ踊りの魅力を発信できればかと思います。
　　　ひとの繋がり創造委員会　委員長　日影　直人

8月例会　盛岡さんさ踊り報告

第３２回わんぱく相撲全国大会報告

 ７月３１日に開催された第３２回わんぱく相撲全
国大会に岩手県代表として出場する第２９回わんぱく
相撲盛岡場所で優勝した小学校４・5・６年生の３名
とともに東京都両国国技館へ赴きました。 

大会前日から東京入りし、開会式のリハーサルに参 
加し、その後保護者向けの講演会や子供たちの練習会 
にも参加しました。その後、相撲部屋に宿泊させてい
ただき、力士と寝食を共にするという貴重な体験をさ
せていただきました。 

大会当日、両国国技館には大勢の参加者とその 家族、
全国各地の青年会議所会員が集まり、とても賑 やか
でした。 岩手県代表の選手は優勝には届きませんで
したが、 対戦相手との体格差を感じさせない取り組
みは、応援している私たち大人も感動いたしました。 

 出場者成績
　　4年生　小笠原　颯　君：初戦敗退
　　5年生　工藤　佳大　君：初戦敗退
　　6年生　細田　次代　君：3回戦敗退

　　　   未来の担い手スポーツ推進委員会
　　　　　　　　　　　　　委員長　菅原　一法



事業・出向者報告

「即実践！ビジネスペップトーク」～言葉の力でコミュニケーション能力を高めよう～報告

 去る8月6日（土）、盛岡タカヤアリーナにて8月事
業「即実践！ビジネスペップトーク～言葉の力でコ
ミュニケーション能力を高めよう～」を開催いたしま
した。多くのご参加いただきまして感謝申し上げます。

　8月事業では、4月例会で学んだ「ペップトーク」
を用いて盛岡市民の皆様対象にビジネスシーンにおけ
るペップトーク活用方法「ビジネスペップトーク」を
ペップトーク協会より安　真紀先生をお招きし、市民
の皆様共により良いコミュニケーションのとり方を学
ぶ機会を設け思いやりの心を備え未来を創造していく
事を目的として開催いたしました。

　第1部では安　先生による「ペップトーク」・「ビ
ジネスペップトーク」の体験・体感型の講演会をして
頂き、第2部では市民の方々と共に映像を用いりなが
らグループワークを行いました。

　今後も引き続き地域市民に発信していくことで、
ひとの意識変革に繋げていきたいと考えております。

                    　心の醸成委員会　委員長　松久 大三

 東北ゼミナール第５講座

   去る7月30日（土）、31日（日）に東北ゼミナール
委員会第三講座が、青森県八戸市にて開催されました。

「気概と覚悟」をテーマに、公益社団法人日本青年会
議所2010年度会頭　相澤弥一郎先輩による講演「気
概と覚悟　～地域を背負う真のリーダーとは～」、同
東北地区協議会2016年度会長大泉勝嗣君による講演

「次世代へ夢と希望溢れる東北の実現」、そして相澤先
輩、大泉会長による対談「無限の可能性に挑戦するリー
ダーとなるために」を拝聴致しました。真のリーダー、
そして東北のリーダーとしての気概と覚悟を多くの事
例や経験談を通して学ばせて頂きました。今回が最終
講座となり、東北青年フォーラムinとめでの成果発表
を残すのみとなりました。一年間出向させて頂いた感
謝をこめて準備をし、学びと経験をまちの未来の為に
お返ししたいと思います。

　　東北ゼミナール委員会　菊池ゼミ　伊藤淳之介



事業予告

第３回仮会員オリエンテーション
　来る９月３０日（金）１９時より、大通りのクイー
ンズフォンテにて『第３回仮会員オリエンテーション』
が開催されます！今回のオリエンテーションでは『あ
なたもこれから拡大委員長』と題し、今までのオリテ
ンの検証を踏まえた勧誘体験をして頂き、どのような
ことを話せば相手にJCの意義や楽しさが伝わるかを
整理し考えることで今後の盛岡青年会議所の拡大にメ
ンバー一人ひとりが寄与できる機会と致します。また
当日はメンバーの皆様と新入会員・仮会員の皆様の貴
重な交流の場として楽しい設営をしてまいりたいと思
いますので、皆様の奮ってのご参加を心よりお待ち申
し上げております。
　　　　　　会員拡大委員会　委員長　小谷地　麻里

　来る9月19日（月･祝）にもりおかクリーン選手権
2016を開催いたします。
　この事業は、６０分の競技時間でチーム毎に清掃活
動を行いながら2箇所のチェックポイントで 盛岡市総
合計画と希望郷いわて国体に関する問題を解いて、 
最後に拾ったゴミを計測して順位を競うというもの
です。盛岡市総合計画や翌月に控える国体について考
えながらまちを歩き、まちを考えていただければと思
います。今年で10年目を迎えるいしがきミュージッ
クの翌日という事もあり、通常よりもたくさんの人が
訪れた後となるので、しっかりと清掃活動を行って気
持ちよく来盛される選手や関係者を迎えていけたらと
思っております。
　また、今回は希望郷いわて国体･希望郷いわて大会
盛岡市実行委員会様に共催いただきより多くの市民の
方を巻き込み、共に未来を構想していきたいと思いま
す。　たくさんのメンバーのご参加をお待ちしており
ます！　　　　　　
                            未来構想委員会委員長　土樋　梓

もりおかクリーン選手権2016

第２回オリエンテーションの様子

第２回オリエンテーション集合写真
高宮光敏先輩の講演の様子
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事業予告

９月例会
　来る9月21日（水）、盛岡グランドホテルにて9月例
会『出向者連絡会議』を行います。
本年度も、盛岡青年会議所より日本青年会議所、東北
地区協議会、岩手ブロック協議会へ多くの出向者を輩
出しており、出向者の皆様は盛岡の代表として各出向
先で『明るい豊かな社会への実現』へ向けご尽力され
ておられます。
　9月例会では、出向者が出向先で事業目的達成の為
にどのような活動を行ったのか、そこから得られた経
験や学びを多くのメンバーで共有することで、当会議
所の今後の運動の更なる活性化へと繋げていければと
思っております。

 例会は2部構成としており、第1部は出向者を代表し
て大泉勝嗣君、岩渕健二君、佐藤優君の３名にご自身
の豊富なご経験をお話頂きます。第2部では飲食をと
りながら、事前に出向者へ依頼をしておりますヒアリ
ングシートの中から出向先での楽しかった、面白かっ
たエピソードを設営側にて選定させて頂きご披露させ
て頂きます。
 大変貴重な機会でございますので、お忙しい中とは
存じますが、多くの皆様のご参加をお待ち申し上げて
おります。
                        　　　　　　　　事務局長　服部　達

９月通常総会
　９月通常総会は一般社団法人盛岡青年会議所定款
に 基づき、２０１６年度の補正予算・事業計画修正
と 個人情報保護規程変更・個人番号及び特定個人情
報取扱規程制定（案）そして、２０１７年度新役員の
選任をメンバー全員で決議し、 決議事項を共有する
ことが大前提として位置付けられています。全会員
をもって一般社団法人盛岡青年会議 所の定款に基づ
き、２０１６年度の必要な案件を決議すること、また

２０１７年度の新役員等を選任・承認し、次年度体制
への意識統一を図ることを目的としております。
　会員の皆様の本人出席、またどうしても出席できな
い方は委任状の提出をお願いいたします。

日時：9月21日（水）　18時30分～ 
場所：盛岡グランドホテル
　　　　　　　総務広報委員会　委員長　藤澤　平

東北青年フォーラム
　来たる、9月2(金) ～ 4日(日)に市民意識変革運動の
発信、会員意識の向上、地域啓発や会員相互の情報交
換する場として2016年度東北青年フォーラムが開催
されます。
本年度は、「羽ばたけ！新たな可能性へ今、故郷の心
をつなぐ」のスローガンのもと、公益社団法人とめ青
年会議所の主管で開催されます。
　公益社団法人日本青年会議所東北地区協議会には会
長の大泉勝嗣君をはじめ盛岡青年会議所より多くの出

向者がおります。出向メンバーを支援すると共に、東
北各地で運動を展開してきた青年が集い、互いの活動
を認め合い、歩みを進める同志としての友情や信頼関
係、連帯意識を醸成しながらメンバー同士の結束を高
める機会となります。是非多くのメンバーのご参加を
心よりお待ち申し上げます。

　　　　　　心の醸成委員会　委員長　松久　大三

思いやりプロジェクト
　4 月例会にてこれから１年間豊かな心を醸成する為に、相手を思いやる気持ちを持ったうえで、どのように取

り組みを行って行くかをペップ式に考えその取り組みを「思いやりプロジェクト」として一人ひとりの行動指針

を決めていただきました。その取り組みを委員会訪問、オブザーブ参加させて頂きまして青年太陽で今後ご報告

させて頂きます。

　会員拡大委員会　副委員長　工藤　尚副委員長は、「ペップ！ペップ！ポジティブ家族！」家庭内でも学んだ

「ペップトーク」を使用しながらポジティブで前向きな言動・行動をとることにより周りに笑顔が多くなったと伺

いました。ペップトークは短期的に使用しても豊かな心は醸成されていきません。長期的にペップトークを取り

組むことで豊かな心は醸成されていきます。今後も引き続き「ペップトーク」・「思いやりプロジェクト」を学び

取り組んでいきましょう。



8

発行：一般社団法人盛岡青年会議所　理事長　高橋　一仁

編集：総務広報委員会
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青年太陽バックナンバーは盛岡青年会議所
ホームページにてご覧いただけます！

まずは検索サイトで　盛岡青年会議所　を検索しアクセス！

もしくは　http://www.moriokajc.org/　まで

▼

左側メニューの中から青年太陽をクリック！

▼

２０１２年度分よりご閲覧いただけます
※左側メニュー「盛岡青年会議所について」より２００５年度分よりご覧いただけますが
　現在ページ統一に向け準備中でございます。

　去る 7 月 24 日（日）に第 40 回盛岡・北上川ゴムボート川下り大会が開催され、盛岡

青年会議所広報誌である「青年太陽〜青年会議所だより〜」の PR と各地域で開催されて

いるの素晴らしいイベント体感するべく、チーム青年太陽としてタイムレース部門に 2 チー

ム（1 チーム 2 人ペア）参加してまいりました。北上川は岩手県岩手町の源泉から宮城県

北上町の河口まで 249km で世界でも珍しい地球の経緯に沿って「北から南」に下がる川

です。そのうち、川下り大会は盛岡市四十四田ダムより約 8km のコースを下り開運橋がゴー

ル地点です。所要時間は約 40 分〜 1 時間 30 分程で下ることができます。前年の 39 回大

会では参加者人数でギネス記録 1 位となるほど、盛岡市の一大イベントです。

　大会出場エントリーはギリギリになってしまいましたが、少しでも青年太陽を市民の皆

様に知って頂きたいと願う、渡邉里沙幹事の尽力で、過去何度も当大会で優勝しいる赤坂

繁忠さんからボートの貸出やサポートを受けることができ出場することができました。

　今大会のタイムレース部門には 665 チームが参加し、9：00 から 50 チームずつ 10 分おきにスタートしました。チーム

青年太陽の 2 チームは 564 番、565 番のためスタートは 10：50 分となりました。

スタート直後は 2 チームとも息が合わず一緒にスタートした 50 チームの中でも最後

方に位置することとなりました。もはやライバルはチーム青年太陽の仲間同士、遅

いながらもデッドヒートする 2 チーム。

　そんな中ハプニングが起きました。少し流れは速いが、そこまで急流ではない所

で、僅かに岩に乗り上げた 565 番チーム。次の瞬間の安達君が突如、でんぐり返し

する様に川へ転落。一瞬の間を置いて川から鬼気迫る形相の安達君が現れ、必死に

ボートに捕まろうとしますが、中々ボートにしがみつけません。相方の藤田君は必

死に手を伸ばし助けようとします。何とか安達君がボートにしがみつき、這い上がっ

たときは私も私のペア豊岡君も本当に安堵しました。その後は共に危機を乗り越えた

せいか徐々にペアの息も合い始め順調に下ることができ、幾つかある橋の下を通過す

るときは青年太陽フラッグを掲げる余裕も出てきました。ゴール直前の材木町を通過

するときには藤澤平委員長も応援に駆けつけてくれたので、その時は、しっかりと青

年太陽フラッグを 2 チームとも掲げることができました。

　その後は無事ゴールし、564 番チーム 489 位、565 番チーム 491 位と順位での活

躍はできませんでしたが、フラッグを掲げることで盛岡市民の皆様に青年太陽を少し

でも知っていただく機会となったと思います。

　最後になりますが、今大会に出場し改めて盛岡には地域を活性化することができる資源や、それを活かし楽しむことが出

来る人材が数多くいることを再認識させて頂きました。この経験を今後の青年会議所運動にも活かしていきたいと思います。

そして、この様な貴重な体験をさせて頂けたことに心から感謝致します。　　　　総務広報委員会副委員長　松本　陽吉
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