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第 1115 回例会報告                          10 月  5 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  10 月   12 日（水） 次週予告  10 月  17 日（月） 

◎ソング 「四つのテスト」 

           野木 久子 会員  

◎プログラム  特別講師 卓話 

        宝塚市教育委員会教育長 須貝 浩三様 

◎ソング  

              

◎プログラム 宝塚中ﾌﾟﾛﾊﾞｽｸﾗﾌﾞとの合同例会 

ホテル 若水にて 午後 6時 30分より           

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

 

東京工業大学栄誉教授の大隅良典氏が２０１６

年のノーベル医学・生理学賞を受賞したことが中

国でも大きな注目を集めているそうです。 

中国メディアは「日本が数多くのノーベル賞受

賞者を輩出できるのは、日本の科学技術力の高さ

を示す証左である。」と主張し、日本の科学技術力

が中国を上回っている理由について次のように考

察しています。 

記事は、日本のノーベル賞受賞者の数が大隅氏

を含めて２５人に達したことを紹介した上で、「自

然科学分野において日本は米国に次ぐ研究大国で

ある。 

京都大学や東京大学を始めとする日本の国立大

学は、人類の発展に貢献できる科学者を数多く輩

出している。」と伝えました。 

続けて、「中国の国内総生産（ＧＤＰ）は日本を

上回ったが、中国はノーベル賞を受賞できるだけ

の研究や科学分野におけるイノベーションの点で

日本に圧倒的に遅れを取っているのが現実で、Ｇ

ＤＰだけで国の力は測れない。」としています。 

さらに、日本が多くのノーベル賞受賞者を輩出

できる理由として、「日本の大学教授は評価のため

だけに論文を書き、研究を行うわけではない。中

国のように功名心や野心が動機ではなく、あくま

でも興味と好奇心が根底にある。研究に打ち込む

ことのできる環境づくりも要因の１つだ。」とも言

っています。 

また、研究者たちの努力も重要な要因であると

し、「日本人研究者たちは歳を重ねても連日のよう

に深夜遅くまで研究に没頭しており、そのような

研究熱心な姿が中国人留学生たちの尊敬を集める

所以である。 

こうした複数の要因があるからこそ、日本の科

学技術力は世界トップクラスなのであり、自然科

学分野で日本から多くのノーベル賞受賞者が輩出

されるのだ。」と論じました。 

このような論評はうれしい反面、中国の台頭に
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より危機的状態に瀕しつつある日本のモノ作りの

現状を考えると複雑な気持ちになります。 

 

本日の本は「自分は自分 人は人」和田秀樹著 

新講社ワイド新書です。 

むやみに人と争わず、自分のペースを守って生

きたい人のための本です。 

現代社会は競争が激しく、経済も厳しい状況が

続いています。 

自分のペースで生きたい、争わない生き方をし

たい人が、自分の目標をちゃんと達成し、夢を実

現するにはどうしたらいいかを、自らも争いごと

が嫌いだという著者が、他人と争わず、マイペー

スでも結果を出せる方法を述べています。 

どちらかというと会社員を対象としている内容

ですが、私たちが読んでも遅すぎることはありま

せん。 

人と争うことが自分を奮い立たせることにつな

がると思う人もいるかもしれませんが、何事にお

いても自分がやるべきことをきちんとできている

かどうかが大事で、それが人生の充足感につなが

ると著者は考えており、本書は「自分は自分、人

は人」、つまりマイペースであることによってもた

らされる強みについて説かれています。 

「このままでいいんだ」という自信が生まれれ

ば、もう焦りはなくなるということです。 

煩悩が多い私たちにはなかなか難しい境地です。 

 

 

クラブフォーラム 

「補助金プロジェクトの進捗状況」 山本会長 

 

12月 3日にベガホールで行う当クラブ主催地区補

助金プロジェクト「ベガ クラシックフェスタ」

には、宝塚市長も参加頂けることになっています。 

 先日は宝塚の情報誌「ウイズ宝塚」にも大きく

取り上げられました。また、宝塚市報にも大きく

掲載して頂けることになっております。 

***本日現在の切符の販売状況*** 

切符総数は約 400枚（9月下旬販売開始） 

（確定）宝塚文化財団 35枚（コンビニ販売含む） 

（確定）宝塚演奏家連盟 50枚 

宝塚市教育委員会にご紹介頂く中学生 100人招待 

      （確定）100枚（補助金にて支出） 

（変動あり）宝塚ロータリークラブ 50枚 

（変動あり）宝塚武庫川ロータリークラブ 50枚 

当クラブ会員分を含み残りは 100枚程度です。 

1人でも多く参加頂けるようご協力をよろしくお

願い致します。 

 

 

○中井 宏行 様（宝塚ロータリークラブ会長） 

 宝塚中ロータリークラブの皆様こんにちは。 

宝塚ロータリークラブを代表して、貴クラブとの

発展的な交流を願っています。 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○草野 旦 君 

 台風が近づいているようです。 

皆様 早く帰りましょう。 

 

○那須 範満 君 

 先日、新しい事務所に引っ越しして広く明るく

成りました。ご協力ありがとうございました。 

 

○芝池 巌 君 

 宝塚ロータリークラブ会長の中井様、幹事の安

藤様ようこそお越しいただきました。 

 

○田村 久子 君 

 今日は、東大寺の転害会（てがいえ）の法要に

参拝して、一年に一日だけ公開される国宝僧形八

幡神像（そうぎょうはちまんじんぞう）を拝んで

来ました。右手に錫杖（しゃくじょう）を持ち、

左手に数珠を持っていらっしゃって、日本の宗教

の懐の深さを感じてきました。 

素晴らしかったです。 

 

○谷口 敏彦 君 

 久しぶりの例会です。 

宝塚ロータリー会長・幹事表敬訪問ご苦労様です。 

 

 

□ソング 

 「君が代」「奉仕の理想」       

小山 一子 会員

プログラム 

週刊報告 

ニコニコ箱 
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□お客様 

中井 宏行 様 （宝塚ロータリークラブ会長） 

安藤 幹根 様 （宝塚ロータリークラブ幹事） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 2 32 23  71.88 

前々回 

9/14 
34 2 32 24 3 75.00 

 

□幹事報告 

 

 

 

***************************************  

☆☆10月のお祝い☆☆  

会員誕生日  

6日  野木 久子 会員  

14日 細川 洋一 会員 

17日 槙野 稔   会員 

17日 木本 玲子 会員 

奥様（ご主人様）誕生日  

1日  池田 英樹 様  

15日 堀  典子 様  

22日 矢野 美保 様 

結婚記念日 

1日  田辺 源一郎・朱希美 様 

2日  槙野 稔・真理 様 

2日  栗田 義博・加寿子 様 

11日 定籐 繁樹・登紀子 様 

13日 池田 美江・英樹 様 

19日 大西 利哉・奈津子 様 

24日 那須 範満・次子 様 

28日 大門 勝史・美智子 様 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 今週の本 

「自分は自分 人は人」 和田 秀樹 著 

新講社ワイド新書 

 

 

 

 


