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本日の会長セレクトミュージックは、半崎美子さんの「明日へ向かう人」です。半崎
さんは、全国のショッピングモールでライブ活動をして買い物客を感動させてきたシン
ガー・ソングライターで ショッピングモールの歌姫 と呼ばれています。
「明日へ向か
う人」は交通事故で子供を亡くした両親に向けて作った歌なのだそうですが、様々なこ
とで苦しんでいる人々の心を癒やすということで、
「泣ける歌」
として日本で話題になっ
ている曲です。昨日、NHKで彼女が台湾でもライブをして海を越えて人々を感動させた
ということがニュースになっていました。
今日は、
「パワハラ」について話したいと思います。一昨日くらいのニュースで女優の
鈴木砂羽さんが初演出する舞台で２人の女優が砂羽さんに土下座を強要されてパワハラを受けたとし
て開幕直前に降板したことが報道されて話題になっています。
パワーハラスメントに関しては、企業のコンプライアンス講演の際に説明することがあり、
１０年くらい前に
会員卓話で話をさせてもらったことがあります。当時は、パワハラが一般的に認知され始めたくらいの感じ
でしたが、最近は企業に限らず、様々な場面でパワハラという言葉がトラブルの原因として問題にされるこ
とが多くなったように思います。ハラスメントというのは，
単に「嫌がらせ」
というだけではなく、上司と部下や
指導者と生徒など一定の上下関係の下に相手が抵抗できない状況下で行われる「嫌がらせ」のことで、
パワハラは脅迫的な言動や暴力的な行為を伴う嫌がらせのことです。ただ、
どこまでが厳しい指導として
ＯＫで、
どこからがパワハラとしてアウトになるのかは結構むずかしい問題です。指導された方がやっかみ
半分でパワハラだと言い出すことも多いので、
あまりパワハラを強調すると厳しい指導ができなくなってし
まいます。砂羽さんの件は、女性演出家に対して女優２人の降板という構図なので複雑な人間関係も
あったように思いますが、開幕２日前の降板というのはチケットを買った観客に対する姿勢としてどうなの
か？と疑問を感ずるところです。厳しい演出で有名だった故蜷川幸雄さんなどが聞いたら
「バカヤロー」
と
一喝されるように思います。

幹 事 報 告

望月 由美 幹事

１．本日の例会は、大津会員による新会員卓話です。
2. 次週9月22日は、吉本芸人いけや賢二さんのよる招
聘卓話です。
3. 次々週9月27日は、特別休会です。

ロータリーソング

淺井 友一 会員

我等の生業

会長セレクトミュージック
ショッピングモールの歌姫 半崎 美子
「明日へ向かう人 」

委員会報告
狩野 育史 公共イメージ向上委員長
・ポリオ撲滅推進活動の取組みと
して静鉄ストア本部、田町店・入
江店・に募金箱を設置しました。
・11/3
（祝）
１２
：
３０〜新静岡セノバ
改札口で募金活動を行います。

出 席 報 告
出席計算
回 月・日 会員数 会 員 数
前々回 9/1 43名 40名
本日 9/15 43名 41名

出 席
メイク 出席＋ 確 定
会員数 出席率 アップ メイクアップ 出席率 完 欠
36名 90％
2
38
95％
2
40名 97.56％ −
−
−
−

2017年9月19日までのホームページ閲覧総回数：30259回
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会員のお祝い
誕生日
星野 敏夫 会員
(9月20日生)
障がい者の皆さんがそれぞれの
能力を発揮して自立可能な条
件で働ける施設を作りました。

ス マ イ ル

市野 桂子 会員

○森 正樹 会員
下の孫娘と一緒に５日間シンガポールに旅行し、先週無
事に帰ってきました。今週結婚した上の孫夫婦と家内と
初めて４人で熱海・箱根と一泊旅行をしました。孫のサー
ビスに一生懸命です。
○野末 辰朗 会員
市野さんが美人？
？なのでスマイルします。
○鈴木 正久 会員
大林さん、
中戸川さんの呼びかけで青島さんを偲ぶ会を
森さん、吉岡さん、辻さんを加えて６人で９/８に行いまし
た。青ちゃんの話が尽きませんでした。大林さん、
中戸川さ
ん幹事有難うございました。

○野村 泰俊 会員
本日、職業奉仕のため早退させて頂きます。
お詫びスマイ
ルです。
○洞江 秀 会長
大津さん、新会員卓話期待しています。
○辻村 宜孝 会員
１６〜１７静岡日本平ロータリークラブ会報、蒔田先生あり
がとうございます。感謝です。
○星野 敏夫 会員
齢
（よわい）
６８にして立つ！
！順調になってきました。
？
？
○長島 十己知 会員
蒔田さん、昨年一年分の会報をいただきありがとうござい
ました。
○竹田 昭男 会員
６０歳過ぎてからの五十肩痛、やっと完治しました。絶好
調につきスマイルします。
１０月は出張だらけで全欠です。
申し訳ございません。
○京戸 悦子 会員
９月になり秋らしくなりました。今年一年を感謝してスマイ
ルします。
○市野 桂子 会員
野末さんに 美人 と言ってもらえてうれしかったのでスマ
イルします。
○大津 滋 会員
卓話させて頂く 意気込みスマイル です！よろしくお願い
します。

新 会 員 卓 話

「私があの大津 滋です！」
大津 滋
昭和45年3月7日生まれ 47歳
松田 茂 様
・袋井市出身 高校まで実家で暮らし、東京の私立大学卒
業後、
（当時）
従業員300名程度の小さな商社勤務。
・24歳〜28歳になる直前まで、香港→深圳→アムステルダム
→バーミンガム他海外赴任を経験、
その後日本に帰国し住
宅会社勤務。
・住宅会社勤務時代に現在のプレデンシャル生命の人間と知
り合う。
・2009年4月 39歳からプルデンシャル生命勤務。
・プルデンシャル生命はMDRT日本会会員数20年連続NO.1
【MDRTとは？】
1927年に発足し、世界67の国と地域の43,000名以上の
会員を有する組織。
保険会社が外交員に支払う手数料が一定以上になると
入会できる組織。
日本国内における生命保険外交員＋代理店販売員→
約53万人。

2016年度、
日本国内におけるMDRT会員数は4,414名。
その中の1,032名がプレデンシャル生命の外交員。
日本国内における大手生命保険会社の外交員数は数万人。
・プレデンシャル生命の外交員は約3,800人
少数精鋭！→何故か？=採用に拘っているから
スカウトによる採用
候補者のどんなところを見るか？
バイタリティ
・学習能力・自主独立性・柔軟性・感受性・対面
影響力・要点把握力・口頭表現力・説得力・自己動機
これらを判断する質問をし、分析します。
私の得意分野
相続、事業継承、信託
司法書士の坪内さんとチームを組んで取り組んでいます。
一般的な個人保険、法人保険もお任せください。
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例会日 毎週金曜日 12：30〜13：30
例会場 ホテルアソシア静岡ターミナル4F
◉会長 洞江 秀
副会長 吉岡 章
幹事 望月 由美
副幹事 池上 直子
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