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行した12名地域の人60名参加
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草刈り機
水保全事業(御手洗川クリーンキャンペーン)活動の
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しかし近年，最新の脳科学の成果に基づい

地域の人100名

て，「共感」と「システム化」という両極から

ふれあいチャンネ

みたまったく新しい理論が唱えられ，全世界で

ルの取材もあり後日放映された
16. 2011.10, 2

脚光を浴びています。

第八回のクリーンキャンペーンを

それによると，実際の脳機能は性別で単純に

実行したＲＣ13名地域の人120名参加された
1. 2008. 3.10 水保全活動の意見が出される
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下向会長(当時)に同行して水博士と

17. 2012. 2. 8 そめい吉野10本植樹 永井
奉仕プロジェクト理事立会

いわれている広島国際 学院大 学地域連 携セン
ター長の工学博士

佐々木

健

敬男

会員

継続事業として、今年2月8日に永井奉仕プロジェ
クト理事の立ち会いのもと、橋本園芸さんにそめい
吉野10本を植樹してもらいました。
また、2月26日

日曜日にはまだ寒い中ですが、

御手洗川の桜の木に肥料と害虫対策の薬剤をやる
作業と草刈とごみ拾いに汗は出ないと思いますが、
汗をかいていきたいと思っております。
地域の会長さんからは、ロータリークラブの人に
は忙しい中ご苦労様です、弁当を用意していますの
で、持って帰ってください、そして今後とも継続をよ
ろしくお願いします、とお言葉がありました。
今後とも皆さんのご協力をよろしくお願いいたし
ます。

化」を旨とする男性型の脳，という両極のミッ

情に棹させば流される。
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意地を通せば窮屈だ。
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の脳，システムを理解し構築する「システム

「智に働けば角が立つ。

をお願いした。
4. 2008. 9.22

ことのように感じる「共感」を旨とする女性型
広島大学病院 総合内科・総合診療科 准教授
広島大学病院 総合治療病棟 病棟医長

先生に会い取

り組みについて意見を聞かせてもらった
3. 2008. 9. 8
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準備に掛る
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多くの先人から指摘されているところでもあり
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国）地区大会が開催されます。

ますが，そもそも男性と女性の心は基本的には
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当地区とＲＩ第3690地区は姉妹縁組を締結して
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歌の練習
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南港RC訪問

10年程前に，女性は言語能力にすぐれ，男性
は空間把握能力にすぐれている，という内容の

したがって，とかく人間関係のむずかしさに
つながるコミュニケーションのスタイルも，男
性型の脳が優位にある典型的な男性と，女性型
の脳が優位にある典型的な女性では，明らかに
異なっているのです。
具体的な事例を挙げながら，最新脳科学の成
果をご紹介しましょう。

書物がベストセラーになったこともありまし

の公衆トイレ設置運動が契機になっていま

りか、2人で話し合いをしました。祭りの意義

た。

す。この運動は、単に金銭を拠出する団体奉

に大変興味があるようでした。
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思えます。

す。当クラブの社会奉仕活動をさらに発展させた
いと思うしだいです。以上で会長時間といたしま

しかし近年，最新の脳科学の成果に基づい

す。

て，「共感」と「システム化」という両極から
脚光を浴びています。
それによると，実際の脳機能は性別で単純に
異なっているのではなく，他者の気持ちをわが

「心は生きている」

の脳，システムを理解し構築する「システム
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化」を旨とする男性型の脳，という両極のミッ
クスであることが判明してきました。
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情に棹させば流される。
意地を通せば窮屈だ。
とかくに人の世は住みにくい。」
とは，かの夏目漱石著「草枕」冒頭の名言で
す。
このように，人間関係の難しさは古今東西，
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梶田

滋

会長

つながるコミュニケーションのスタイルも，男
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正信さん

さんを乗せて行ったとき

のことです。ＪＲ新井口で彼女と待ち合わせ
をし、約束の時間に車に乗り込んだとき、何
と2本の清涼飲料を持ってきていたのです。1
時間ちょっとのドライブに喉が渇くと思った
のでしょう。ほんの少しの心遣いかもしれま
せんが、今はなかなかそういう心遣いができ
る若者が少なくなってきているように思いま

★大藤 良治さん
★青木

さんが参加した時のことです。柳井

す。日本人以上に気が利く心遣いのできる人
だと感じました。行き帰りの2時間ほど、故郷
の事、友達のことなど普段できない話をじっ
くりすることができた一日になりました。当
日、彼女は2710地区の方のお世話で白壁の町
も見学できたと喜んでいました。

の脳が優位にある典型的な女性では，明らかに

10名余り、また渡邊会員の奥様にも参加してい

動中です。日本経済の環境は大変厳しい状況

異なっているのです。

ただきました。御手洗川に植樹した桜の木に肥

ですが、必ず希望する会社に入社することを

具体的な事例を挙げながら，最新脳科学の成
果をご紹介しましょう。

料をやり、周辺の清掃を行ってきました。樹木
は植えただけでは、十分な生育は期待できませ
ん。肥料をやり、手を加えることで、成長し、
たくさんの花を咲かせることができます。ま
た、桜の木には毛虫などが発生するため、防虫

からか明らかに違っているのでしょうか。

作業を行うことも大切です。防虫を行っていな

10年程前に，女性は言語能力にすぐれ，男性

い場合には、近隣にお住まいの方々に迷惑をか

は空間把握能力にすぐれている，という内容の

けてしまいます。昨日は、その防虫作業も行っ
てきました。

の公衆トイレ設置運動が契機になっています。

桜の木は、すでにたくさんつぼみを付けてお

この運動は、単に金銭を拠出する団体奉仕活動で

り、春の開花が待ち遠しい思いがしました。植

はなかったことが注目されます。

樹・清掃活動はすでに3年間継続しており、次

いです。以上で会長時間といたします。
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現在、さんは日本での就職希望で、その活
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滋さん

昨日、御手洗川清掃活動を行いました。会員

ますが，そもそも男性と女性の心は基本的には
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印象に残る話として、去年10月の地区大会
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年度も継続する予定と聞いています。御手洗川
の植樹・清掃活動は、当クラブが誇れる社会奉
仕活動であると思います。
ところで、社会奉仕の概念は、ロータリー創
立1年後から芽生えています。シカゴ・クラブ

2011学年度米山奨学生
呉曉麗さんのカウンセラー
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願い、少しでもバックアップしてゆきたいと
思っています。

晴好会員

去年の4月、クラブ会長から「米山のカウン
セラーをやって下さい。」との依頼があり、私
は「わかりました。」この返事が、

昨日、御手洗川清掃活動を行いました。会員

ギョウレ
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イさんとの出会いの始まりでした。4月にＪＲ
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新井口駅で初めて会い、近くの喫茶店で私から
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日のようです。クラブ例会で月1回会い、その

ん。肥料をやり、手を加えることで、成長し、

他もう一回会うようできるだけ務めています。

たくさんの花を咲かせることができます。ま

7月に米山京都研修旅行に

さんが参加しま

た、桜の木には毛虫などが発生するため、防虫

した。祇園祭りをはじめ日本の伝統文化に触れ

作業を行うことも大切です。防虫を行っていな

るよい機会になったと思います。参加後の感想

い場合には、近隣にお住まいの方々に迷惑をか

を尋ねると、祭りは人が多くてびっくりした。

けてしまいます。昨日は、その防虫作業も行っ

他の米山奨学生と友達になれた等うれしそうに

てきました。

話してくれました。また祇園祭は何のための祭

桜の木は、すでにたくさんつぼみを付けてお

り、春の開花が待ち遠しい思いがしました。植

樹・清掃活動はすでに3年間継続しており、次

年度も継続する予定と聞いています。御手洗川

の植樹・清掃活動は、当クラブが誇れる社会奉
仕活動であると思います。
ところで、社会奉仕の概念は、ロータリー創
立1年後から芽生えています。シカゴ・クラブ

りか、2人で話し合いをしました。祭りの意義

ないか」と。そこで皆なラッグルスの指揮で

に大変興味があるようでした。

歌った。

印象に残る話として、去年10月の地区大会
に私と

さんが参加した時のことです。柳井

の大会に私の車で

さんを乗せて行ったとき

それからは、毎例会歌うようになったが、他
のクラブもだんだん真似るようになり、この習

この「四つのテスト」は、1932年の恐慌の

をし、約束の時間に車に乗り込んだとき、何

と他のクラブ連合で日本語のロータリー・ソン

とき、シカゴのロータリアンであり後にロー

と2本の清涼飲料を持ってきていたのです。1

グを会員から募集することになり、2月下旬数

タリー創立50周年（1954〜55）に国際ロータ

時間ちょっとのドライブに喉が渇くと思った

種の歌詞と作曲が選定された。そのなかで「奉

リー会長を勤めたハーバート・J・テーラーの

仕の理想」が今もなお広く歌われている。

偉大な物語があります。瀕死の破産状態のア
ルミ食器会社の社長を引き受け、再建に乗り
出した時に辿り着いた『共通の信念』『精神

す。日本人以上に気が利く心遣いのできる人
だと感じました。行き帰りの2時間ほど、故郷

的基盤』の必要性に考えが及んだというので

にこにこ箱（スマイル・ボックス）

の事、友達のことなど普段できない話をじっ
くりすることができた一日になりました。当
日、彼女は2710地区の方のお世話で白壁の町
も見学できたと喜んでいました。
現在、さんは日本での就職希望で、その活
動中です。日本経済の環境は大変厳しい状況
ですが、必ず希望する会社に入社することを
願い、少しでもバックアップしてゆきたいと
思っています。

晴好会員

初期のシカゴ・ロータリー・クラブでは、
会員は食事を済ませてから会場に集まること
になっており、別に食費というものは取って
はいなかったようです。その代わり、欠席会
員は50セントを「ニコニコ・ボックス」に入
れることになりました。これが「ニコニコ
箱」の起源です。
このように、ロータリー・クラブには、例

去年の4月、クラブ会長から「米山のカウン
ギョウレ

イさんとの出会いの始まりでした。4月にＪＲ
新井口駅で初めて会い、近くの喫茶店で私から
米山に関するオリエンテーションをしたのが昨
日のようです。クラブ例会で月1回会い、その
他もう一回会うようできるだけ務めています。
7月に米山京都研修旅行に

席、結婚記念日、そのほか本人または家族の

ロータリー・ソングの起源

さんが参加しま

した。祇園祭りをはじめ日本の伝統文化に触れ

慶事や会社のことについての新聞への掲載、
テレビへの登場などを発表して、その会員は

シカゴ・クラブの初代会長シルベスター・
シールの回想によると、1905年の秋に約15名
のクラブ会員が1週間おきの会食のために懐か

「にこにこ箱」に一定金額を寄付するという
「ならわし」があります。
このほかに自分のこと、家族のこと、会社

しい「シャーマン屋」に集まった。

の慶事などについての自主申告もありますの

食堂は、クラーク街に面した2階にあった。

で記憶しておいてください。こちらの金額は

我々は小さな長テーブルに座って、ロータ

自由です。

リーや他のことについて話し合っていたが、

この「にこにこ箱」の担当委員会はクラブ

やがて話が途切れてしまった。これが長く続

によって違いますが、SAAが担当するクラブ

他の米山奨学生と友達になれた等うれしそうに

きそうで心配になった時、ハリー・ラッグル

が多いようです。

話してくれました。また祇園祭は何のための祭

スが叫んだ。「どうだい皆な、歌おうじゃあ

るよい機会になったと思います。参加後の感想
を尋ねると、祭りは人が多くてびっくりした。

す。6週間ほど社長室の机の上で書いては消
し、書いては消し、ついに命令的論理訓では

会の時SAAが会員の入会、記念日、連続出

は「わかりました。」この返事が、

Test）
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る若者が少なくなってきているように思いま

セラーをやって下さい。」との依頼があり、私

Way

「タイタニック」１９９７年【米】

慣が世界に広まった。

せんが、今はなかなかそういう心遣いができ
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Four

のことです。ＪＲ新井口で彼女と待ち合わせ

のでしょう。ほんの少しの心遣いかもしれま
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四つのテスト（The

これは、奉仕活動資金として使われます。

なくて、自発的かつ発想制激的な表現、この
「四つのテスト」が浮かんだのだと言いま
す。
1943年1月の国際ロータリーの理事会におい
て、ロータリーとしてこの「四つのテスト」
が採用されることが承認されました。この
「四つのテスト」は、まず職業奉仕のプログ
ラムの中に組み込まれましたが、ロータリー
の奉仕の四部門のいずれにおいても、極めて
重要な要素と考えられています。
「日本は、全世界に先駆けてこのテストを
実際に使った」と、ハーバート・J・テーラー
は言っています。1954年に「四つのテスト」
をクラブのバナーに最初に載せたのは、大阪
ロータリー・クラブでした。
ポスター、ラベル、ブラーク、LPレコード
など「四つのテスト」の推進に役立つさまざ
まのツールが、RI世界本部と「四つのテス
ト」協会から入手できるようになっていま
す。

紹介会員名：二村一弘
平成９年に公開されたタイタニックを紹介しま
す。
多分見たことが無い人はほとんどいないぐらい
の有名作です。アカデミー賞も 11 部門制覇したほ
どです。純粋な恋物語に、映画史上類を見ないと
言われるスケールで描かれたタイタニック号の沈
没で、映像技術も当時としては最高のレベルの映
画です。
内容は、身分を超えた恋で、二人の恋物語はあ
まりにも純粋で、そんな二人を描くことで人間のエ
ゴや欲、弱さをむき出しにする周りの人間たちの姿
を暴いており、その二人の運命を左右するべく殴
りこんでくるのが、壮大なスケールのタイタニック
号の沈没で、この沈没シーンも超一流のＳＦＸを
駆使して描かれています。実物大のタイタニック号
の再現をしたぐらいにお金も時間もかけた映画で
す。また、監督のジェームズ・キャメロンのこだわ
りがこの映画を名画にしたのだと思います。
私もあらすじをほとんど知らない状態で映画館
に見に行ったときの覚えた感動と感激は、なかな
か味わえるものでは無いぐらい、スケールの大きな
映画だったと思います。映画館で同じ映画を何度
も見て、ビデオ（当時としては２本立ては非常に珍
しい）を、発売と同時に購入し、見たぐらいに大変
感動した逸品です。
映画館で上映していないため、大画面の大音声
で見ることは出来ませんが、プロジェクターや大型
テレビをお持ちの方は美しい映像と迫力を楽しま
れてはいかがでしょうか。

