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地域を育み
大陸をつなぐ

＜ソング＞ それでこそロータリー

レイ・クリンギンスミス

＜ソングリーダー＞ 萩田俊一君

■ 会 長 報 告

石垣 善康君

【芙蓉の花】
写真提供 : 鈴木 舜光君

ゴでの観賞をお勧めし会長報告といたします。

本日は、所用のため、例会を欠席させて頂きます。
会員の皆様には深くお詫び申し上げ、本日は青島彰
副会長にその任をお願いいたします。
今月は新世代のための月間です。その月間にふさ
わしく、9 月 20 日に第 36 回藤枝ロータリー旗争奪少
年剣道大会に、石垣と鈴木勝弘新世代リーダーと、又、
平奉仕プロジェクト委員長は第 45 回藤枝市少年サッ
カーリーグ戦閉会式に出席してまいりました。これから
の、地域社会、日本を担う青少年のスポーツマンシッ

〔青島副会長 代読〕

■ 副 会 長 報 告

青島 彰君

ここ数日の日中は吹く風も爽やかになり、随分と
過ごしやすくなりました。朝晩は肌寒く感じるこ
とも多く季節の変わり目の体調管理に注意してく
ださい。
さて、どのような決着がつくのかわからない中
国との尖閣諸島問題について「Ｎｅｗｓｗｅｅｋ」
のコラムを紹介します。

プ溢れる戦いを見てまいりました。実際に、後援事業
の現場に立ってみるとやはりこの後援事業は必要だな
ーと実感してきました。これからも、重要活動のひとつ
の柱として青少年に対する奉仕活動に力を注ぎたい
と思っています。又、新しく会員になられた方はぜひこ
のような大会に参列して頂き、私たちの会費がどのよう
な活動に使われているか、青少年活動はどうか、確認
して頂けたらと思います。
先週は、職業奉仕リーダーの池谷君、そして中部
電力の鈴木君のご尽力で浜岡原子力発電所の見学
会でした。中国が世界各地で資源の獲得に走ってい
る現状を考えるにつけ、化石燃料に頼らないエネルギ
ーの開発、実用化の必要性を感じ、そのなかで原子
力発電所の積極利用を改めて感じた一日でした。
その後、一部の会員の方から、職場見学会は良か
ったとの話がありました。改めて、鈴木君、池谷君に感
謝いたします。
小川国夫さんの映画ですが、今週末で終了の予定
です。静岡新聞にも 3 回、掲載をして頂きましたが、ま

日本が尖閣諸島と呼ぶ小島をめぐって、わが中国
と日本が大もめにもめている。逮捕された中国人
船長が釈放されても中国政府の怒りは収まらず、
日本人も自国政府の対応を大いに不満に思ってい
る。結局問題は何も解決されていない。
今回の事件は日本人にとって、バカな中国人船長
が海上保安庁の船に自分の漁船をぶつけてきたあ
り得ない事態、と見えていたはずだ。自分からぶ
つかってきたくせに、釈放しろとはなんてずうず
うしい国だ―そう思っていたに違いない。
中国の国内事情と中国人の感情はもっと複雑だ。
事件のきっかけは、８月末に日本の新聞が「日本
政府が尖閣諸島を含む離島を国有化する」という
記事を載せたことにある。内容が本当かどうか私
には分からないが、記事は中国で大きく伝えられ
た。怒った漁船の船長が巡視艇に自分の船をぶつ
けたからと言って逮捕するのは、まるで目の前に
カネが入った財布を置いておいて、それを盗んだ

だ観賞されていない方は時間の許す限り、プレシネー
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といって捕まえるようなものだ。
中国政府は日本に謝罪と賠償を請求しているが、
船長が帰国した２５日の夜に放送されたＣＣＴＶ
（中国中央電視台）の全国ニュース番組を見たが、
この事件が報道されたのは放送が始まってからよ
うやく２０分経ったころ。中国政府が国内を沈静

●退会のご挨拶●

焼津信用金庫
池谷 範男君

化させ、日本と対話できる雰囲気をつくろうとし
ているのは間違いない。
今回の事件が終わっても、この問題が根本的に解
決されなければまた同じような事件が起きるだろ
う。日本人は知らないだろうが、来年６月１７日
に世界中の中国人が１０００隻の船に乗って尖閣
諸島に繰り出す計画がある。これに対して日本の
海上自衛隊が出動すればまさに戦争だ。
鄧小平は日中平和友好条約を締結した１９７８年、
尖閣問題について「次の世代はわれわれよりもっ
と知恵がある。みなが受け入れられるいい解決法
を見出せるだろう」と言った。
さて、皆さんが日本の外務大臣、総理大臣だっ

■ 出 席 報 告

竹田 勲君

本日のホームクラブ
出席者
34／43

前回の補正出席者

79.70％

22／42

52.38％

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ）
○青島克君

板倉君

○石垣君

落合君

○酒井君

鈴木舜君

○鈴木邦君

仲田晃君

水野君

(２)メークアップ者
松葉 隆夫君（藤枝南）

鈴木 勝弘君（藤枝南）

■ ビ ジ タ ー
縣 博幸君（藤枝南）

たらどうします？

■ 幹 事 報 告

酒向 謙次君

■ 会 員 卓 話

浜岡原子力発電所より来訪のお礼状が届いてお

『自己表現とコミ

ります。

ュニケーション』

平成 22 年 9 月 20 日に開催されました「藤枝ロータ
リー旗争奪少年親善剣道大会」のプログラムと大

石割

郁子君

会報告が届いております。
藤枝文学舎ニュース第 74 号が届いております。
島田ロータリークラブより年休会のお知らせです。

新会員の卓話の機会をありがとうございます。

10 月 7 日は年休会でメークアップの受付は行いま

昨年の９月に入会して一年が経ちました。楽しく

せん。

例会に参加させていただき感謝しております。本
日は「自己表現とコミュニケーション」のテーマ

■ 入 会 式

でお話いたします。６月に静岡産業大学の冠講座

本日畑昇君が入会

で「就職活動における成功するための自己表現」

されました。

の話をいたしました。その時、学生からいくつか
質問が出ました。学生に質問の回答をした資料を
お配りいたしましたので、学生がどのようなとこ
ろに興味があるか参考になさってください。アメ

氏

名

はた

のぼる

： 畑 昇 君

リカでは第一印象を良くするためのトレーニング

勤 務 先 ：焼津信用金庫

は常識的になっているといわれます。大統領、企

役 職 名 ：営業統括部長

業のトップにはイメージコンサルタントがついて
自己表現についてのアドバイスをしています。ブ
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ッシュ大統領は演説の時に「まばたき」が多いた
め、まばたきの回数を減らす訓練をして見事当選
をし、クリントン大統領もオバマ大統領もまばた
きを減らす訓練をしたといわれています。日本で
も近年政治家や企業の管理職にイメージをアドバ
イスする専門家がつくようになりました。ネクタ
イの色によっても発するメッセージが違います。
会社に複数のネクタイを置いて、場面によって変
えることで効果がでます。例えば、朝礼では赤の
ネクタイで話すと自分自身も、社員も元気がでま
す。逆に、お詫びの時は控え目なネクタイが効果
的です。コンサートや食事に行く時は、ピンクが
柔らかいムードを作って効果があります。ブルー
は平和を象徴する色で心が落ち着きます。黄色は
リーダーシップを表します。部屋のインテリアも
色によって気持が変わります。赤の会議室と青の
会議室を作った会社があります。赤の会議室では
活発な意見が交換され、青の会議室では論理的な
話し合いができ効果があるそうです。色は心理的、
健康面にも働きかけます。服装や色も相手に与え
る影響は大きいですが、表情態度も大切です。例
えば、名前を呼ばれて振り向く時に、首を回して
顔だけを相手に見せるか、胸を相手に見せて返事
をするかで随分印象が変わります。コミュニケー
ションにおける重要な要素は、言葉、話し方、表
情態度と言われ、外見で与える印象は５５％、話
し方が３８％、言葉は７％と言われています。最
近、カルチャーサロン等でボイストレーニングを
するビジネスマンが増えています。発声・発音の
基礎訓練、特に母音の口の開け方をきちんとする
ことで、相手に与える印象度が良くなり説得力に
つながります。きちんと口を開けて話すことで相
手が頷く回数が増えます。今日は皆さんと母音の
トレーニングをしてみたいと思います。母音だけ
の会話も効果的なトレーニング方法です。会社で
もぜひ朝礼等でおこなってください。挨拶をされ
たら意識して相手より明るく挨拶を返すことでコ
ミュニケーション、印象度も大きく変わります。
（担当／萩田君）
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