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第 1177回例会報告                                1月 31日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1178回）       2月   7日（水） 次週予告              2月   14日（水） 

◎ソング 「君が代」「奉仕の理想」 

            田村 久子 会員  

◎プログラム  

Ｉ．Ｍ．打ち合わせ  

◎ソング 「四つのテスト」 

             小山 一子 会員  

◎プログラム  卓 話 

           竹原 善記 会員 

 

 

 

 

 

会長 田辺 朱希美 

 

皆さま こんばんは。 

 

原田明夫先生 

夫、田辺の元会社メディセオの仕事上で、ご縁

があった弁護士の先生なのですが、東京生まれの

神戸市相生育ち、東京大学法学部卒でいらっしゃ

いますが、第一次小泉内閣の時に検事総長を務め

られました。 

悲しいことに、2017年 4月に 77才というお年

で、お亡くなりになられたのですが、私が今、手

元に持っていますのが、原田明夫先生から、夫の

田辺に頂いた「あすへの話題」という小冊子です。

今では遺作となってしまいました。 

この小冊子は原田明夫先生が 2007年 1月から半

年間、毎土曜日に日経新聞夕刊紙に「あすへの話

題」欄に掲載されたコラム 25回分をそのまま収録

されたものです。 

その中には、原田明夫先生のお人柄を偲ばせる

コラムが盛り沢山です。 

今日はその中から、「マディソン郡の橋」のコラ

ムを読ませて頂きます。 

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

「マディソン郡の橋」 

あすへの話題―第 11回 平成 19年 3月 17日掲載 

もう一昔前、「マディソン郡の橋」と題する米国

の小説がベストセラーになって映画化もされた。 

 中年男の写真家が、米国中西部の町にある屋根

付き橋の取材に訪れて、立ち寄った農家の主婦に

出会い、会話するうちにお互い惹かれて、家族が

出先から帰ってくるまでの数日間を共に過ごす様

子と、二人がその後老年に至るまでその出会いを

いかに大切にしたかを語るもので、なんでこんな

小説が売れたのか、出版社も驚いたという。 

洋の東西を問わず、物質文明が謳歌され、モノ

とカネの豊かさや業績達成が人生の意味であるか

のように受け取られがちな現代社会で、ともすれ

ば神経を磨り減らすような生活を強いられながら、

読者はなお、人と人との出会いと魂の交情が持つ、

説明出来ない懐かしさや好ましさを感じ取ること

が出来たのかもしれない。 

 

   R.I.会長テーマ 

   “ロータリー：変化をもたらす” 

      イアン H.S. ライズリー 

●創 立 平成 5年 4月 10日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  ●例会場 宝塚ホテル 

●新事務所  〒665-0845  宝塚市栄町１丁目１７－８－２  

●電 話 0797-83-1110  FAX  0797-83-1110 

●会 長 田辺 朱希美 ●幹事 那須 範満 ●会報委員長 山本 章太郎 
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主人公の男が、「分析することが全体を破壊する

のです。ある種の物事で魅力あるものは、全体と

して存在するのです。部分部分をバラバラに見よ

うとすると、それは無くなってしまうのです。」と

述べるくだりがある。 

比較文化精神医学の野田正彰氏は、ある論説で、

「老いて若さを感ずるのは、ビジネス社会での役

割を捨てて、もう一度他者との出会い、他者の感

じ方、生き方に驚くことのできる能力である」と

説いている。 

私達ロータリークラブも、又、仕事を離れ異業

種の方々との出会いがあり、感じ方、生き方に驚

きがあったり！学ぶことがあったり！そのもので

す。 

近い将来、我が国も老齢化が進み、老人を如何

に処遇するかが課題だなどと聞くと、自分も何か

処遇の対象をなるような気分にもなりかねない。 

 もう一度、あれこれ分析できないが、気持ちの

良い人々との共感できる時間を出来るだけ多く持

てるよう心がけたいものである。 

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

未だご覧になられていない方は、是非お薦めです。 

私も何年かぶりでございます・・・・ラストシ

ーンにとても切ない思いになりました。 

 

 

卓 話 

              阪上 栄樹 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんばんは。本日はクラブ入会に興味を

お持ちの方も出席されておりますので、久しぶり

の卓話ですが、先週土曜日に行われました、瀧川

年度 クラブ研修リーダー会議の報告と、ぜひク

ラブに帰ってやって下さいという事なので、ちょ

うど良い機会なので時間があれば少しの時間それ

を実践してみたいと思います。 

地区研修委員会主催で地区ファシリテーション

研修（ディスカッションリーダーの実践に向けて）

をタイトルとし、午後 1時半から三宮センタープ

ラザの会議室で行われました。 

矢野ガバナーエレクトがまず挨拶をされ、来期

の国際ロータリーのテーマについて話されました。

来期のテーマは分かりにくいのですが BE THE 

INSPIRATION （インスピレーションになろう）で

す。 

 それから、中村地区研修リーダーによるお話が

あり、その後滝内研修委員会副委員長から小グル

ープ討論の説明がありました。 

当日の出席者を10名前後の 9つのグループに分

け、担当の研修委員がディスカッションリーダー

（DL）、ガバナー補佐（AG）がアドバイザーとなり、

6つのセッションテーマをファシリテーション形

式で約 2時間グループ討論を行いました。 

ファシリテーションというのは、会議やミーテ

ィングの場で、発言や参加を促したり、話の流れ

を整理したり、参加者の認識の一致を確認したり

する行為で介入し、合意形成や相互理解をサポー

トすることにより、組織や参加者の活性化、協働

を促進させるリーダーの持つ能力の一つとされて

います。 

 セッションテーマ 

⑴ リーダーシップの本質をつかむ 

⑵ 私のロータリーの世界 

⑶ 倫理と職業奉仕 

⑷ 私たちの財団 

⑸ 会員を引き込む 

⑹ 奉仕のプロジェクトを創造する                          

 今回の研修の意図は、ロータリークラブの会員

は社会のリーダーである。そして、そのクラブの

活性化を増進させるためには、あらゆる職種あら

ゆる年齢を超えた会員が、数多くの意見交換の機

会を持つことが効果的であると思います。 

ともすれば年長者から中堅会員、新会員へと一

方向での研修がなされていますが、それに加えて、

ディスカッションリーダーを育て、意見交換の機

会を多く持つ工夫をすれば、ロータリアンの自主

性と卓越した指導力を養い育てることが出来ます。 

プログラム 
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ひいては、クラブの刷新性と柔軟性を伸張する

ことになり、活気があるクラブになれると確信し

ています。という事でした。 

 討論は一人持ち時間 1 分での自己紹介で始まり、

DLがうまく発言を誘導して行われました。 

各自は毎回 1分程度の発言に留め、私のグルー

プは西脇、上郡佐用、尼崎中、甲子園、神戸北、

高砂、三木みどり、神崎そして、宝塚中 RCと各グ

ループに当地区の色々な地域、ロータリー歴も 2

年から 24年と色々な世代が討論出来るように工

夫されていました。 

各自名札が用意されており、裏面には次の 7つ

の約束事が明記されていました。 

・自由にディスカッションに参加してください 

・注意深く聞きましょう 

・経験を自由に語り合いましょう 

・本題から離れないように注意しましょう 

・他人の発言に対して寛容に 

・自分と違った視点に対し感謝しましょう 

・発言は要点のみ簡潔に 

今日はあまり時間がありませんが、各テーブル

で私の方からディスカッションリーダーDLを指名

しますので、その方がうまく討論を誘導して残り

時間で各テーブル全員が発言出来るよう、おひと

り発言時間 1分を守ってやってみてください。 

今日のテーマは会員を引き込むにしぼります。

どのようにすればよいか各自のお考えをしゃべっ

てみて下さい。それでは始めてください。 

―― テーブルディスカッション――（約 10分間） 

ありがとうございました。今日出ましたご意見

を手短にお聞かせください。 

定藤会員、竹原会員、古川会員、那須会員、前

田会員発表 

また機会があれば６つのテーマでディスカッシ

ョンをしたいと思います。時間が超過しましたが

これで本日の卓話は終了と致します。  

ありがとうございました。 

 

 

○大門 美智子 君 

先週はお休みして申し訳ありませんでした。 

1月 23日長男のところに無事女の子が生まれまし

た。微弱陣痛が続きどうなることかと思いました

が帝王切開になることもなく、生まれました。 

感謝の毎日です。 

 

本日のニコニコ    10,000円 

本日までの合計  545,000円 

 

 

□ソング 

「Be a Rotarian」  

馬場 和代 会員 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 32 3 29 22  75.86 

前々回 

1/17 
32 3 29 23 3 89.66 

 

□お客様 

阪上 和子 様（阪上 栄樹会員の奥様） 

近藤 博恵 様（  〃      のご友人） 

 

□幹事報告 

第 40回 RYLAセミナー受講生の追加募集のご案内 

RYLA受講生の募集の締切が 2月 20日（火）まで

となりました。 

受講生の推薦をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

週間報告 

 今日は何の日 
2月 11日 

建国記念の日(National Foundation Day) 

建国をしのび、国を愛する心を養う国民の祝

日。この日はかつて「紀元節」という祝日だっ

たが、戦後になってこの祝日は廃止され、

1966(昭和 41)年から再び国民の祝日になった。 

「記念日」ではなく「記念の日」なのは、建国

された日とは関係なく、単に建国されたという

ことを記念する日であるという考えによる。 


